
別置

902 ようこそ地獄、奇妙な地獄 星瑞穂 朝日新聞出版 3-0500883599

902 小説と映画の世紀 菅野昭正 未来社 3-0500875626

909 挑発する少女小説 斉藤美奈子 河出書房新社 3-0500888200

児童書
研究

910 イ 石井桃子の日本昔話 杉山きく子
「がんばれ！東京子ど
も図書館」の会

3-0500880980

文庫 913.6 神様の罠 辻村深月 文藝春秋 3-0500882656

913.6 ア 白光 朝井まかて 文藝春秋 3-0500894016

913.6 ア invert 相沢沙呼 講談社 3-0500890220

913.6 ア 兵諫 浅田次郎 講談社 3-0500891715

913.6 イ 琉球警察 伊東潤 角川春樹事務所 3-0500891882

文庫 913.6 イ 機関車先生 伊集院静 講談社 3-0500877160

文庫 913.6 ウ 術策 上田秀人 光文社 3-0500890947

913.6 カ 医学のつばさ 海堂尊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500886846

913.6 キ チンギス記　11 北方謙三 集英社 3-0500891916

913.6 ク 朔が満ちる 窪美澄 朝日新聞出版 3-0500890009

913.6 コ まだ人を殺していません 小林由香 幻冬舎 3-0500879929

913.6 コ ロータスコンフィデンシャル 今野敏 文藝春秋 3-0500891353

文庫 913.6 コ 鼠子侍の恋 小杉健治 祥伝社 3-0500891260

913.6 サ 婿どの相逢席 西條奈加 幻冬舎 3-0500888491

文庫 913.6 サ 一夜の夢 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500889927

文庫 913.6 シ 隠れの子 小路幸也 集英社 3-0500891845

文庫 913.6 シ ハレルヤ！ 重松清 新潮社 3-0500886979

913.6 シ ブックキーパー脳男 首藤瓜於 講談社 3-0500871706

文庫 913.6 ス 結ぶ縁 鈴木英治 光文社 3-0500890960

913.6 タ
もどかしいほど静かなオル
ゴール店

瀧羽麻子 幻冬舎 3-0500890189

文庫 913.6 ツ 寒月に立つ 辻堂魁 祥伝社 3-0500891262

ティー
ンズ

913.6 ナ
Re：ゼロから始める異世界生
活27

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500886996

913.6 ハ もういちど 畠中恵 新潮社 3-0500893011

（NDC900-999）
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文庫 913.6 ヒ 魔力の胎動 東野圭吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500863133

913.6 フ 星影さやかに 古内一絵 文藝春秋 3-0500883621

913.6 ホ 植物忌 星野智幸 朝日新聞出版 3-0500874762

文庫 913.6 マ 混声の森　上 松本清張 光文社 3-0500321456

913.6 マ まりも日記 真梨幸子 講談社 3-0500885286

913.6 マ 疼くひと 松井久子 中央公論新社 3-0500855542

913.6 マ
もしも徳川家康が総理大臣に
なったら

眞邊明人 サンマーク出版 3-0500861902

913.6 リ 彼岸花が咲く島 李琴峰 文藝春秋 3-0500887564

外国語 913.6 O The memory police Yoko Ogawa. Pantheon Books 3-0500808737

文庫 914 青豆とうふ 和田誠 中央公論新社 3-0500878489

914 フ 他社の靴を履く ブレイディみかこ 文藝春秋 3-0500887155

916 オ いま、台湾で隠居してます 大原扁理 K＆Bパブリッシャーズ 3-0500838165

933 キ 女たちのニューヨーク
エリザベス・ギル
バード

早川書房 3-0500878168

文庫 933 コ 鬼火　上
マイクル・コナ
リー

講談社 3-0500892163

文庫 933 コ 鬼火　下
マイクル・コナ
リー

講談社 3-0500892164

文庫 933 テ クイーンズ・ギャンビット
ウォルター・    
デヴィス

新潮社 3-0500887025

933 ラ ラスト・フレンズ
ヤスミン・ラーマ
ン

静山社 3-0500883644

936 ヒロシマを暴いた男
レスリー・M・M・
ブルーム

集英社 3-0500892177

953 ホ 離れがたき二人
シモーヌ・ド・
ボーヴォワール

早川書房 3-0500889342

別置

児童書
研究

017
学校図書館で役立つレファレ
ンス・テクニック

齊籐誠一 少年写真新聞社 3-0500601980

児童書
研究

017
学校図書館ひらめきアイデア
ノート

竹内純子 少年写真新聞社 3-0500727631

049
大人も知らない？ふしぎ現象
事典

「ふしぎ現象」研
究会

マイクロマガジン社 3-0500889990

参考 071 禁
毎日新聞縮刷版　令和3年5月
号

毎日新聞社 3-0500888757

参考 071 禁
毎日新聞縮刷版　令和3年6月
号

毎日新聞社 3-0500896062

参考 071 禁
日本経済新聞縮刷版　令和3年
5月号

日本経済新聞社 3-0500888759

参考 071 禁
日本経済新聞縮刷版　令和3年
6月号

日本経済新聞社 3-0500896064

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

記号
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情報科
学

007.1 教養としてのAI講義
メラニー・ミッ
チェル

日経BP 3-0500853122

007.3 ボイステック革命 緒方憲太郎
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500886017

007.3 失敗を語ろう。 辻庸介 日経BP 3-0500887127

007.6
今すぐ使えるかんたんGmail入
門

技術評論社編集部 技術評論社 3-0500888883

情報科
学

007.6 独習PHP 山田祥寛 翔泳社 3-0500883747

140 生物学的に、しょうがない！ 石川幹人 サンマーク出版 3-0500884745

141
自分を超える心とからだの使
い方

下條信輔 朝日新聞出版 3-0500883424

146.2
レジリエンスで心が折れない
自分になる

久世浩司
日本能率協会マネジメ
ントセンター

3-0500866047

ティー
ンズ

146.8
10代の「めんどい」が楽にな
る本

内田和俊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500810877

151 「自由」の危機 藤原辰史 集英社 3-0500885261

158 言葉はいかに人を欺くか
ジェニファー・
M・ソール

慶応義塾大学出版会 3-0500871333

159 幸せな人生のつくり方 坂東眞理子 祥伝社 3-0500874639

160 宗教の本性 佐々木閑 ＮＨＫ出版 3-0500883114

160
くらべてわかる！キリスト教
イスラーム入門

齋藤孝 ビジネス社 3-0500881531

181 地獄絵の日本史 末木文美士 宝島社 3-0500890353

204 歴史のミカタ 井上章一 祥伝社 3-0500889289

209 ビザンツ驚くべき中世帝国
ジュディス・へリ
ン

白水社 3-0500881465

209 夢中になる東大世界史 福村国春 光文社 3-0500884693

210
NHK「風雲！大歴史実験」日本
史ミステリーの科学

NHK「風雲！大歴
史実験」製作班

宝島社 3-0500871239

文庫 210
「世界史」で読み解けば日本
史がわかる

神野正史 祥伝社 3-0500883272

文庫 210.4 戦国関東覇権史 黒田基樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500891880
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210.7 太平洋戦争への道1931/1941 保阪正康 ＮＨＫ出版 3-0500891107

215 長野県の歴史 古川貞雄 山川出版社 3-0211005435

文庫 222 中国の歴史　12 礪波護 講談社 3-0500883616

289 フ ファーブル伝
ジョルジュ=ヴィ
クトール・ルグロ

集英社 3-0500879923

290 地球の歩き方　W06
地球の歩き方編集
室

地球の歩き方 3-0500885016

文庫 291
読むだけですっきりわかる日
本地理

後藤武士 宝島社 3-0500892334

291.1 北海道 朝日新聞出版 3-0500882455

別置

302.5
地図で見るアメリカハンド
ブック

クリスティアン・
モンテス

原書房 3-0500887592

310 枝野ビジョン 枝野幸男 文藝春秋 3-0500878473

313 むずかしい天皇制 大澤真幸 晶文社 3-0500879692

315 中国共産党、その100年 石川禎浩 筑摩書房 3-0500885291

316
ある北朝鮮テロリストの生と
死

羅鍾一 集英社 3-0500877454

317
アメリカのシャーロック・
ホームズ

ケイト・ウィンク
ラー・ドーソン

東京創元社 3-0500880792

318.2 ハダカの東京都庁 澤章 文藝春秋 3-0500883084

323 持統天皇と男系継承の起源 武澤秀一 筑摩書房 3-0500875266

327 人質司法 高野隆 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500883302

327 訴訟をするならこの1冊 國部徹 自由国民社 3-0500874737

327 悪魔の照明 谷岡一郎 筑摩書房 3-0500875270

332.4 超加速経済アフリカ 椿進 東洋経済新報社 3-0500880794

331 カール・マルクス　資本論 斎藤幸平 ＮＨＫ出版 3-0500843587

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

記号
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332 資本主義と危機
マルクス・ガブリ
エル

岩波書店 3-0500881365

335.1 ドラッカーの講義 P・F・ドラッカー アチーブメント出版 3-0500881010

334 コロナ後を生きる逆転戦略 河合雅司 文藝春秋 3-0500885680

334 資源の世界地図 飛田雅則
日経BP日本経済新聞出
版本部

3-0500879785

335.1
オリエント東西の戦略史と現
代経営論

守屋淳
日経BP日本経済新聞出
版本部

3-0500887589

カウン
ター

335.4
会社四季報　2021年　3集（夏
号）

東洋経済新報社 3-0500886606

336.1
デジタル経営学入門　IT経
営、eビジネス、マーケティン
グ編

大嶋淳俊 学文社 3-0500876194

336.3 恐れのない組織
エイミー・C・エ
ドモンドソン

英治出版 3-0500850695

350
イラスト＆図解知識ゼロでも
楽しく読める！統計学のしく
み

佐々木彈 西東社 3-0500884138

361.8
この国を覆う増悪と嘲笑の濁
流の正体

青木理 講談社 3-0500885672

364
図解いちばん親切な年金の本
21/22年版

清水典子 ナツメ社 3-0500876708

文庫 367.1 女性解放という思想 江原由美子 筑摩書房 3-0500876117

367.2 マチズモを削り取れ 武田砂鉄 集英社 3-0500889618

367.5 捨てられる男たち 奥田祥子 SBクリエイティブ 3-0500882498

368 近親殺人 石井光太 新潮社 3-0500877857

368 どうしても頑張れない人たち 宮口幸治 新潮社 3-0500870732

369.2
最新図解スッキリわかる！介
護保険

本間清文 ナツメ社 3-0500883407

375
ハーバード式Ｚｏｏｍ授業入
門

ダン・レヴィ 青弓社 3-050876287

376.1
こまった時はわらべうたうれ
しい時もわらべうた

わらべうたネット
ワークうたぼっこ
の森

ひとなる書房 3-0500859653

377 クローズアップ藝大 国谷裕子 河出書房新社 3-0500879299

378
6歳までの「ことばの遅れ」の
不安が消える

上里聡 現代書林 3-0500876102
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378
イタリアで見つけた共生社会
のヒント

2019年度地域コア
リーダープログラ
ム・イタリア派遣

あけび書房 3-0500880813

379
「定年後知的格差」時代の勉
強法

櫻田大造 中央公論新社 3-0500875261

子育て 379
子どもを読書好きにするため
に親ができること

白坂洋一 小学館 3-0500824820

383.8 野生のごちそう
ジーナ・レイ・
ラ・サーヴァ

亜紀書房 3-0500879770

カウン
ター

390 禁 防衛年鑑　2021 防衛年鑑刊行会 防衛メディアセンター 3-0500886477

別置

410 数学独習法 冨島佑充 講談社 3-0500885289

412 日本一わかりやすいABC予想 小山信也 ビジネス教育出版社 3-050884477

440 トコトンやさしい天文学の本 山口弘悦 日刊工業新聞社 3-0500865688

440 星の王子さまの天文ノート 縣秀彦 河出書房新社 3-0500879303

440 宇宙人と出会う前に読む本 高水裕一 講談社 3-0500892220

464 基礎の生化学 猪飼篤 東京化学同人 3-0500884136

471 植物のいのち 田中修 中央公論新社 3-0500878498

484 ときめく貝殻図鑑 寺本沙也加 山と渓谷社 3-0500884493

487 ときめくカエル図鑑 高山ビッキ 山と渓谷社 3-0500884492

493.2 心臓弁膜症 加瀬川均 講談社 3-0500880247

493.7 ボケ日和 長谷川嘉哉 かんき出版 3-0500871583

493.7 依存症がわかる本 松本俊彦 講談社 3-0500888777

496
不調が消えて目がよくなる！1
分「視力」リセット

今野清志 宝島社 3-0500883087

参考 519 禁
環境白書　循環型社会白書/生
物多様性白書　令和3年版

環境省大臣官房環
境計画課/編集

日経印刷 3-0500888975

523 京都レトロモダン建物めぐり 片岡れいこ
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500874291

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

記号
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523 横浜の名建築をめぐる旅 菅野裕子 エクスナレッジ 3-0500891054

ティー
ンズ

548 ネットの約束
日経BPコンサル
ティング情報セ
キュリティ研究会

日経BPコンサルティン
グ

3-0500868528

582 ピアノの日本史 田中智晃 名古屋大学出版会 3-0500883030

588 サンダー・キャッツ発酵教室
サンダー・エリッ
ク・キャッツ

 ferment books 3-0500640376

588
よくわかる最新発酵の基本と
仕組み

齋藤勝裕 秀和システム 3-0500882465

別置

590 日めくりだより 高山なおみ 扶桑社 3-0500861576

593.3
いっぱい作りたい女の子の夏
服

ブティック社 3-0500882957

593.3 時短・かんたんワードローブ ブティック社 3-0500882956

594
おうち時間を楽しく気ままな
手しごと

ブティック社 3-0500881347

594
はじめてのアイリッシュ・ク
ロッシェレースモチーフ100

河合真弓 日本ヴォーグ社 3-0500883122

594.7 リュック作り教室 水野桂子 主婦と生活社 3-0500887141

595 コンサバメイク革命 笹本恭平 講談社 3-0500883612

文庫 595
佐伯チズメソッド肌の愛し方
育て方

佐伯チズ 講談社 3-0204069169

596.3 たまご料理57皿 プレジデント社 3-0500881944

597
モノ・人・心の悩みが消えて
いく断捨離道場

やましたひでこ 講談社 3-0500871879

参考 610
食料・農業・農村白書　令和3
年版

農林水産省 日経印刷 3-0500892227

611 農業法務のすべて 菅原清暁 民事法研究会 3-0500869454

611 日本農業の存続・発展 田林明 農林統計出版 3-0500859716

615 無肥料栽培を実現する本 岡本よりたか 笑がお書房 3-0500878256

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

記号
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616 食卓を変えた植物学者
ダニエル・ストー
ン

築地書館 3-0500873727

626
おうちでとれたて！ハーブと
野菜

田代耕太郎 主婦の友社 3-0500874709

626
野菜づくりの困った！解決ハ
ンドブック

野菜だより編集部 学研プラス 3-0500701352

627 花のことば１２ケ月 川崎景介 山と溪谷社 3-0500858024

645
愛犬との幸せなさいごのため
に

俵森朋子 河出書房新社 3-0500878163

646 ニワトリと暮らす 和田義弥 グラフィック社 3-0500863552

651 森林で日本は蘇る 白井裕子 新潮社 3-0500885275

ティー
ンズ

653 小さな里山をつくる 今森光彦 アリス館 3-0500879044

659 犬と歩けばワンダフル 北尾トロ 集英社 3-0500872861

670 入社1年目のビジネス英語大全 出口明美 ジャパンタイムズ出版 3-0500873337

673
人材ビジネスのしくみと仕事
がこれ1冊でしっかりわかる教
科書

黒田真行 技術評論社 3-0500870923

673 シェフたちのコロナ禍 井川直子 文藝春秋 3-0500876334

685
アラフォーウーバーイーツ配
達員ヘロヘロ日記

渡辺雅史 ワニブックス 3-0500871721

686
東急田園都市線ぶらり歴史散
歩

坂上正一
フォト・パブリックシ
ング

3-0500878258

686
東急田園都市線が開業した時
代の各駅記録

山田亮
フォト・パブリックシ
ング

3-0500878260

686
地形と歴史で読み解く鉄道と
街道の深い関係

内田宗治 実業之日本社 3-0500878010

689 旅行業界グラグラ日誌 梅村達 朝日新聞出版 3-0500876409

689 クアトル・リテラシー 大城孝幸 日経BP 3-0500868534

694
50代からのAndroid標準機能で
使える超便利テクニック

メディアックス 3-0500874570

別置

720 こじらせ美術館 ナカムラクニオ ホーム社 3-0500879922

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
記号
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721 最後の浮世絵師月岡芳年 神谷浩 青幻舎プロモーション 3-0500876321

723 ビジネス戦略から読む美術史 西岡文彦 新潮社 3-0500885278

726 ぼくのお父さん 矢部太郎 新潮社 3-0500885319

726 あんなにあんなに ヨシタケシンスケ ポプラ社 3-0500884724

762.3
社会思想としてのクラシック
音楽

猪木武徳 新潮社 3-0500879954

764
楽器から見るオーケストラの
世界

佐伯茂樹 河出書房新社 3-0500871567

767 ありがとう、わたし 中元日芽香 文藝春秋 3-0500886411

772 日本の道化師 大島幹雄 平凡社 3-0500877299

779 50歳になりまして 光浦靖子 文藝春秋 3-0500880834

文庫 780 冠（コロナ）〈廃墟の光〉 沢木耕太郎 新潮社 3-0500880717

文庫 780 ナチスの森で 沢木耕太郎 新潮社 3-0500880716

783.7 指導力 仁志敏久 PHP研究所 3-0500877970

786 “無人地帯”の遊び方 高橋庄太郎 グラフィック社 3-0500876055

795
オールカラーいちばんやさし
い囲碁教室

芝野虎丸 ナツメ社 3-0500876711

801 デジタルで変わる子どもたち バトラー後藤裕子 筑摩書房 3-0500875267

814 気持ちを表すことばの辞典 飯間浩明 ナツメ社 3-0500884709

814 雨を、読む 佐々木まなび 芸術新聞社 3-0500873325

829.4 ハワイ語で話そう 古川敏明 白水社 3-0500883654

830 日本人のための英語入門 三浦順治 東京書籍 3-0500868545

837
英文学教授が教えたがる名作
の英語

阿部公彦 文藝春秋 3-0500873322

別置

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
記号
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郷土 016
横浜市立図書館100周年記念式
典・講演会

横浜市立図書館 3-0500883805

郷土 213 横浜開港資料館推しもの案内 横浜開港資料館 横浜開港資料館 3-0500872758

郷土 213
目でみる「都市横浜」のあゆ
み

横浜都市発展記念
館

横浜市ふるさと歴史財
団

3-0500871745

郷土 291.3 横浜旧東海道みち散歩
横浜市文化観光局横浜
魅力づくり室企画課

3-0500663610

郷土 291.3 横浜の町名
横浜市市民局総務
部住居表示課

横浜市市民局 3-0190401738

郷土青
葉

291.3 青葉区ガイドマップ　2020
横浜市青葉区区政
推進課

横浜市青葉区役所 3-0500882845

郷土 291.5 道志村ガイドマップ 道志村役場産業振興課 3-0500879149

郷土 314 はたちの投票Ｂｏｏｋ　2021
横浜市・区選挙管
理委員会

横浜市・区選挙管理委
員会

3-0500855740

郷土 318 つながる4都市物語
栄区友好交流都市
情報紙編集委員会
MT+Labolat

横浜市栄区役所地域振
興課

3-0500860976

郷土 318 都筑区ハンドブック
横浜市都筑区役所
区政推進課広報相
談係

[横浜市]都筑区役所 3-0500864233

郷土 318.1 禁 横浜市組織図[令和3年版] 横浜市役所
横浜市総務局人事部人
事課

3-0500886160

郷土書
庫

318.3 禁 横浜市職員録　令和3年度版
総務局人事部人事
課

総務局人事部人事課 3-0500897521

郷土 318.4
市会運営委員会記録　　令和2
年9月2日開会

横浜市会 横浜市会 3-0500873931

郷土 318.4
市民運営委員会記録　　令和2
年11月26日開会

横浜市会 横浜市会 3-0500873930

郷土 318.4
市会運営委員会記録　　令和2
年12月25日開会

横浜市会 横浜市会 3-0500873929

郷土 320
法律相談のご案内　2021年度　
保存版

神奈川県弁護士会
総合法律相談セン
ター

神奈川県弁護士会総合
法律相談センター

3-0500870638

郷土 334 令和3年地価公示　資料1 神奈川県政策局 神奈川県政策局 3-0500864237

郷土 334 令和3年地価公示　資料2 神奈川県政策局 神奈川県政策局 3-0500864240

郷土 335.3 横浜で始める新しい生活様式
横浜市経済局新産
業創造課

横浜市経済局新産業創
造課

3-0500878019

郷土 369.2 障害福祉のあんない　2021
横浜市健康福祉局
障害施策推進課

横浜市健康福祉局障害
施策推進課

3-0500887728

郷土 371
地域とともに子どもを育む学
校づくり

横浜市教育委員会
事務局学校支援・
地域連携課/[編]

[横浜市教育委員会事
務局学校支援・地域連
携課]

3-0500876506

郷土 376.1
第5次横浜市男女共同参加行動
計画　2021/2025

横浜市政策局男女
共同参加推進課

横浜市政策局男女共同
参加推進課

3-0500879154

郷土青
葉

376.2 創立20周年記念誌
横浜市立奈良の丘
小学校

横浜市立奈良の丘小学
校

3-0500866547

郷土青
葉

379
青葉区区民活動支援センター
[活動編]

青葉区区民活動支援セ
ンター

3-0500874501

郷土 498.1
横浜市保健活動推進員70周年
記念誌

横浜市保健活動推
進員会

横浜市健康福祉局健康
安全部保険事業課

3-0500613427
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郷土 520
ヨコハマ都市デザインフォー
ラム国際会議1992（公式記
録）

ヨコハマ都市デザ
インフォーラム実
行委員会/企画・
構成

ヨコハマ都市デザイン
フォーラム実行委員会

3-0193039289

郷土 689
横浜IRを考える有識者対談　
第1回ギャンブル依存症につい
て考える（前編）

横浜市都市整備局
IR推進課

横浜市都市整備局IR推
進課

3-0500895118

郷土 709
横浜市芸術創造特別支援事業
リーディング・プログラム
2019/2020年度

横浜市 3-0500868692

郷土 709 横浜の文化財　27
横浜市教育委員会
事務局生涯学習文
化財課

横浜市教育委員会事務
局生涯学習文化財課

3-0500881614

「あたらしく入った本」9月号は、令和3年7月から同年8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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