
別置 記号

910

文豪たちの住宅事情　住
んだ家、住んだ土地から
見えてくる文豪たちの人
生と文学

田村景子／編著 笠間書院 3-0500873758

911.1 万葉集の基礎知識 上野誠／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500872551

ティーン
ズ 911.5 すてきなひとりぼっち 谷川俊太郎／詩 童話屋 3-0208053605

ティーン
ズ 911.5

はるかな国からやってき
た

谷川俊太郎／詩 童話屋 3-0203008182

913.6 ア
星に祈る　おいち不思議
がたり

あさのあつこ ＰＨＰ研究所 3-0500884156

913.6 ア 神の悪手 芦沢央 新潮社 3-0500878518

文庫本 913.6 ア グリーン・レクイエム 新井素子 講談社 3-0500869878

913.6 ア
境内ではお静かに　神盗
みの事件帖

天祢涼 光文社 3-0500879645

文庫本 913.6 ウ 恐怖と哀愁の内田百閒 内田百閒 双葉社 3-0500876340

文庫本 913.6 エ 猟奇と妖美の江戸川乱歩 江戸川乱歩 双葉社 3-0500836520

913.6 オ 流転の中将 奥山景布子 ＰＨＰ研究所 3-0500878985

913.6 オ 片見里荒川コネクション 小野寺史宜 幻冬舎 3-0500879930

913.6 カ 医学のひよこ 海堂尊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500880754

913.6 カ
終活の準備はお済です
か？

桂望実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500878191

913.6 カ なぜ秀吉は 門井慶喜 毎日新聞出版 3-0500876398

913.6 カ
アンソーシャルディスタ
ンス

金原ひとみ 新潮社 3-0500879948

ティーン
ズ 913.6 カ

ソードアート・オンライ
ンプログレッシブ　８

川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500882691

913.6 キ インドラネット 桐野夏生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500880311

文庫本 913.6 キ
潮騒の町　新・木戸番影
始末　１

喜安幸夫 光文社 3-0500884371

913.6 ク 忘れられたその場所で、 倉数茂 ポプラ社 3-0500877596

913.6 コ 神よ憐れみたまえ 小池真理子 新潮社 3-0500887031

913.6 サ 最終飛行 佐藤賢一 文藝春秋 3-0500880082

文庫本 913.6 サ
出絞と花かんざし　文庫
書下ろし／長編時代小説

佐伯泰英 光文社 3-0500884361

（NDC900-999）
ラベルの記号
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文庫本 913.6 サ
梅花下駄　照降町四季
３

佐伯泰英 文藝春秋 3-0500882655

文庫本 913.6 シ 小さき者へ 重松清 新潮社 3-0206045606

913.6 シ 白医 下村敦史 講談社 3-0500879980

913.6 シ スイッチ　悪意の実験 潮谷験 講談社 3-0500871996

文庫本 913.6 シ
あんのまごころ　お勝手
のあん　４

柴田よしき 角川春樹事務所 3-0500884188

文庫本 913.6 ス
鳥かご　父子十手捕物日
記
長編時代小説

鈴木英治 光文社 3-0500828360

文庫本 913.6 ス
父子（おやこ）十手捕物
日記　長編時代小説

鈴木英治 光文社 3-0500796146

913.6 タ 破天荒 高杉良 新潮社 3-0500871633

913.6 タ 神さまのいうとおり 谷瑞恵 幻冬舎 3-0500879927

913.6 チ ひきなみ 千早茜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500874220

913.6 ツ 琥珀の夏 辻村深月 文藝春秋 3-0500883089

913.6 ト
大連合　ＳＥＩＮＡＮ
＆　ＴＯＹＡＮＯ

堂場瞬一 実業之日本社 3-0500886822

文庫本 913.6 ナ すみれ荘ファミリア 凪良ゆう 講談社 3-0500877149

文庫本 913.6 ニ おまじない 西加奈子 筑摩書房 3-0500860790

913.6 ハ リボルバー 原田マハ 幻冬舎 3-0500879925

913.6 ヒ 野球が好きすぎて 東川篤哉 実業之日本社 3-0500880744

913.6 ヒ 本心 平野啓一郎 文藝春秋 3-0500879405

913.6 フ 世阿弥最後の花 藤沢周 河出書房新社 3-0500885926

913.6 ホ 東京のぼる坂くだる坂 ほしおさなえ 筑摩書房 3-0500881018

913.6 マ
ヒトコブラクダ層ぜっと
上

万城目学 幻冬舎 3-0500886825

913.6 マ
ヒトコブラクダ層ぜっと
下

万城目学 幻冬舎 3-0500886826

913.6 ミ 蝶の眠る場所 水野梓 ポプラ社 3-0500869632

913.6 ミ 雷神 道尾秀介 新潮社 3-0500879947

913.6 ヤ ブレイクニュース 薬丸岳 集英社 3-0500887209

913.6 ヨ 黒牢城 米澤穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500881438

文庫本 913.6 レ 暗色コメディ 連城三紀彦 双葉社 3-0500869690

文庫本 913.6 ポストコロナのＳＦ
天沢時生／〔ほ
か著〕

早川書房 3-0500869943

914 ア バブル、盆に返らず 甘糟りり子 光文社 3-0500886346

914 ハ 美女の魔界泰治 林真理子 マガジンハウス 3-0500886767
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文庫本 921 宋詩選 小川環樹／編訳 筑摩書房 3-0500876120

921 大衆詩人白楽天 片山哲 片山哲記念財団 3-0500884311

923 三体　３〔上〕 劉慈欣 早川書房 3-0500879699

923 三体　３〔下〕 劉慈欣 早川書房 3-0500879700

文庫本 933 フ
美しき野生　ブック・オ
ブ・ダスト　上巻

フィリップ・プ
ルマン

新潮社 3-0500880723

文庫本 933 フ
美しき野生　ブック・オ
ブ・ダスト　下巻

フィリップ・プ
ルマン

新潮社 3-0500880724

933
短編回廊　アートから生
まれた１７の物語

ローレンス・ブ
ロック／編

ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500878941

943 タ 誕生日パーティー
ユーディト・
Ｗ・タシュラー

集英社 3-0500879924

949 キリギリスのしあわせ トーン・テレヘン 新潮社 3-0500873802

文庫本 949 手／ヴァランダーの世界
ヘニング・マン
ケル

東京創元社 3-0500885448

950
フランス文学の楽しみか
た　ウェルギリウスから
ル・クレジオまで

永井敦子／編著 ミネルヴァ書房 3-0500859415

953 ル 僕が死んだあの森
ピエール・ル
メートル

文藝春秋 3-0500879688

983 小悪魔
フョードル・ソ
ログープ

白水社 3-0500879694

文庫本 989 白い病
カレル・チャ
ペック

岩波書店 3-0500814582

別置 記号

002

教養としてのギリシャ・
ローマ　名門コロンビア
大学で学んだリベラル
アーツの真髄

中村聡一 東洋経済新報社 3-0500877230

007.1
絵と図でわかるＡＩと社
会　未来をひらく技術と
のかかわり方

江間有沙 技術評論社 3-0500877947

007.3
膨張ＧＡＦＡとの闘い
デジタル敗戦霞が関は何
をしたのか

若江雅子 中央公論新社 3-0500883293

007.3

メディアをつくる！　Ｙ
ｏｕＴｕｂｅやって考え
た炎上騒動とネット時代
の伝え方

池上彰 ポプラ社 3-0500883035

007.3

最新コンテンツ業界の動
向とカラクリがよくわか
る本　業界人、就職、転
職に役立つ情報満載

中野明 秀和システム 3-0500876378

情報科学 007.3
Ｔｗｉｔｔｅｒ完全マ
ニュアル　ビジネスにも
役立つ！

八木重和 秀和システム 3-0500869333

情報科学 007.6
やってみようテキストマ
イニング　自由回答アン
ケートの分析に挑戦！

牛澤賢二 朝倉書店 3-0500873043

情報・思想・歴史・地理
（NDC000-299）

ラベルの記号
書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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情報科学 007.6
情報セキュリティの技術
と対策がこれ１冊でしっ
かりわかる教科書

中村行宏 技術評論社 3-0500875203

情報科学 007.6
今すぐ使えるかんたんＪ
ｉｍｄｏ　無料で作る
ホームページ

門脇香奈子 技術評論社 3-0500876175

参考書 010
日本の図書館　統計と名
簿　２０２０

日本図書館協会
図書館調査事業
委員会日本の図

日本図書館協会 3-0500882754

児童書研
究 016

児童図書館の先駆者たち
アメリカ・日本

東京子ども図書
館／編纂

東京子ども図書館 3-0500879883

児童書研
究 017

学校図書館はカラフルな
学びの場

松田ユリ子 ペリカン社 3-0500570130

017
変化する社会とともに歩
む学校図書館

野口武悟 勉誠社（制作） 3-0500874820

019 難しい本をどう読むか 齋藤孝 草思社 3-0500865675

ティーン
ズ 019

中高生のための本の読み
方　読書案内・ブック
トーク・ＰＩＳＡ型読解

大橋崇行 ひつじ書房 3-0500853527

069
発信する博物館　持続可
能な社会に向けて

小川義和／編著 ジダイ社 3-0500863525

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和３
年４月号

毎日新聞社 3-0500881641

134
はじめてのウィトゲン
シュタイン

古田徹也 ＮＨＫ出版 3-0500841785

141
雨でも晴れでも「繊細さ
ん」

武田友紀 幻冬舎 3-0500871541

141
「恐怖」のパラドックス
安心感への執着が恐怖心
を生む

フランク・ファ
ランダ

ニュートンプレス 3-0500863317

141 生贄探し　暴走する脳 中野信子 講談社 3-0500871911

146.1
コロナと精神分析的臨床
「会うこと」の喪失と回
復

荻本快／編著 木立の文庫 3-0500869859

146.8
ふと感じる寂しさ、孤独
感を癒す本

根本裕幸 清流出版 3-0500875558

150
「倫理の問題」とは何か
メタ倫理学から考える

佐藤岳詩 光文社 3-0500869545

159
子育て後に「何もない
私」にならない３０の
ルール

ボーク重子 文藝春秋 3-0500837771

159
世渡りの修養・処世訓言
集

渋沢栄一 徳間書店 3-0500850252

160
宗教と過激思想　現代の
信仰と社会に何が起きて
いるか

藤原聖子 中央公論新社 3-0500878496

168 ヒンドゥー教１０講 赤松明彦 岩波書店 3-0500855485

175 縄文神社　首都圏篇 武藤郁子 飛鳥新社 3-0500883054

文庫本 180
図解いちばんやさしい仏
教とお経の本

沢辺有司 彩図社 3-0500870553

186

御朱印でめぐる関東の聖
地　週末開運さんぽ
集めるごとに運気アッ
プ！

地球の歩き方編
集室／編集

地球の歩き方 3-0500871960
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198
カトリックとプロテスタ
ント　同じキリスト教
で、どのように違うのか

ホセ・ヨンパル
ト

サンパウロ 3-0500867814

文庫本 209 銃・病原菌・鉄　上巻
ジャレド・ダイ
アモンド

草思社 3-0212007207

209
地理と地形でよみとく世
界史の疑問５５

関真興／編著 宝島社 3-0500875588

210
変わる日本史の通説と教
科書

本郷和人 宝島社 3-0500883342

210.2
古代史の正体　縄文から
平安まで

関裕二 新潮社 3-0500870731

210.3 埴輪は語る 若狭徹 筑摩書房 3-0500883603

210.3
武士論　古代中世史から
見直す

五味文彦 講談社 3-0500876664

210.3 古代史講義　氏族篇 佐藤信／編 筑摩書房 3-0500883606

210.4
中世は核家族だったのか
民衆の暮らしと生き方

西谷正浩 吉川弘文館 3-0500877559

210.7 昭和精神史　戦後篇 桶谷秀昭 扶桑社 3-0500874257

210.7

中国戦線、ある日本人兵
士の日記　１９３７年８
月～１９３９年８月侵略
と加害の日常

小林太郎 新日本出版社 3-0500852823

210.7
半藤一利の昭和史　永久
保存版

文藝春秋 3-0500855075

220
オリエント古代の探求
日本人研究者が行く最前
線

前田耕作 中央公論新社 3-0500868187

文庫本 222 中国の歴史　１０
礪波護／〔ほ
か〕編集委員

講談社 3-0500869956

文庫本 222 中国の歴史　１１
礪波護／〔ほ
か〕編集委員

講談社 3-0500876779

225
一冊でわかるインド史
世界と日本がわかる国ぐ
にの歴史

水島司／監修 河出書房新社 3-0500880295

230
ペスト大流行　ヨーロッ
パ中世の崩壊

村上陽一郎 岩波書店 3-0190104562

文庫本 232
塩野七生『ローマ人の物
語』スペシャル・ガイド
ブック

塩野七生 新潮社 3-0211059627

281 ざんねんな日本史 本郷和人 宝島社 3-0500845832

288
〈武家の王〉足利氏　戦
国大名と足利的秩序

谷口雄太 吉川弘文館 3-0500877560

288
名画で読み解くプロイセ
ン王家１２の物語

中野京子 光文社 3-0500877830

289 ク
楠木正行・正儀　この楠
は正成が子なり、正行が
弟なり

生駒孝臣 ミネルヴァ書房 3-0500876434

289 ツ
辻政信の真実　失踪６０
年－伝説の作戦参謀の謎
を追う

前田啓介 小学館 3-0500881405

289 ト
徳川家康　時々を生き抜
いた男

藤井讓治 山川出版社 3-0500874693

文庫本 289 ノ フォン・ノイマンの生涯
ノーマン・マク
レイ

筑摩書房 3-0500868903
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289 ハ
私たちの真実　アメリカ
ン・ジャーニー

カマラ・ハリス 光文社 3-0500884690

文庫本 289 ハ
ローザ・パークス自伝
「人権運動の母」が歩ん
だ勇気と自由への道

ローザ・パーク
ス

潮出版社 3-0500867511

289 ヒ
平塚らいてう　その思想
と孫から見た素顔

奥村直史 平凡社 3-0500875672

289 マ
病魔という悪の物語　チ
フスのメアリー

金森修 筑摩書房 3-0206015480

290 地球の歩き方　Ｗ０５
地球の歩き方編
集室／編集

地球の歩き方 3-0500880068

文庫本 291
日本の地名　付・日本地
名小辞典

鏡味完二 講談社 3-0500876780

291.3 神奈川県の山 原田征史 山と渓谷社 3-0500461353

291.3
東京で見つける江戸　カ
ラー版

香原斗志 平凡社 3-0500877475

291.3
通訳ガイドがナビする東
京歩き

松岡明子
ＩＢＣパブリッシン
グ

3-0500870788

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜
市神奈川区　２０２１０
５

ゼンリン 3-0500878736

291.3
日帰り山あるきベスト１
３０関東周辺　〔２０２
１〕

ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500877509

291.6 熊野古道・南紀・伊勢 実業之日本社 3-0500878005

別置 記号

302.5
現代カナダを知るための
６０章

飯野正子／総監
修

明石書店 3-0500859953

304 偉い人ほどすぐ逃げる 武田砂鉄 文藝春秋 3-0500879690

304
心の絶対法則　なぜ「思
考」が病気をつくりだす
のか？

内海聡 ユサブル 3-0500830994

311 国歌の尊厳 先崎彰容 新潮社 3-0500877462

文庫本 312.1 一外交官の見た明治維新
アーネスト・メ
イスン・サトウ

講談社 3-0500869954

外国語 312.5
Ａ　ｐｒｏｍｉｓｅｄ
ｌａｎｄ

Ｂａｒａｃｋ
Ｏｂａｍａ．

Ｃｒｏｗｎ 3-0500885159

312.8
女たちのポリティクス
台頭する世界の女性政治
家たち

ブレイディみか
こ

幻冬舎 3-0500879964

314

重度障害者が国会の扉を
ひらく！　木村英子・舩
後靖彦の議会参加をめ
ぐって

上保晃平 社会評論社 3-0500875146

文庫本 316 近代とホロコースト
ジグムント・バ
ウマン

筑摩書房 3-0500868898

316
消えたヤマと在日コリア
ン　丹波篠山から考える

細見和之 岩波書店 3-0500876278

316
人権入門　憲法／人権／
マイノリティ

横藤田誠 法律文化社 3-0500875532

社会科学
（NDC300-399）

ラベルの記号
書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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317
コロナ対策禍の国と自治
体　災害行政の迷走と閉
塞

金井利之 筑摩書房 3-0500875271

317
警視庁科学捜査官　難事
件に科学で挑んだ男の極
秘ファイル

服藤恵三 文藝春秋 3-0500864450

318.4
おいしい地方議員　ロー
カルから日本を変える！

伊藤大輔 イースト・プレス 3-0500870534

318.4
はじめてでも乗り切れ
る！公務員の議会答弁ガ
イド

吉川貴代 学陽書房 3-0500870454

320
これだけは知っておきた
い男女トラブル解消法

三輪記子 海竜社 3-0500867870

320 条文の読み方
法制執務・法令
用語研究会

有斐閣 3-0500864110

323 行政法　３ 塩野宏 有斐閣 3-0500870864

324 借地借家法の解説 渡辺晋 住宅新報社 3-0500871374

325 現代商法入門 近藤光男／編 有斐閣 3-0500864455

325 リーガルマインド会社法 弥永真生 有斐閣 3-0500869725

326 現代刑務所の作法 河合幹雄／監修 Ｇ．Ｂ． 3-0500864453

329 国際法 中谷和弘 有斐閣 3-0500866045

330
１４歳の自分に伝えたい
「お金の話」

藤野英人 マガジンハウス 3-0500876025

332 資本主義を乗りこえる 内山節 農山漁村文化協会 3-0500864016

332
資本主義だけ残った　世
界を制するシステムの未
来

ブランコ・ミラ
ノヴィッチ

みすず書房 3-0500885387

335
世界のビジネス書５０の
名著

Ｔ・バトラー＝
ボードン

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

3-0500862996

335.5 国際経営 吉原英樹 有斐閣 3-0500861644

336
１００案思考　「書けな
い」「思いつかない」
「通らない」がなくなる

橋口幸生 マガジンハウス 3-0500869855

336
子どもを迎えるまでの物
語　生殖、不妊治療、親
になる選択

ベル・ボグス サウザンブックス社 3-0500880276

336.1
ＤＸの思考法　日本経済
復活への最強戦略

西山圭太 文藝春秋 3-0500869281

336.4
女子学生のキャリアデザ
イン　自分らしさとワー
クライフバランス

野村康則 水曜社 3-0500863012

参考書 351
日本国勢図会　日本がわ
かるデータブック　２０
２１／２２

矢野恒太記念会
／編集

矢野恒太記念会 3-0500879430

361.3 わたしの居場所
共同通信社取材
班

現代人文社 3-0500876673

361.4 新・人間関係のルール 辛酸なめ子 光文社 3-0500884696

361.8
絶望死　労働者階級の命
を奪う「病」

ニコラス・Ｄ・
クリストフ

朝日新聞出版 3-0500862988
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364
はじめての社会保障　福
祉を学ぶ人へ

椋野美智子 有斐閣 3-0500865009

364

図解わかる年金　国民年
金・厚生年金　企業年
金・個人年金　２０２１
－２０２２年版

中尾幸村 新星出版社 3-0500871967

366.1
図解わかる労働基準法
２０２１－２０２２年版

荘司芳樹 新星出版社 3-0500871969

367.2
ルポルタージュイスラム
に生まれて　知られざる
女性たちの私生活

読売新聞中東特
派員

ミネルヴァ書房 3-0500841229

367.4
５７歳で婚活したらすご
かった

石神賢介 新潮社 3-0500877460

367.7 定年後の居場所 楠木新 朝日新聞出版 3-0500876410

369.2
しゃべらなくても楽し
い！１，２分でできるや
さしい特養体操５０

斎藤道雄 黎明書房 3-0500869967

369.2
チェックリストと事例で
わかる！介護施設の災
害・感染症対応

早坂聡久／編集
代表

ぎょうせい 3-0500867554

369.3

いないことにされる私た
ち　福島第一原発事故１
０年目の「言ってはいけ
ない真実」

青木美希 朝日新聞出版 3-0500871275

369.4

最新保育サービス業界の
動向とカラクリがよ～く
わかる本　業界人、就
職、転職に役立つ情報満
載

大嶽広展 秀和システム 3-0500861608

371
学級担任のための外国人
児童指導ハンドブック

菊池聡 小学館 3-0500860341

371
無理に学校へ行かせなく
ていい　不登校を脱出し
た息子と私の記録

角舘有理 ＩＣＥ 3-0500883845

372
やりすぎ教育　商品化す
る子どもたち

武田信子 ポプラ社 3-0500876498

376.1
教室でも楽しめる！みん
なでＺｏｏｍあそび！

桂聖／編著 東洋館出版社 3-0500866788

376.8

小中高・不登校生の居場
所探し　全国フリース
クールガイド　２０２１
～２０２２年版

学びリンク 3-0500868285

377 よくわかる高等教育論 橋本鉱市／編著 ミネルヴァ書房 3-0500870967

別置指定
資料 378

発達障害の子どもの実行
機能を伸ばす本　自立に
向けて今できること

高山恵子／監修 講談社 3-0500871852

別置指定
資料 378

自閉症スペクトラムの子
どものソーシャルスキル
を育てるゲームと遊び
先生と保護者のためのガ
イドブック

レイチェル・バ
レケット

黎明書房 3-0500864069

ティーン
ズ 378

特別支援学校教諭になる
には

松矢勝宏／編著 ぺりかん社 3-0500798721

383.8 美しい和菓子の図鑑 青木直己／監修 二見書房 3-0500873382
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383.8
茶の文化史　神話の世界
から五感の世界へ

孔令敬 鴎出版 3-0500867178

383.9
うん古典　うんこで読み
解く日本の歴史

大塚ひかり 新潮社 3-0500873797

文庫本 384
だるまちゃんの思い出遊
びの四季　ふるさとの伝
承遊戯考

かこさとし 文藝春秋 3-0500874630

386
盆踊りの戦後史　「ふる
さと」の喪失と創造

大石始 筑摩書房 3-0500839397

文庫本 388
ゼロからわかる幻想生物
事典

かみゆ歴史編集
部

イースト・プレス 3-0500867624

388 チベットの昔話
アルバート・
Ｌ・シェルトン

青土社 3-0500864421

392 現代ロシアの軍事戦略 小泉悠 筑摩書房 3-0500875268

別置 記号

407
理系女性の人生設計ガイ
ド　自分を生かす仕事と
生き方

大隅典子 講談社 3-0500878468

414
ベクトル　ベクトルの考
え方がゼロからわかる！
史上最高の入門書！！

ニュートンプレス 3-0500871301

414
円周率πの世界　数学を

進化させた「魅惑の数」
のすべて

柳谷晃 講談社 3-0500885268

414
四角形の七不思議　いち
ばん身近な図形の深遠な
世界

細矢治夫 講談社 3-0500878469

421

アインシュタイン方程式
を読んだら「宇宙」が見
えた　ガチンコ相対性理
論

深川峻太郎 講談社 3-0500878470

430
化学のキソ・計算のキ
ソ・有機化学のキソ　演
習でマスターしよう！

立屋敷哲 丸善出版 3-0500874333

440
爆発する宇宙　１３８億
年の宇宙進化

戸谷友則 講談社 3-0500885270

文庫本 448 伊能忠敬の日本地図 渡辺一郎 河出書房新社 3-0500875133

455
絵でわかる日本列島の誕
生

堤之恭 講談社 3-0500876657

480 はじめての動物倫理学 田上孝一 集英社 3-0500861892

491
ウイルスとは何か　コロ
ナを機に新しい社会を切
り拓く

村上陽一郎 藤原書店 3-0500824439

491
精神科医が見つけた３つ
の幸福　最新科学から最
高の人生をつくる方法

樺沢紫苑 飛鳥新社 3-0500861986

491 免疫入門最強の基礎知識 遠山祐司 集英社 3-0500877452

493.1
糖尿病の真実　なぜ患者
は増え続けるのか

水野雅登 光文社 3-0500884692

493.2
専門医が教える動悸・息
切れ・胸の痛みが気に
なったら最初に読む本

山下武志 あさ出版 3-0500853917

自然科学・技術・工学
（NDC400-589）

ラベルの記号
書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

9



文庫本 493.8 疫病と世界史　上
ウィリアム・
Ｈ．マクニール

中央公論新社 3-0207093244

文庫本 493.8 疫病と世界史　下
ウィリアム・
Ｈ．マクニール

中央公論新社 3-0207093245

493.8
たいせつな家族を感染症
から守る本

生田和良 講談社 3-0500876656

493.8
感染症の歴史　ヴィジュ
アル版
黒死病からコロナまで

リチャード・ガ
ンダーマン

原書房 3-0500871639

493.8
新型コロナ７つの謎　最
新免疫学からわかった病
原体の正体

宮坂昌之 講談社 3-0500831093

493.8
新型コロナワクチン　遺
伝子ワクチンによるパン
デミックの克服

杉本正信 東京化学同人 3-0500879695

493.8

新型コロナ後遺症完全対
策マニュアル　専門外来
を運営する医師が患者・
家族の不安に答える！

平畑光一 宝島社 3-0500874853

494

医者が教える最強の解毒
術　２０万人を診てわ
かった医学的に正しい毒
素・老廃物を溜めない生
き方

牧田善二 プレジデント社 3-0500872877

文庫本 496
吃音　伝えられないもど
かしさ

近藤雄生 新潮社 3-0500872827

496
子どもの目が危ない
「超近視時代」に視力を
どう守るか

大石寛人 ＮＨＫ出版 3-0500883115

496

年間２０００件の白内障
手術を手掛けるスゴ腕ド
クター佐藤香院長の白内
障治療Ｑ＆Ａ

佐藤香
幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500870588

498.1 言語聴覚士になろう！ みやのひろ 青弓社 3-0500874715

文庫本 498.3 短く深く瞑想する法 吉田昌生 三笠書房 3-0500840347

498.3
レッグレイズ健康法　新
型コロナに勝つ筋力ト
レーニング

野沢秀雄
ベースボール・マガ
ジン社

3-0500880091

498.4
「雨の日、なんだか体調
悪い」がスーッと消える
「雨ダルさん」の本

佐藤純 文響社 3-0500876151

498.5
めざせ！栄養士・管理栄
養士まずはここからナビ
ゲーション

小野章史／編著 第一出版 3-0500865304

参考書 498.5

国民健康・栄養の現状
令和元年厚生労働省国民
健康・栄養調査報告より
〔令和元年〕

医薬基盤・健
康・栄養研究所
／監修

第一出版 3-0500884752

498.5

最新カタカナ栄養素事典
よく耳にするあの栄養素
から、知っておくべき栄
養素まで

藤井義晴 主婦の友社 3-0500868866

498.5
疲れた心がラクになる食
べ方大全　不安な気持ち
がスッキリ消える！

那須由紀子 永岡書店 3-0500799065
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498.6
疫学とはなにか　データ
と理論思考で探る病気の
原因と予防

中村好一 技術評論社 3-0500870465

498.6

新型インフルエンザパン
デミックに日本はいかに
立ち向かってきたか　１
９１８スペインインフル
エンザから現在までの歩
み

岡部信彦／編集 南山堂 3-0500779278

509
図解よくわかる労働安全
衛生法　１２２のチャー
トで逐条解説！

木村嘉勝 労働調査会 3-0500873786

511

図解入門よくわかる最新
コンクリートの基本と仕
組み　発注者も施工者も
知っておきたい基礎知識

岩瀬泰己 秀和システム 3-0500845880

518.5
これは廃棄物？だれが事
業者？お答えします！廃
棄物処理

龍野浩一 第一法規 3-0500858442

519.1
新・よくわかる　ＩＳＯ
環境法　ＩＳＯ１４００
１と環境関連法規

鈴木敏央 ダイヤモンド社 3-0500871659

519.3
超入門カーボンニュート
ラル

夫馬賢治 講談社 3-0500878930

523 ガウディ 鳥居徳敏 筑摩書房 3-0500859314

525
いちばんわかる建築製図
入門

櫻井良明 エクスナレッジ 3-0500868930

527
おとな世代の暮らし替え
今もだいじ、老後もだい
じ。

岸本葉子 海竜社 3-0500873338

530 新しい　機械の教科書 門田和雄 オーム社 3-0500876489

538
スペース・コロニー宇宙
で暮らす方法

向井千秋／監
修・著

講談社 3-0500878471

情報科学 548

インタフェースデザイン
の心理学　ウェブやアプ
リに新たな視点をもたら
す１００の指針

Ｓｕｓａｎ　Ｗ
ｅｉｎｓｃｈｅ
ｎｋ

オライリー・ジャパ
ン

3-0500868623

549

図解入門よ～くわかる最
新電子回路の基本としく
み　回路の基礎からシ
ミュレーションまで！

石川洋平 秀和システム 3-0500877255

559 ＡＩ・兵器・戦争の未来
ルイス・Ａ・デ
ルモンテ

東洋経済新報社 3-0500864159

566
目で見てナットク！はん
だ付け作業

野瀬昌治 日刊工業新聞社 3-0500865960

589
アパレル業界のしくみと
ビジネスがこれ１冊で
しっかりわかる教科書

たかぎこういち 技術評論社 3-0500875640

別置 記号

590

フランスの小さくて温か
な暮らし３６５日　大切
なことに気づかせてくれ
る日々のヒント

荻野雅代 自由国民社 3-0500858980

生活科学・産業
(NDC590-699）

ラベルの記号
書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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591

ミニマリスト、４１歳で
４０００万円貯める　そ
のきっかけはシンプルに
暮らすことでした。

森秋子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500857966

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ
７（ｎｏ．１５７）

主婦と生活社 3-0500883201

594.3

ちいさなキューピー人形
のコスチュームＢＯＯＫ
カワイイ！かぎ針編み刺
しゅう糸で編む

アップルミンツ（Ｅ
＆Ｇクリエイツ）

3-0500873478

594.8
Ｂｏｔａｎｉｃａｌ　ｍ
ｅｓｓａｇｅ　杉野宣雄
作品集

杉野宣雄／
〔作〕・監修

花と緑の研究所 3-0500883834

594.8
Ｎａｔｕｒａｌｌｙ　杉
野宣雄押し花アート作品
集

杉野宣雄／
〔作〕・監修

花と緑の研究所 3-0500883831

594.8
Ｗｉｎｄｏｗ　押し花
アート
杉野宣雄作品集

杉野宣雄／
〔作〕

花と緑の研究所 3-0500655621

596
ＮＨＫプロフェッショナ
ル仕事の流儀プロのおう
ちごはん

ＮＨＫ「プロ
フェッショナル
仕事の流儀」制
作班／編

アスコム 3-0500869264

596 おしゃべりな人見知り 山本ゆり 扶桑社 3-0500865598

596
くたびれないごはんづく
り

婦人之友社編集
部／編

婦人之友社 3-0500880069

子育て 596
子どもと食べたいレンチ
ン作りおき　１歳半～５
歳

中村美穂 世界文化ブックス 3-0500876072

596

志麻さんの台所ルール
毎日のごはん作りがラク
になる、一生ものの料理
のコツ

タサン志麻 河出書房新社 3-0500833330

596.2 食堂いちじくの精進弁当 尾崎史江 立東舎 3-0500862282

596.6
本当においしいヴィーガ
ンお菓子　卵・乳製品・
白砂糖を使わずにつくる

山口道子 柴田書店 3-0500870484

597
狭い部屋でもテレワーク
と暮らしを快適にする片
づけ

ｍｉｏｋｏ 秀和システム 3-0500869332

599
こどもおうちあそび大全
０・１・２歳～
才能が大きく育つ！

横山洋子 永岡書店 3-0500858245

606
博覧会の世紀１８５１ー
１９７０

橋爪紳也／著・
監修

青幻舎 3-0500861139

610
今さら聞けない農業・農
村用語事典

農文協／編 農山漁村文化協会 3-0500868908

615
有機農業で変わる食と暮
らし　ヨーロッパの現場
から

香坂玲 岩波書店 3-0500868151

617

育てて使うはじめての
ローズマリー　おいし
い・楽しい・抗菌・抗ウ
イルス・抗酸化ハーブ

石川久美子 講談社 3-0500863157

625 アボカドの歴史 ジェフ・ミラー 原書房 3-0500854834
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626
袋栽培でかんたん野菜づ
くり　種をまくだけ！お
部屋の窓辺でもできる

梁川正 秀和システム 3-0500860819

626
野菜のかんたん水耕栽培
かんたん！安全！おいし
くたっぷり収穫できる

吉川泰正 ブティック社 3-0500870368

629

小さな庭を自分でつくる
簡単アイデア　狭い場所
や駐車場に玄関脇、ベラ
ンダで楽しむガーデニン
グ

主婦と生活社／
編

主婦と生活社 3-0500869993

673
イラストだけでわかる！
接客のきほん

岩倉正枝 ダイヤモンド社 3-0500871655

673
これからの飲食店衛生管
理の教科書　お客様の信
頼を生む

中島孝治 同文舘出版 3-0500870817

686
鉄道と地図　時刻表と地
形図が描いた鉄道の歩み

須田寛 交通新聞社 3-0500880735

694

最新通信業界の動向とカ
ラクリがよくわかる本
業界人、就職、転職に役
立つ情報満載

中野明 秀和システム 3-0500864094

別置 記号

702 美術は宗教を超えるか 宮下規久朗 ＰＨＰ研究所 3-0500878982

702
日本疫病図説　絵に込め
られた病魔退散の祈り

畑中章宏 笠間書院 3-0500874752

704
影の不思議　光がつくる
美の世界

ウィリアム・
ヴォーン

創元社 3-0500883129

718
やさしい仏像彫刻　はじ
めてでも楽しく彫れる癒
しの仏さま・お地蔵さま

鈴木謙太郎／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500871970

721
浮世絵動物園　江戸の動
物大集合！

太田記念美術館
／監修

小学館 3-0500877458

723 ３６６日物語のある絵画
海野弘／解説・
監修

パイインターナショ
ナル

3-0500871973

746
デジタル一眼動画撮影基
本＆応用テクニック

鹿野宏 技術評論社 3-0500874849

749
校正のこころ　積極的受
け身のすすめ

大西寿男 創元社 3-0500876614

753
きものの文様　格と季節
がひと目でわかる

藤井健三／監修 世界文化社 3-0500862893

753
遊牧民と村々のラグ　キ
リム＆パイルラグの本格
ガイド

前田慎司 グラフィック社 3-0500851621

754

籐で作るかごバッグ、か
ご雑貨　はじめてでもで
きる基本の編み方と飾り
編み

堀川波 誠文堂新光社 3-0500875594

758
和家具の世界　歴史とく
らしがつくってきた日本
の美

小泉和子 河出書房新社 3-0500834752

芸術・スポーツ・趣味・言語
(NDC700-899）

ラベルの記号
書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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763
１冊でわかるピアノのす
べて　調律師が教える歴
史と音とメカニズム

青山一郎
アルテスパブリッシ
ング

3-0500871599

763
挫折しないヴァイオリン
の弾き方　これからはじ
める！

石井有子／編著 自由現代社 3-0500873874

文庫本 766
大人のための「怖いクラ
シック」　オペラ篇

中野京子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500863134

778 時代劇聖地巡礼 春日太一 ミシマ社 3-0500873702

779
わたしが幸せになるまで
豊かな人生の見つけ方

吉川ひなの 幻冬舎 3-0500876280

779
世の中と足並みがそろわ
ない

ふかわりょう 新潮社 3-0500830388

780
オリンピックという名の
虚構　政治・教育・ジェ
ンダーの視点から

ヘレン・ジェ
ファーソン・レ
ンスキー

晃洋書房 3-0500862022

780
スポーツ観戦を楽しむ本
図解でわかりやすい！

成美堂出版編集
部／編

成美堂出版 3-0500864997

783.7 奇跡のバックホーム 横田慎太郎 幻冬舎 3-0500876311

793

一輪からはじめる３６５
日花のある暮らし　おう
ち時間が豊かになる、部
屋を彩る花ライフ

コスミック出版 3-0500874551

801 「移動する子ども」学 川上郁雄 くろしお出版 3-0500865916

801
Ｌｅｔ’ｓ　Ｔｒｙ国際
手話　２

『Ｌｅｔ’ｓ
Ｔｒｙ国際手話
２』編集委員会
／編集

全日本ろうあ連盟 3-0500834570

814
モダン語の世界へ　流行
語で探る近現代

山室信一 岩波書店 3-0500871839

859
ニューエクスプレス＋カ
タルーニャ語

田澤耕 白水社 3-0500875310

別置 記号

郷土青葉 019
本と出会える場所　青葉
区読書施設ガイド

横浜市青葉区役
所こども家庭支
援課／〔編〕

横浜市青葉区役所こ
ども家庭支援課

3-0500875322

郷土青葉 376.2
創立２０周年記念誌　わ
たしたちのまち

横浜市立奈良の
丘小学校／編

横浜市立奈良の丘小
学校

3-0500866547

郷土青葉 379 まち活　活動団体ガイド
青葉区区民活動
支援センター／
〔編〕

青葉区区民活動支援
センター

3-0500875321

郷土青葉 379
まち活パートナーズガイ
ド

青葉区区民活動
支援センター／
〔編〕

青葉区区民活動支援
センター

3-0500874496

郷土青葉 379

青葉区区民活動支援セン
ター　ＣＯＮＮＥＣＴ
ＹＯＵＲ　ＡＣＴＩＶＩ
ＴＩＥＳ　ＴＯ　ＴＨＥ
ＦＵＴＵＲＥ　ＯＦ　Ａ
ＯＢＡ　〔施設編〕

青葉区区民活動支援
センター

3-0500874500

郷土に関する本
（青葉区、横浜市、神奈川県）

ラベルの記号
書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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郷土青葉 498.3
あおば健康スタイルブッ
ク　あおばに住んで健
康、長生き！

青葉福祉保健セ
ンター福祉保健
課健康づくり係
／〔編〕

青葉福祉保健セン
ター福祉保健課健康
づくり係

3-0500821065

郷土青葉 517
図説鶴見川　幕末から昭
和初期まで　リバーサイ
ドヒストリー

横浜開港資料館
／編

横浜開港資料館 3-0204096786

郷土資料 016
横浜市立図書館１００周
年

横浜市中央図書館企
画運営課

3-0500883816

郷土資料 019
旭区で読書活動を楽しも
う　旭区読書活動推進目
標を改めました

旭区役所／
〔編〕

旭区役所 3-0500842631

郷土資料 019
本でつながるまち　とつ
か　もっと楽しく！もっ
と豊かに！

戸塚区地域振興
課／〔編〕

戸塚区地域振興課 3-0500838017

郷土資料 210.6
レンズ越しの被災地、横
浜　西野写真館旧蔵関東
大震災ガラス乾板写真

横浜開港資料館
／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500853730

郷土資料 213 神奈川の記憶 渡辺延志 有隣堂 3-0500639000

郷土資料 291.3
横浜・みなとの街歩きガ
イド

横浜市港湾局／
〔編〕

横浜市港湾局 3-0500881839

郷土資料 291.3
横濱ガイドＭＡＰ　Ｖｏ
ｌ．１７　Ｓｐｒｉｎｇ

ルーツ 3-0500866983

郷土資料 366.8
横浜マイスターガイド
ブック　匠

横浜市雇用労働
課／〔編〕

横浜市雇用労働課 3-0500860987

郷土資料 369.3

わたしの避難行動計画
（マイ・タイムライン）
はげしい雨や風のときに
自分を守れるよう、ふだ
んから備えておきましょ
う　わかりやすい版

横浜市健康福祉
局福祉保健課／
〔編〕

横浜市健康福祉局福
祉保健課

3-0500846777

郷土資料 395
横浜市と米軍基地　令和
３年

横浜市政策局基
地対策課／
〔編〕

横浜市政策局基地対
策課

3-0500885485

郷土資料 468
生物多様性について考え
てみよう！　横浜の写真
でカエルを折ろう！

横浜市環境創造
局政策調整部政
策課／〔編〕

〔横浜市環境創造局
政策調整部政策課〕

3-0500838015

郷土資料 468
生物多様性について考え
てみよう！　横浜の写真
でサクラを折ろう！

横浜市環境創造
局政策調整部政
策課／〔編〕

〔横浜市環境創造局
政策調整部政策課〕

3-0500838016

郷土資料 468
生物多様性について考え
てみよう！　横浜の写真
でトンボを折ろう！

横浜市環境創造
局政策調整部政
策課／〔編〕

〔横浜市環境創造局
政策調整部政策課〕

3-0500838013

郷土資料 468
生物多様性について考え
てみよう！　横浜の写真
でバラを折ろう！

横浜市環境創造
局政策調整部政
策課／〔編〕

〔横浜市環境創造局
政策調整部政策課〕

3-0500838014

郷土資料 490
かかりつけ医家族に一番
近い安心！！

横浜市医師会地
域医療連携セン
ター／〔編〕

横浜市医師会地域医
療連携センター

3-0500866982

郷土資料 514
ほくせいせん　〔横浜環
状北西線〕　Ｖｏｌ．１
６（最終号）

横浜市道路局横
浜環状道路調整
課／編

横浜市道路局横浜環
状道路調整課

3-0500863070
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郷土資料 518.8

〔Ｙｏｋｏｈａｍａ〕
Ｍｉｎａｔｏ　Ｍｉｒａ
ｉ　２１　ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｖｏｌ．９
２

Ｙｏｋｏｈａｍ
ａ　Ｍｉｎａｔ
ｏ　Ｍｉｒａｉ
２１　Ｃｏ．

Ｙｏｋｏｈａｍａ
Ｍｉｎａｔｏ　Ｍｉ
ｒａｉ　２１　Ｃ
ｏ．

3-0500866112

郷土資料 518.8
ガーデンネックレス横浜
２０２１　公式ガイド
ブック

ガーデンネックレス
横浜実行委員会

3-0500868057

郷土資料 526
横浜市役所　ＹＯＫＯＨ
ＡＭＡ　ＣＩＴＹ　ＨＡ
ＬＬ

〔横浜市〕 3-0500872759

郷土資料 629 こどもの国５０年史 三国治／編 こどもの国協会 3-0500390708

郷土資料 706
ハマキッズ・アートクラ
ブ　子どものためのアト
リエ講座　２０２１年度

横浜市民ギャラ
リー／〔編〕

〔横浜市民ギャラ
リー〕

3-0500862068

郷土資料 775
テアトル図書館へようこ
そ　２０２０年～２０２
１年　講演実施報告書

〔横浜メディアア
ド〕

3-0500868691

郷土資料 910 横浜近代文学事典 鈴木俊裕／編著 鼎書房 3-0500876082

「あたらしく入った本」8月号は、令和3年6月から令和3年7月までの間に、
山内図書館が受け入れた図書の一部をご紹介したものです。

※「別置指定資料」は「りんごの棚」に配架しています。
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