
別置

児童書
研究

908 おはなしろうそく　９
東京子ども図書館
／編

東京子ども図書館 3-0190329663

児童書
研究

908 おはなしろうそく　１２
東京子ども図書館
／編

東京子ども図書館 3-0190095761

児童書
研究

908 おはなしろうそく　３２
東京子ども図書館
／編

東京子ども図書館 3-0500647243

児童書
研究

909
つぎに読むの、どれにしよ？
私の親愛なる海外児童文学

越高綾乃 かもがわ出版 3-0500849838

910
キリンが小説を読んだら　サ
バンナからはじめる現代文学
６０

読売新聞文化部
「本よみうり堂」
／編

書肆侃侃房　 3-0500877851

911.1
会津八一　奈良大和を愛し、
古寺巡礼の歌を詠う

村尾誠一 笠間書院 3-0500658836

913.6 ア みとりねこ 有川ひろ 講談社 3-0500898106

913.6 ア 追憶の烏 阿部智里 文藝春秋 3-0500899339

ティー
ンズ

913.6 ア
どこよりも遠い場所にいる君
へ

阿部暁子 集英社 3-0500532461

ティー
ンズ

913.6 ア Ａｎｏｔｈｅｒ　上 綾辻行人 角川書店 3-0211082368

ティー
ンズ

913.6 ア Ａｎｏｔｈｅｒ　下 綾辻行人 角川書店 3-0211082369

ティー
ンズ

913.6 ア ＡｎｏｈｅｒエピソードＳ 綾辻行人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500389836

913.6 イ 兇人邸の殺人 今村昌弘 東京創元社 3-0500894995

913.6 イ 原因において自由な物語 五十嵐律人 講談社 3-0500892765

913.6 イ 貝に続く場所にて 石沢麻依 講談社 3-0500890976

文庫本 913.6 イ 幼なじみ　お江戸縁切り帖 泉ゆたか 集英社 3-0500900970

文庫本 913.6 イ 浪人奉行　１１ノ巻 稲葉稔 双葉社 3-0500891404

大活字 913.6 ウ 終わった人　上 内館牧子 埼玉福祉会 3-0500885984

大活字 913.6 ウ 終わった人　下 内館牧子 埼玉福祉会 3-0500885985

ティー
ンズ

913.6 ウ
この恋は世界でいちばん美し
い雨

宇山圭佑 集英社 3-0500885243

文庫本 913.6 ウ 惣目付臨検仕る　抵抗 上田秀人 光文社 3-0500845081

文庫本 913.6 ウ 勘定侍柳生真剣勝負　４ 上田秀人 小学館 3-0500896627

913.6 オ 猫弁と鉄の女 大山淳子 講談社 3-0500894941

913.6 オ 結　妹背山婦女庭訓波模様 大島真寿美 文藝春秋 3-0500896710

文　学
（NDC900-999）

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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ティー
ンズ

913.6 オ
僕が恋した、一瞬をきらめく
君に。

音はつき スターツ出版 3-0500848734

文庫本 913.6 オ
天冥の標　９　［Ｐａｒｔ
１］

小川一水 早川書房 3-0500333688

文庫本 913.6 オ
解放者　特殊捜査班カルテッ
ト　２

大沢在昌 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500316602

913.6 カ 噂を売る男　藤岡屋由蔵 梶よう子 ＰＨＰ研究所 3-0500895031

913.6 カ うらんぼんの夜 川瀬七緒 朝日新聞出版 3-0500882453

913.6 カ 海神の子 川越宗一 文藝春秋 3-0500886097

文庫本 913.6 カ 南町奉行と大凶寺　耳袋秘帖 風野真知雄 文藝春秋 3-0500896084

文庫本 913.6 カ 眠れない凶四郎　５ 風野真知雄 文藝春秋 3-0500860242

913.6 コ たまごの旅人 近藤史恵 実業之日本社 3-0500895308

913.6 コ 暮鐘　東京湾臨海署安積班 今野敏 角川春樹事務所 3-0500898045

913.6 コ 宗棍 今野敏 集英社 3-0500882033

ティー
ンズ

913.6 コ いなくなれ、群青 河野裕 新潮社 3-0500192298

文庫本 913.6 コ 向島・箱屋の新吉　新章１ 小杉健治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500900245

ティー
ンズ

913.6 サ 明るい夜に出かけて 佐藤多佳子 新潮社 3-0500686404

ティー
ンズ

913.6 サ 交換ウソ日記 櫻いいよ スターツ出版 3-0500516115

文庫本 913.6 サ 殺した夫が帰ってきました 桜井美奈 小学館 3-0500866357

文庫本 913.6 サ 四谷の弁慶 佐々木裕一 講談社 3-0500853848

913.6 シ 霧をはらう 雫井脩介 幻冬舎 3-0500894931

913.6 シ
星のように離れて雨のように
散った

島本理生 文藝春秋 3-0500894706

913.6 シ シークレット・エクスプレス 真保裕一 毎日新聞出版 3-0500897297

文庫本 913.6 シ 関ケ原　下巻 司馬遼太郎 新潮社 3-0204009754

913.6 タ 紅きゆめみし 田牧大和 光文社 3-0500894595

文庫本 913.6 タ
あきない世傳金と銀　１１
風待ち篇

高田郁 角川春樹事務所 3-0500898049

913.6 チ 硝子の塔の殺人 知念実希人 実業之日本社 3-0500895307

文庫本 913.6 ツ 旅のラゴス 筒井康隆 新潮社 3-0500168033

913.6 ト 北条氏康　大願成就篇 富樫倫太郎 中央公論新社 3-0500893018

913.6 ト 聖刻 堂場瞬一 講談社 3-0500901406

文庫本 913.6 ト
チェンジ　警視庁犯罪被害者
支援課８

堂場瞬一 講談社 3-0500898334

文庫本 913.6 ト
のっとり藤兵衛　はぐれ長屋
の用心棒

鳥羽亮 双葉社 3-0500896274

913.6 ナ 能面検事の奮迅 中山七里 光文社 3-0500894594
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文庫本 913.6 ナ 岬 中上健次 文藝春秋 3-0190023346

文庫本 913.6 ナ 護られなかった者たちへ 中山七里 宝島社 3-0500893576

文庫本 913.6 ハ トライアングル・ビーチ 林真理子 文藝春秋 3-0500889931

913.6 ヒ 透明な螺旋 東野圭吾 文藝春秋 3-0500903219

ティー
ンズ

913.6 ホ ごたごた気流 星新一 角川書店 3-0207067919

913.6 マ 疼くひと 松井久子 中央公論新社 3-0500855542

文庫本 913.6 マ イチケイのカラス　下 浅見理都／原作 扶桑社 3-0500885675

文庫本 913.6 マ シンドローム　上 真山仁 講談社 3-0500821173

文庫本 913.6 マ シンドローム　下 真山仁 講談社 3-0500821174

文庫本 913.6 マ オペレーションＺ 真山仁 新潮社 3-0500764792

ティー
ンズ

913.6 ミ 金閣寺　新版 三島由紀夫 新潮社 3-0500824810

913.6 モ
総務課の播上君のお弁当　ひ
とくちもらえますか？

森崎緩 宝島社 3-0500875151

913.6 モ あなたにオススメの 本谷有希子 講談社 3-0500888220

文庫本 913.6 ヤ 夢曳き船　新装版 山本一力 徳間書店 3-0500889972

913.6 ヨ 余命一年、男をかう 吉川トリコ 講談社 3-0500892766

914 イ ショローの女 伊藤比呂美 中央公論新社 3-0500886397

914 キ ベラルーシの林檎 岸惠子 朝日新聞社 3-0193049625

914 サ
九十八歳。戦いやまず日は暮
れず

佐藤愛子 小学館 3-0500897214

914 シ マスクは踊る 東海林さだお 文藝春秋 3-0500848740

914 シ
三人三昧　無礼講で気ままな
おしゃべり

清水ミチコ 中央公論新社 3-0500868186

914 タ
作家は時代の神経である　コ
ロナ禍のクリニクル２０２１
→２０２１

高村薫 毎日新聞出版 3-0500895071

文庫本 914 ツ 図書室で暮らしたい 辻村深月 講談社 3-0500821176

別置指
定資料

916 ア
日本語とにらめっこ　見えな
いぼくの学習奮闘記

モハメド・オマ
ル・アブディン

白水社 3-0500871954

916 ナ
喜ばれる人になりなさい　母
が残してくれた、たった1つの
大切なこと

永松茂久 すばる舎 3-0500881469

916 フ わが米本土爆撃 藤田信雄 毎日ワンズ 3-0500879040

文庫本 918
小川洋子と読む内田百閒アン
ソロジー

内田百閒 筑摩書房 3-0500760604

923 遅咲きの男 莫言 中央公論新社 3-0500886399

文庫本 933 サ パワー・オブ・ザ・ドッグ
トーマス・サ
ヴェージ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500900256
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ティー
ンズ

933 チ おれの墓で踊れ
エイダン・チェン
バーズ

徳間書店 3-0500897748

文庫本 933 テ 大いなる遺産　上巻
チャールズ・ディ
ケンズ

新潮社 3-0500780636

文庫本 933 テ 大いなる遺産　下巻
チャールズ・ディ
ケンズ

新潮社 3-0500780637

ティー
ンズ

933 ノ
死のエデュケーション　Ｌｅ
ｓｓｏｎ１

ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0500898146

933 ヒ ブリーディング・エッジ
トマス・ピンチョ
ン

新潮社 3-0500879951

外国語 933 E
Ｔｈｅ　ｎｉｇｈｔ　ｗａｔ
ｃｈｍａｎ　ａ　ｎｏｖｅｌ

Ｌｏｕｉｓｅ　Ｅ
ｒｄｒｉｃｈ．

Ｈａｒｐｅｒ 3-0500899501

外国語 933 G Ｔｈｅ　ｐａｒｔｎｅｒ
Ｊｏｈｎ　Ｇｒｉ
ｓｈａｍ．

Ａｒｒｏｗ　Ｂｏｏｋ
ｓ

3-0204013846

外国語 933 H
Ｔｈｅ　ｍｉｄｎｉｇｈｔ
ｌｉｂｒａｒｙ

Ｍａｔｔ　Ｈａｉ
ｇ．

Ｖｉｋｉｎｇ 3-0500899496

外国語 933 I
Ｋｌａｒａ　ａｎｄ　ｔｈｅ
ｓｕｎ

Ｋａｚｕｏ　Ｉｓ
ｈｉｇｕｒｏ．

Ｆａｂｅｒ　ａｎｄ
Ｆａｂｅｒ

3-0500897622

外国語 933 S Ｓｈｕｇｇｉｅ　Ｂａｉｎ
Ｄｏｕｇｌａｓ
Ｓｔｕａｒｔ．

Ｐｉｃａｄｏｒ 3-0500897638

外国語 933 T

Ｔｈｅ　ｔｗｅｌｖｅ　ｌｉ
ｖｅｓ　ｏｆ　Ｓａｍｕｅｌ
Ｈａｗｌｅｙ　ａ　ｎｏｖｅ
ｌ

Ｈａｎｎａｈ　Ｔ
ｉｎｔｉ．

Ｔｈｅ　Ｄｉａｌ　Ｐ
ｒｅｓｓ

3-0500901796

外国語 933 Y
Ｉｎｔｅｒｉｏｒ　Ｃｈｉｎ
ａｔｏｗｎ　１ｓｔ　ｅｄ．

Ｃｈａｒｌｅｓ
Ｙｕ．

Ｐａｎｔｈｅｏｎ　Ｂ
ｏｏｋｓ

3-0500899486

外国語 935
Ａ　Ｐｒｉｓｏｎ　ｄａｉａ
ｒｙ．

Ｊｅｆｆｒｅｙ
Ａｒｃｈｅｒ．

Ｐａｎ　Ｂｏｏｋｓ 3-0203084003

936
うそをつく子　助けを求めら
れなかった少女の物語

トリイ・ヘイデン 早川書房 3-0500896751

外国語 936 Ａｐｏｌｌｏ　１３

Ｊｉｍ　Ｌｏｖｅ
ｌｌ　ａｎｄ　Ｊ
ｅｆｆｒｅｙ　Ｋ
ｌｕｇｅｒ．

Ｃｏｒｏｎｅｔ　Ｂｏ
ｏｋｓ

3-0198041384

953 壊れた塊
アキラ・ミズバヤ
シ

みすず書房 3-0500896670

別置

ティー
ンズ

002
極（エッセンシャル）アウト
プット　「伝える力」で人生
が決まる

樺沢紫苑 小学館 3-0500865950

007.3
監視資本主義　人類の未来を
賭けた闘い

ショシャナ・ズボ
フ

東洋経済新報社 3-0500887628

014
図書館のための簡単な本の修
理

高岡容子／原案・
監修

少年写真新聞社 3-0500700285

019
ブックトークのきほん　２１
の事例つき

杉山きく子／責任
編集

東京子ども図書館 3-0500414102

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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019 はじめてであうものがたり
横浜市中央図書館
サービス課／編

横浜市中央図書館サー
ビス課

3-0500887995

児童書
研究

019 すぐれた絵本
マーシャ・ブラウ
ン

子ども文庫の会 3-0190235011

児童書
研究

019
えほんのせかいこどものせか
い

松岡享子 文藝春秋 3-0500527525

022 中世の写本ができるまで
クリストファー・
デ・ハメル

白水社 3-0500888556

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和３年７
月号

毎日新聞社 3-0500902534

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和３
年７月号

日本経済新聞社 3-0500902536

100
考えるとはどういうことか
０歳から１００歳までの哲学
入門

梶谷真司 幻冬舎 3-0500626077

114 死にかた論 佐伯啓思 新潮社 3-0500879953

121 日本哲学の最前線 山口尚 講談社 3-0500892152

130
使える哲学　私たちを駆り立
てる五つの欲望はどこから来
たのか

荒谷大輔 講談社 3-0500892223

141
問題解決大全　ビジネスや人
生のハードルを乗り越える３
７のツール

読書猿 フォレスト出版 3-0500541573

141 バイアスとは何か 藤田政博 筑摩書房 3-0500883609

141
退屈の心理学　人生を好転さ
せる退屈学

ジェームズ・ダン
カート

ニュートンプレス 3-0500893522

141
ＨＳＰとひきこもり　「自分
を生きる」ためのひきこもり
＝「ソロ活」のすすめ

高田明和 廣済堂出版 3-0500894077

141
どうかご自愛ください　精神
科医が教える「自尊感情」回
復レッスン

ユンホンギュン ダイヤモンド社 3-0500891922

141
なぜ、思い込みは失敗を招く
のか？ＷＩＮＮＥＲ　ＴＨＩ
ＮＫ

スコット・アダム
ス

世界文化ブックス 3-0500896604

146.8
親の支配脱出マニュアル　心
を傷つける家族から自由にな
るための本

藤木美奈子 講談社 3-0500880246

146.8
もう一度カウンセリング入門
心理臨床の「あたりまえ」を
再考する

国重浩一 日本評論社 3-0500891672

146.8
ＳＮＳカウンセリングの実務
導入から支援・運用まで

浮世満理子
日本能率協会マネジメ
ントセンター

3-0500886812

148
ゲッターズ飯田の五星三心占
い　２０２１完全版

ゲッターズ飯田 幻冬舎 3-0500828873

参考書 148 神宮宝暦　令和４年
神宮館編集部／編
著

神宮館 3-0500893863

159 「やめる」という選択 澤円 日経ＢＰ 3-0500892277
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159
ミッドライフ・クライシス
８０％の人が襲われる“しん
どい”の正体

鎌田實 青春出版社 3-0500889630

159
７０歳が老化の分かれ道　若
さを持続する人、一気に衰え
る人の違い

和田秀樹 詩想社 3-0500882540

159 アガワ流生きるピント 阿川佐和子 文藝春秋 3-0500890047

159
嫌なことから全部抜け出せる
凡人くんの人生革命

ヒトデ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500861910

文庫本 159
佐藤愛子の役に立たない人生
相談

佐藤愛子 ポプラ社 3-0500896278

文庫本 160
常識として知っておきたい世
界の三大宗教　新訂版

歴史の謎を探る会
／編

河出書房新社 3-0500884385

164
北欧・ゲルマン神話シンボル
事典

ローベル＝ジャッ
ク・ティボー

大修館書店 3-0500900321

165
よくわかる一神教　ユダヤ
教、キリスト教、イスラム教
から世界史をみる

佐藤賢一 集英社 3-0500887679

172 日本の神様　起源と物語 小松和彦／監修 宝島社 3-0500886307

183 現代語訳　般若心経 玄侑宗久 筑摩書房 3-0206062762

190
疫病の精神史　ユダヤ・キリ
スト教の穢れと救い

竹下節子 筑摩書房 3-0500883607

204 危機と人類　上
ジャレド・ダイア
モンド

日本経済新聞出版社 3-0500733531

204 危機と人類　下
ジャレド・ダイア
モンド

日本経済新聞出版社 3-0500733532

210.4 図説鎌倉幕府 田中大喜／編著 戎光祥出版 3-0500879708

文庫本 210.5 阿蘭陀通詞 片桐一男 講談社 3-0500892216

210.6 大正史講義 筒井清忠／編 筑摩書房 3-0500890532

文庫本 210.6 語り継ぐこの国のかたち 半藤一利 大和書房 3-0500890629

210.7
後期日中戦争　太平洋戦争下
の中国戦線

広中一成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500868242

210.7 決定版大東亜戦争　上 波多野澄雄 新潮社 3-0500892985

210.7 決定版大東亜戦争　下 戸部良一 新潮社 3-0500892986

210.7 女たちのシベリア抑留 小柳ちひろ 文藝春秋 3-0500746644

210.7
一次資料で正す現代史のフェ
イク

有馬哲夫 育鵬社 3-0500889308

文庫本 230 ヨーロッパ中世の社会史 増田四郎 講談社 3-0500892219

281 後列のひと　無名人の戦後史 清武英利 文藝春秋 3-0500894707

288
教養として学んでおきたい日
本の皇室

西川恵 マイナビ出版 3-0500895010

文庫本 289 オ
大統領の条件　アメリカの見
えない人種ルールとオバマの
前半生

渡辺将人 集英社 3-0500878440
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289 ヒ
日野富子　政道の事、輔佐の
力を合をこなひ給はん事

田端泰子 ミネルヴァ書房 3-0500892680

289 フ
日本美術の冒険者　チャール
ズ・ラング・フリーアの生涯

中野明
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500885967

289 マ
ネルソン・マンデラ　分断を
超える現実主義者

堀内隆行 岩波書店 3-0500894186

289 マ
越前福井藩主松平春嶽　明治
維新を目指した徳川一門

安藤優一郎 平凡社 3-0500898385

外国語 289 Ｈ
Ｔｈｅ　ｔｒｕｔｈｓ　ｗｅ
ｈｏｌｄ　ａｎ　Ａｍｅｒｉ
ｃａｎ　ｊｏｕｒｎｅｙ

Ｋａｍａｌａ　Ｈ
ａｒｒｉｓ．

Ｖｉｎｔａｇｅ 3-0500901189

290 地球の歩き方　Ｗ０７
地球の歩き方編集
室／編集

地球の歩き方 3-0500893928

291
地球の歩き方　ａｒｕｃｏ東
京

地球の歩き方 3-0500893924

カウン
ター

291.3
ゼンリン住宅地図　川崎市宮
前区　２０２１０２

ゼンリン 3-0500854463

カウン
ター

291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市都
筑区　２０２１０８

ゼンリン 3-0500902217

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　川崎市多
摩区　２０２１０１

ゼンリン 3-0500847891

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市泉
区　２０２１０１

ゼンリン 3-0500847890

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市西
区　２０２１０６

ゼンリン 3-0500886598

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市磯
子区　２０２１０１

ゼンリン 3-0500847889

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　川崎市麻
生区　２０２１０２

ゼンリン 3-0500854464

291.3 鎌倉　第３版
ＴＡＣ株式会社出版事
業部

3-0500881047

291.3 箱根　第３版
ＴＡＣ株式会社出版事
業部

3-0500881048

291.3
日光・戦場ヶ原・奥鬼怒　第
１０版

実業之日本社 3-0500892258

291.6 琵琶湖・近江路　第９版 実業之日本社 3-0500892257

文庫本 293.5 パリでメシを食う。 川内有緒 幻冬舎 3-0210049545

別置

304
サボる哲学　労働の未来から
逃散せよ

栗原康 ＮＨＫ出版 3-0500891108

304
嘘と感情論で封殺された５つ
の日本の真実

高橋洋一 徳間書店 3-0500890968

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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304
「人権」がわからない政治家
たち

小林節 日刊現代 3-0500880248

304 なぜ世界を知るべきなのか 池上彰 小学館 3-0500891078

ティー
ンズ

304
ポストコロナ期を生きるきみ
たちへ

内田樹／編 晶文社 3-0500828448

309
真説日本左翼史　戦後左派の
源流１９４５－１９６０

池上彰 講談社 3-0500885257

ティー
ンズ

309
１０台からのＳＤＧｓ　い
ま、わたしたちにできるこ

原佐知子 大月書店 3-0500872846

文庫本 311 コモン・センス トマス・ペイン 光文社 3-0500884356

312 職業政治家小沢一郎 佐藤章 朝日新聞出版 3-0500812145

312.1 一日一考日本の政治 原武史 河出書房新社 3-0500888199

312.1
自壊する官邸「一強」の落と
し穴

朝日新聞取材班 朝日新聞出版 3-0500891313

316
アンチレイシストであるため
には

イブラム・Ｘ・ケ
ンディ

辰巳出版 3-0500885962

317
幽霊消防団員　日本アンタッ
チャブル

高橋祐貴 光文社 3-0500877831

317 霞が関のリアル ＮＨＫ取材班 岩波書店 3-0500885904

参考書 317 警察白書　令和３年版
国家公安委員会／
編著

日経印刷 3-0500898516

318.2 こんな政権なら乗れる 中島岳志 朝日新聞出版 3-0500891632

318.9 香港危機の７００日全記録 益満雄一郎 筑摩書房 3-0500883604

319
知らないと恥をかく世界の大
問題　１２

池上彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500890523

331
世界でいちばん素敵なＳＤＧ
ｓの教室

小林亮／監修 三才ブックス 3-0500889383

332.1 日本経済図説　第５版 宮崎勇 岩波書店 3-0500879266

334
未来のドリル　コロナが見せ
た日本の弱点

河合雅司 講談社 3-0500885260

335.3

中小企業・支援者のためのも
のづくり補助金申請ガイド
ブック　採択されやすい事業
計画書が書ける！　第２版

大西俊太 税務経理協会 3-0500880858

参考書 335.3
中小企業白書小規模企業白書
２０２１年版上

中小企業庁／編 日経印刷 3-0500893681

336
日本人のためのインド英語入
門　ことば・文化・慣習を知
る

本名信行 三修社 3-0500881091

336
基本と実務がよくわかる小さ
な会社の総務・労務・経理
２１－２２年版

池田陽介／監修 ナツメ社 3-0500881798

336 ビジネススキル図鑑 堀公俊
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500892300
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336.1

プレゼンテーションＺｅｎ
プレゼンのデザインと伝え方
に関するシンプルなアイデア
第３版

ガー・レイノルズ 丸善出版 3-0500880855

336.1
プレゼン思考　プレゼンを制
する者が、ビジネスを制する

小西利行 かんき出版 3-0500886448

336.1
賢い人がなぜ決断を誤るの
か？　意思決定をゆがめるバ
イアスと戦う方法

オリヴィエ・シボ
ニー

日経ＢＰ 3-0500888838

336.4
業界と職種がわかる本　‘２
３年版　自分に合った業界・
職種をみつけよう！

岸健二／編 成美堂出版 3-0500878125

336.4
トヨタの会議は３０分　ＧＡ
ＦＡＭやＢＡＴＨにも負けな
い最速・骨太ビジネス

山本大平 すばる舎 3-0500868887

336.9
中小企業の事業継承　図解＆
イラスト　１２訂版

牧口晴一 清文社 3-0500880859

338

最新　銀行業界の動向とカラ
クリがよ～くわかる本　業界
人、就職、転職に役立つ情報
満載　第６版

平木恭一 秀和システム 3-0500880806

338
大暴落！　その時、どう資産
を守り、育てるか

澤上篤人 明日香出版社 3-0500883422

361.4
スタンフォードの権力レッス
ン

デボラ・グルーン
フェルド

ダイヤモンド社 3-0500894763

361.4
アサーション・トレーニング
さわやかな<自己表現>のため
に　３訂版

平木典子 日本・精神技術研究所 3-0500887850

361.4 異文化コミュニケーション学 鳥飼玖美子 岩波書店 3-0500894185

361.4
あなたにもある無意識の偏見
アンコンシャスバイアス

北村英哉 河出書房新社 3-0500894202

364
どうせ社会は変えられないな
んてだれが言った？ベーシッ
クサービスという革命

井手英策 小学館 3-0500887866

364
労働・社会保険の手続きマ
ニュアル　初心者にもよくわ
かる　１４訂補訂版

川端重夫／共著 日本法令 3-0500878293

366 移住。　成功するヒント
朝日新聞出版／編
著

朝日新聞出版 3-0500885342

参考書 366 労働経済白書　令和３年版 厚生労働省／編 日経印刷 3-0500904178

366.2

仕事だいじょうぶの本　職場
の人と安心してコミュニケー
ションできるＳＳＴレッスン
ＢＯＯＫ

北岡祐子 ペンコム 3-0500875156

366.2
仕事のカタログ　２０２２－
２３年版「なりたい自分」を
見つける！

自由国民社 3-0500877117

ティー
ンズ

366.2
５分でわかる１０年後の自分
２０３０年のハローワーク

図子慧 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500685772

ティー
ンズ

366.2 小学校教諭になるには 森川輝紀／編著 ぺりかん社 3-0500857933

ティー
ンズ

366.2
社会福祉士・精神保健福祉士
になるには

田中英樹／編著 ぺりかん社 3-0500882536

ティー
ンズ

366.2 裁判官になるには 飯島一孝 ぺりかん社 3-0500836483
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ティー
ンズ

366.2
アプリケーションエンジニア
になるには

小杉眞紀 ぺりかん社 3-0500882537

外国語 366.2

Ｎｏｍａｄｌａｎｄ　ｓｕｒ
ｖｉｖｉｎｇ　Ａｍｅｒｉｃ
ａ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｔｗｅｎ
ｔｙ－ｆｉｒｓｔ　ｃｅｎｔ
ｕｒｙ

Ｊｅｓｓｉｃａ
Ｂｒｕｄｅｒ．

Ｓｗｉｆｔ　Ｐｒｅｓ
ｓ

3-0500898752

366.8
はじめての人のためのフリー
ランス節税事典

横山光昭 アスコム 3-0500875663

367.1
早く絶版になってほしい＃駄
言辞典

日経ｘｗｏｍａｎ
／編

日経ＢＰ 3-0500883678

367.1
女性の中年危機　ミドルエイ
ジ・クライシスをチャンスに
変える方法

スザンヌ・シュ
ミット

ニュートンプレス 3-0500885710

367.2 マチズモを削り取れ 武田砂鉄 集英社 3-0500889618

367.4
３８歳、男性、独身ー淡々と
生きているようで、実はそう
でもない日常

ウイ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500878507

367.6
１０代の時のつらい経験、私
たちはこう乗り超えました

しろやぎ秋吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500886848

367.6 子ども白書　２０２１
日本子どもを守る
会／編

かもがわ出版 3-0500895381

参考書 367.6 子供・若者白書　令和３年版 内閣府／編集 日経印刷 3-0500899400

367.9
みんな自分らしくいるための
はじめてのＬＧＢＴ

遠藤まめた 筑摩書房 3-0500883611

367.9

子どもと性の話、はじめませ
んか？　からだ・性・防犯・
ネットリテラシーの「伝え
方」

宮原由紀 ＣＣＣメディアハウス 3-0500894307

368
私がホームレスだったころ
台湾のソーシャルワーカーが
支える未来への一歩

李玟萱 白水社 3-0500888901

368
貧困パンデミック　寝ている
『公助』を叩き起こす

稲葉剛 明石書店 3-0500894271

文庫本 368
冤罪と人類　道徳感情はなぜ
人を誤らせるのか

菅賀江留郎 早川書房 3-0500874248

369.2
しゃべらなくても楽しい！シ
ニアの筋力アップ体操５０

斎藤道雄 黎明書房 3-0500888257

369.2

最新介護保険の基本と仕組み
がよ～くわかる本　現場で
知っておきたい制度のしくみ
第８版

高室成幸／監修 秀和システム 3-0500892745

369.2

認知症とともにあたりまえに
生きていく　支援する、され
るという立場を超えた９人の
実践

矢吹知之／編著 中央法規出版 3-0500883334

369.2
イラストと写真でよくわかる
外国人のための実践介護　入
門編　英語・ベトナム語版

橋本正明／監修 Ｊリサーチ出版 3-0500888586

参考書 369.3 防災白書　令和３年版 内閣府／編集 日経印刷 3-0500899404

369.4 つながり続けるこども食堂 湯浅誠 中央公論新社 3-0500883289
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369.4
夢中になれる小児病棟　子ど
もとアーティストが出会った
ら

松本惠里 英治出版 3-0500883061

369.7
これだけは理解しておきたい
ボランティアの基礎

久米隼 日本橋出版 3-0500876077

370.4
学校ってなんだ！　日本の教
育はなぜ息苦しいのか

工藤勇一 講談社 3-0500900268

376.1
ワクワク・ドキドキ「園庭」
づくり

炭谷将史 ぎょうせい 3-0500883393

参考書 376.8
全国大学内容案内号　２０２
２（令和４年）入試対策用

旺文社 3-0500892345

参考書 378 文部科学白書　令和２年度 文部科学省／編集 日経印刷 3-0500899411

382
世界の奇習と奇祭　１５０の
不思議な伝統行事から命がけ
の通過儀礼まで

Ｅ・リード・ロス 原書房 3-0500899009

383.8 ４７都道府県・発酵文化百科 北本勝ひこ 丸善出版 3-0500888564

385
親や配偶者が死んだあとの
「お金」のことぜんぶ、本音
で教えてください！

中垣香代子 ソシム 3-0500886432

390 図説戦争と軍服の歴史 辻元よしふみ 河出書房新社 3-0500879935

391
日米開戦陸軍の勝算　「秋丸
機関」の最終報告書

林千勝 祥伝社 3-0500293625

392 安全保障戦略 兼原信克
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500872563

別置

文庫本 410
数学者たちの楽園　「ザ・シ
ンプソンズ」を作った天才た
ち

サイモン・シン 新潮社 3-0500894951

文庫本 410 超面白くて眠れなくなる数学 桜井進 ＰＨＰ研究所 3-0500896221

417
入門統計学　検定から多変量
解析・実験計画法・ベイズ統
計学まで　第２版

栗原伸一 オーム社 3-0500889671

430

文系のためのめっちゃやさし
い化学　理科が苦手なわたし
でも、どんどん楽しく読め
る！

中村栄一／監修 ニュートンプレス 3-0500896107

450
地球の内部で何が起こってい
るのか？

平朝彦［ほか］ 光文社 3-0205051200

参考書 451 気象年鑑　２０２１年版
気象業務支援セン
ター／編集

気象業務支援センター 3-0500892226

459 ときめく鉱物図鑑 宮脇律郎／監修 山と渓谷社 3-0500891660

460 生物はなぜ死ぬのか 小林武彦 講談社 3-0500869901

487
もっと知りたいリクガメのこ
と　幸せに暮らす飼い方・育
て方がわかる本

佐藤菜保子／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500887708

490
ケアとは何か　看護・福祉で
大事なこと

村上靖彦 中央公論新社 3-0500886373

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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文庫本 490 安楽死を遂げた日本人 宮下洋一 小学館 3-0500888817

491
循環器のしくみ　オールカ
ラー

阿古潤哉／監修 マイナビ出版 3-0500887968

491

ビジュアル図解脳のしくみが
わかる本　気になる「から
だ・感情・行動」とのつなが
り

加藤俊徳／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500887709

493.7
うつ病の脳科学　精神科医療
の未来を切り拓く

加藤忠史 幻冬舎 3-0209071408

493.8

医師が教える新型コロナワク
チンの正体　本当は怖くない
新型コロナウイルスと本当に
怖い新型コロナワクチン

内海聡 ユサブル 3-0500883095

493.8
マンガでわかる感染症のしく
み事典

忽那賢志／監修 ナツメ社 3-0500893166

493.9

じょうぶな子どもをつくる基
本食　しっかり食べてたくま
しく！日本の伝統食が子ども
をを守る

幕内秀夫 主婦の友社 3-0200050876

494
外反母趾は「ゆりかご歩き」
で治る！　４０００人が治っ
た奇跡のメソッド

古屋達司 マキノ出版 3-0500497009

494 腎臓病治療大全 小松康宏／監修 講談社 3-0500892150

494
幸せに死ぬために　人生を豊
かにする「早期緩和ケア」

大津秀一 講談社 3-0500900270

カウン
ター

498.1 厚生労働白書　令和３年版 厚生労働省／編 日経印刷 3-0500899407

498.3 <勝負脳>の鍛え方 林成之 講談社 3-0206073637

498.3
脳医学の先生、頭がよくなる
科学的な方法を教えて下さい

瀧靖之 日経ＢＰ 3-0500897037

498.5
カラダに効く！タンパク質ま
るわかりＢＯＯＫ

藤田聡／監修 学研プラス 3-0500890085

498.5
脂質コントロール食　膵炎・
胆石・胆のう炎・合併症など

宗像伸子 日本医療企画 3-0204052118

502
科学技術・イノベーション白
書令和３年度　Ｓｏｃｉｅｔ
ｙ　５．０の実現に向けて

文部科学省／編集
インパルスコーポレー
ション

3-0500897217

519
環境社会学入門　持続可能な
未来をつくる

長谷川公一 筑摩書房 3-0500890531

519.1
グリーン・ニューディール
世界を動かすガバニング・ア
ジェンダ

明日香壽川 岩波書店 3-0500886320

519.3 「脱炭素」は嘘だらけ 杉山大志 産経新聞出版 3-0500884469

ティー
ンズ

519.3
図解でわかる１４歳からの脱
酸素社会

インフォビジュア
ル研究所

太田出版 3-0500880017

文庫本 520 丹下健三建築論集 丹下健三 岩波書店 3-0500893420

523 家をつくる 王澍 みすず書房 3-0500885388

526
国立競技場Ｃｏｎｓｔｒｕｃ
ｔｉｏｎ

共同通信社 河出書房新社 3-0500891268

12



532
なんでも自分で修理する本
イラストだからわかりやすく
簡単！

片桐雅量 宝島社 3-0500884405

ティー
ンズ

538
飛行機　数百トンもの機体が
なぜ飛べる？飛行機のしくみ
がすべてわかる！！

ニュートンプレス 3-0500893521

547.8
知識ゼロからはじめるＰｒｅ
ｍｉｅｒｅ　Ｐｒｏの教科書
改訂２版

河野緑 ソシム 3-0500887648

549

図解入門よくわかる最新半導
体の基本と仕組み　基礎技術
から最新情報まですべてを網
羅　第３版

西久保靖彦 秀和システム 3-0500888255

559
原子の力を開放せよ　戦争に
翻弄された核物理学者たち

浜野高宏 集英社 3-0500899268

別置

590
無印良品ではじめる新しい習
慣

水谷妙子 扶桑社 3-0500891919

591
５０代で決める！最強の「お
金」戦略

荻原博子 ＮＨＫ出版 3-0500897820

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　９
（ｎｏ．１５８）

主婦と生活社 3-0500897969

594.3
かぎ針で編むグラニークスク
エアのバッグと雑貨

アップルミンツ 3-0500896605

596 世界のおいしいスープ 林幸子 白夜書房 3-0207069798

596
１０年かかって地味ごはん。
料理ができなかったからこそ
伝えられるコツがある

和田明日香 主婦の友社 3-0500872962

596
忙しくても３０分で一汁三菜
ごはん

ｍａｒｉｋｏ 池田書店 3-0500860030

596 家で揚げるともっとおいしい 坂田阿希子 リトルモア 3-0500886105

596.2
イタリア郷土料理美味紀行
保存版

平松玲 講談社 3-0500894195

596.3
生のまま！野菜＆フルーツ最
新冷凍術

島本美由紀 秀和システム 3-0500892232

596.3
本格カレーとビリヤニ最速レ
シピ

香取薫 主婦と生活社 3-0500876729

596.3
白飯サラダ　ごはんがすす
む！ガッツリおいしい

今井亮 主婦と生活社 3-0500892254

596.3

農家が教える梅づくし　梅干
し・梅漬け、鳥梅・黒焼き、
梅料理、ジャム・ジュース、
栽培も

農文協／編 農山漁村文化協会 3-0500565974

596.6
温野菜とパンの組み立て方
サラダサンドの探求と展開、
料理への応用

ナガタユイ 誠文堂新光社 3-0500892728

596.6 パフェが一番エラい。 斧屋 ホーム社 3-0500901833

599
ちがうことは強いこと　その
子らしさを大切にする子育て

星山麻木 河出書房新社 3-0500893482

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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子育て 599
はじめてママ＆パパのフリー
ジング離乳食

ほりえさわこ／料
理

主婦の友社 3-0500890928

子育て 599
保育士おとーちゃんの「心が
ラクになる子育て」

須賀義一 ＰＨＰ研究所 3-0500336855

602
産業遺産　幻想と異世界への
扉

黒沢永紀 昭文社 3-0500876323

611
小さい農業で暮らすコツ　養
鶏・田畑・エネルギー自給

新藤洋一 農山漁村文化協会 3-0500854304

625
農家が教えるゆずづくし　ス
イーツ・加工と保存・庭先栽
培

農山漁村文化協会
／編

農山漁村文化協会 3-0500896713

627
らくらくメンテで長く楽しむ
苔テラリウム　よく育つ栽培
方法・管理しやすい苔選び

大野好弘 誠文堂新光社 3-0500882788

627
暮らしの中のインドアグリー
ン　選び方・飾り方・育て方
がよくわかる

安元祥恵 家の光協会 3-0500877309

627
はじめてのオージープランツ
図鑑　人気のオーストラリア
原産庭木・草花２００種

遠藤昭 青春出版社 3-0500872002

645
猫が歩いた近現代　化け猫が
家族になるまで

真辺将之 吉川弘文館 3-0500880318

645

猫が食べると危ない食品・植
物・家の中の物図鑑　誤食と
中毒からあなたの猫を守るた
めに

服部幸／監修 ねこねっこ 3-0500876158

666
専門店が教えるグッピーの飼
い方　失敗しない繁殖術から
魅せるレイアウト法まで

ＢＬＵＥ　ＰＬＡ
ＮＥＴ／監修

メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500880386

673
これからの飲食店経営者・店
長の教科書　売上５割減でも
巻き返せる！

田中司朗 同友館 3-0500874668

674
ナラティブカンパニー　企業
を変革する「物語」の力

本田哲也 東洋経済新報社 3-0500877229

686 鉄道ミュージアムガイド 池口英司 天夢人 3-0500877487

686
全盛期の東京都電　ちょっと
昔のなつかしい東京を振り返
る

イカロス出版 3-0500881953

687
エアラインパイロットになる
本　夢を実現させるための進
路ガイド　新改訂版

阿施光南 イカロス出版 3-0500873585

別置

702
聖母の美術全史　信仰を育ん
だイメージ

宮下規久朗 筑摩書房 3-0500883605

704 街場の芸術論 内田樹 青幻舎 3-0500882389

706 全国山の美術館と博物館 Ｇ．Ｂ． 3-0500897302

709
誰も知らないとっておきの世
界遺産ベスト１００

小林克己 ＳＢクリエイティブ 3-0500890036

芸術・スポーツ・趣味・言語
(NDC700-899）

ラベルの記号
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709
日本の世界文化遺産　写真が
語る日本の歴史

クレヴィス 3-0500896204

721
東海道五拾三次　描かれた
人々の「声」を聴く

藤澤紫／編著 ＮＨＫ出版 3-0500894347

721 妖怪 湯本豪一
パイインターナショナ
ル

3-0500894363

723
覆面アーティストバンクシー
の正体

毛利嘉孝／監修 宝島社 3-0500891701

726 ムスコ物語 ヤマザキマリ 幻冬舎 3-0500896966

726
沢村さん家（ち）のたのしい
おしゃべり

益田ミリ 文藝春秋 3-0500875539

726 離婚してもいいですか？ 野原広子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500192387

726 スナックキズツキ 益田ミリ マガジンハウス 3-0500849031

727
世界ピクト図鑑　サインデザ
イナーが集めた世界のピクト
グラム

児山啓一 ビー・エヌ・エヌ 3-0500899068

参考書 728
大きな活字の楷行草筆順・字
体字典　第２版

江守賢治／編 三省堂 3-0203021069

732
もっと知りたい川瀬巴水と新
版画

滝沢恭司 東京美術 3-0500884410

748
ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ　ＬＩＦ
Ｅ　ａｔ　ＨＯＭＥ

田中達也／写真・
編集・デザイン

水曜社 3-0500892973

750
作ってあそぶ！ままごと＆
ごっこ

まるばやしさわこ マイルスタッフ 3-0500892796

751

パート・ド・ヴェール　型に
詰めたガラスパウダーを電気
炉で溶かして作るインテリ
ア・器・アクセサリー

由水直樹 誠文堂新光社 3-0500890258

751
キムラプレミアムのレンジで
簡単ミニチュア＆アクセサ
リー

キムラプレミアム 主婦の友社 3-0500897362

754.9
絶滅生物の折り紙　かつて存
在していた生き物が一枚の紙
でよみがえる

川畑文昭 誠文堂新光社 3-0500889361

754.9
学校図書館を彩る切り絵かざ
り　２

ＣＨＩＫＵ 少年写真新聞社 3-0500887967

754.9
箱のおりがみ　指先を使って
脳トレ手のひらサイズのかわ
いい箱　増補改訂版

布施知子 日本ヴォーグ社 3-0500895289

756
骨董市・蚤の市掘り出し物は
宝もの

末續堯 里文出版 3-0500896109

768
雅楽のひみつ　見かた・楽し
みかたがわかる本

日本雅樂會／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500880749

769
スペースもバーもいらない！
家バレエ　バー・レッスンか
らセンター特訓メニューまで

クロワゼ／編 新書館 3-0500871243

770

ライブ・エンタテインメント
の社会学　イベントにおける
『受けて』と『創り手』の関
係に着目して　増訂版

中川和亮 五絃社 3-0500879967
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770
演劇入門　生きることは演じ
ること

鴻上尚史 集英社 3-0500885263

大型本 773 冨士原誠一　能面集
冨士原誠一能面集
刊行会／編集

冨士原誠一能面集刊行
会

3-0500879520

775
イタリア・宝塚・２．５次元
多彩な演劇世界をめぐって

鈴木国男 春風社 3-0500881662

778
仕事と人生に効く教養として
の映画

伊藤弘了 ＰＨＰ研究所 3-0500895027

778 映画の中で出逢う「駅」 臼井幸彦 集英社 3-0206034894

778 時代劇ベスト１００ 春日太一 光文社 3-0500205888

779
江戸のいろごと　落語で知る
男と女

稲田和浩 平凡社 3-0500898384

文庫本 779
表参道のセレブ犬とカバー
ニャ要塞の野良犬

若林正恭 文藝春秋 3-0500818921

780
イラストでわかる体幹バラン
ストレーニング　最高の体を
手に入れる！

木場克己 宝島社 3-0500884407

780
スポーツ現場における暑さ対
策　スポーツの安全とパ
フォーマンス向上のために

長谷川博／編著 ナップ 3-0500888835

780
コロナとオリンピック　日本
社会に残る課題

石坂友司 人文書院 3-0500890336

780 スポーツを法的に考える　１ 井上典之 信山社 3-0500890261

780 スポーツを法的に考える　２ 井上典之 信山社 3-0500890263

児童書
研究

781
子どもとお母さんのあそびう
たえほん

小林衛己子 のら書店 3-0200026658

782 決戦前のランニングノート 大迫傑 文藝春秋 3-0500894320

782
ストックホルムの旭日　文明
としてのオリンピックと明治
日本

牛村圭 中央公論新社 3-0500890240

790
歴史の鑑定人　ナポレオンの
死亡報告書からエディソンの
試作品まで

ネイサン・ラーブ 草思社 3-0500892274

801
絵本翻訳教室へようこそ　新
装版

灰島かり 研究社 3-0500878966

816
文章が苦手でも「受かる小論
文」の書き方を教えてくださ
い。

今道琢也 朝日新聞出版 3-0500878186

824 中国史で読み解く故事成語 阿部幸信 山川出版社 3-0500874691

829.4
基礎からレッスンはじめての
インドネシア語　オールカ
ラー

欧米・アジア語学
センター

ナツメ社 3-0500877585

830
純ジャパニーズの迷わない英
語勉強法　増補版

上乃久子 小学館 3-0500881403

文庫本 834
日本人が知らない英語のニュ
アンス

牧野髙吉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500871533

835
英語の数字ルールブック　数
の読み方と使い方の基本がわ
かる

北浦尚彦
クロスメディア・ラン
ゲージ

3-0500872012
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837
ビッグデータ英会話　２億語
のデータでわかった本当に使
える英語

高橋基治 西東社 3-0500882398

840
ゼロからスタートドイツ語
文法編　だれにでもわかる文
法と発音の基本ルール

田中雅敏 Ｊリサーチ出版 3-0500880342

850 フランス語のＡＢＣ　新版 数江譲治 白水社 3-0500881149

別置

郷土青
葉

291.3
季節を感じる青葉ウォーキン
グマップ　１

桐蔭横浜大学／編
青葉区福祉保健課健康
づくり係

3-0500892489

郷土青
葉

291.3
季節を感じる青葉ウォーキン
グマップ　２

桐蔭横浜大学／編
青葉区福祉保健課健康
づくり係

3-0500892494

郷土青
葉

291.3
季節を感じる青葉ウォーキン
グマップ　３

桐蔭横浜大学／編
青葉区福祉保健課健康
づくり係

3-0500892495

郷土青
葉

291.3
花端会議マップ　花と緑の風
土づくり

森ノオト／編
青葉区区政推進課企画
調整係

3-0500883825

郷土青
葉

318.2
ＰｈｏｔｏＢｏｏｋ　青葉の
時間　青葉区魅力広報冊子

横浜市青葉区区政
推進課／編

横浜市青葉区区政推進
課

3-0500880482

郷土青
葉

369.3
災害時に役立つ簡単レシピ
日頃からの備えが命を守りま
す

青葉区食生活等改
善推進委員会／編

横浜市青葉区役所福祉
保健課健康づくり係

3-0500892468

郷土青
葉

369.4
子育てワクワクＭＡＰ　２０
２１年度　改訂

青葉区福祉保健セン
ターこども家庭支援課
子育て支援担当

3-0500892481

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

498.5
食育で心とからだを育もう
簡単おいしい食育レシピつき

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

3-0500892892

郷土青
葉

596.3
青葉区の美味しいお店　２０
２１

横浜市青葉区役所
地域振興課／編

横浜市青葉区役所地域
振興課

3-0500883818

郷土青
葉

673 旅する八百屋 青果ミコト屋 アノニマ・スタジオ 3-0500270911

郷土 016
横浜市の図書館　２０２１
横浜市立図書館年報

横浜市中央図書館
企画運営課／編

横浜市中央図書館企画
運営課

3-0500897917

郷土 069
横浜ユーラシア文化館紀要
第９号（２０２１年）

横浜ユーラシア文
化館／編

横浜市ふるさと歴史財
団

3-0500885146

郷土 213
ＯＬＤ　ｂｕｔ　ＮＥＷ　イ
セザキの未来につなぐ散歩道

伊勢佐木町１・２
丁目地区商店街振
興組合「イセザキ
歴史史書をつくる
会」

神奈川新聞社 3-0209048527

郷土 291.3
ＹＯＫＯＨＡＭＡ　ＩＳＯＧ
Ｏ　横浜磯子

横浜市磯子区役所区政
推進課

3-0500874389

郷土 291.3
横濱ガイドＭＡＰ　Ｖｏｌ．
１７　Ｓｕｍｍｅｒ

ルーツ 3-0500892111

郷土に関する本
（青葉区、横浜市、神奈川県）

ラベルの記号
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郷土 318.2
横浜特別自治市　横浜にふさ
わしい都市のかたち

横浜市政策局大都
市制度推進本部室
制度企画課／編

横浜市政策局大都市制
度推進本部室制度企画
課

3-0500891810

郷土 318.3 横浜市研修記録　令和２年度
横浜市総務局人事
部人材開発課／編

横浜市総務局人事部人
材開発課

3-0500890155

郷土 318.3 横浜市研修計画　令和３年度
横浜市総務局人事
部人材開発課／編

横浜市総務局人事部人
材開発課

3-0500890156

郷土 318.4
こんにちは県議会　２０２１
神奈川県議会は、より充実し
開かれた議会を目指します

神奈川県議会議会
局政策調査課広
報・調整グループ
／編

神奈川県議会議会局政
策調査課広報・調整グ
ループ

3-0500891809

郷土 349
県財政のあらまし　２０２１
１　令和３年度当初予算の概
要

神奈川県政策局政
策部政策法務課／
編

神奈川県政策局政策部
政策法務課

3-0500890157

郷土 366.8
匠の名品・技　横浜マイス
ター　デジタルカタログ

横浜市経済局雇用
労働課／編

横浜市経済局雇用労働
課

3-0500883754

郷土 366.8 横浜家具 内田勝人／監修
横浜市経済局雇用労働
課

3-0500883765

郷土 367.2

横浜市就職氷河期世代非正規
職シングル女性の就労支援に
向けた調査及び事業開発　報
告書　令和２年度

横浜市男女共同参
画推進協会／執筆

横浜市政策局男女共同
参画推進課

3-0500892110

郷土 369.1
ふくまちガイド　実践編　横
浜市福祉のまちづくり推進指
針　令和３年度～７年度

横浜市健康福祉局
地域福祉保健部福
祉保健課／編

横浜市健康福祉局地域
福祉保健部福祉保健課

3-0500885120

郷土 369.2
横浜市障害者プラン　第４期
令和３年度～令和８年度まで

横浜市健康福祉局
／編

横浜市健康福祉局 3-0500890160

郷土 369.3
横浜市の災害　平成３１年
（令和元年）

横浜市総務局危機
管理室緊急対策課
／編

横浜市総務局危機管理
室緊急対策課

3-0500885516

郷土 379
横浜市生涯学習　令和２年度
事業概要

横浜市教育委員会
事務局生涯学習学
習文化財課／編

横浜市教育委員会事務
局生涯学習学習文化財
課

3-0500895152

郷土 395
<軍港都市>横須賀　軍隊と共
生する街

高村聰史 吉川弘文館 3-0500893478

郷土 498.5
横浜市食品衛生監視指導計画
実施結果　令和２年度

横浜市健康福祉局
健康安全部食品衛
生課／編

横浜市健康福祉局健康
安全部食品衛生課

3-0500891818

郷土 681
横浜市営交通１００年　横浜
の街とともに

横浜市交通局／編
著

神奈川新聞社 3-0500891375

郷土 689
横浜　あうたびに、あたらし
い

横浜市文化観光局
／編

横浜市文化観光局 3-0500885497

郷土 710 澄川喜一そりとむくり 澄川喜一 求龍堂 3-0500765810

郷土 780
横浜市民スポーツ意識調査報
告書　令和２年度

横浜市市民局ス
ポーツ振興課／編

横浜市市民局スポーツ
振興課

3-0500883776

郷土 780
神奈川県　体育・スポーツ行
政史

神奈川県立体育セ
ンター／編

神奈川県体育センター 3-0500792006
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郷土 783.7
横浜ＤｅＮＡベイスターズ１
０年史　２０１２－２０２１

ベースボール・マガジ
ン社

3-0500885889

郷土 911.3 和の会俳句集　第百回記念誌
和の会編集委員会
／編

石堂邦彦 3-0500830862

「あたらしく入った本」10月号は、令和3年8月から同年9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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