
別置 記号
ティーン
ズ 910 文豪きょうは何の日？ 立東舎／編 立東舎 3-0500885051

別置指定
資料 910 イ

発達障害だから強くなれ
た　ぼくが発達障害だか
らできたこと完全版

市川拓司 朝日新聞出版 3-0500890002

911.3 つちふる　句集 岸本葉子 角川文化振興財団 3-0500887623

913.6 北条義時　小説集 海音寺潮五郎 作品社 3-0500908199

文庫本 913.6 もう一杯、飲む？ 角田光代 新潮社 3-0500880713

文庫本 913.6
ふしぎ　〈霊験〉時代小
説傑作選

西條奈加 ＰＨＰ研究所 3-0500905139

文庫本 913.6
わらべうた　〈童子〉時
代小説傑作選

宮部みゆき ＰＨＰ研究所 3-0500891045

913.6 ア 月曜日の抹茶カフェ 青山美智子 宝島社 3-0500905100

文庫本 913.6 ア
菜の花食堂のささやかな
事件簿　裏切りのジャム

碧野圭 大和書房 3-0500890628

913.6 イ 仮面 伊岡瞬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500888287

913.6 イ 民王　シベリアの陰謀 池井戸潤 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500909348

文庫本 913.6 イ
ＮＩＧＨＴ　ＨＥＡＤ
２０４１　上

飯田譲治 講談社 3-0500898956

913.6 オ バスクル新宿 大崎梢 講談社 3-0500899970

913.6 オ とにもかくにもごはん 小野寺史宜 講談社 3-0500898603

913.6 オ 花束は毒 織守きょうや 文藝春秋 3-0500894337

913.6 オ 熱風団地 大沢在昌 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500902383

913.6 カ コロナ狂騒録 海堂尊 宝島社 3-0500903620

913.6 カ
さよならも言えないうち
に

川口俊和 サンマーク出版 3-0500906285

913.6 カ 涅槃　上 垣根涼介 朝日新聞出版 3-0500907627

913.6 カ 涅槃　下 垣根涼介 朝日新聞出版 3-0500907628

ティーン
ズ 913.6 カ 雪国 川端康成 新潮社 3-0206046094

913.6 キ 砂に埋もれる犬 桐野夏生 朝日新聞出版 3-0500912106

文庫本 913.6 キ

魚籃坂の成敗　新・木戸
番影始末　２
文庫　書下ろし／　傑作
時代　小説

喜安幸夫 光文社 3-0500905795

（NDC900-999）
ラベルの記号

文　学

あたらしく入った本
2021年11月

電話045(901)1225

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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913.6 ク カラ売り屋ｖｓ仮想通貨 黒木亮 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500901955

913.6 コ
脇坂安治　七本鑓と水軍
大将

近衛龍春 実業之日本社 3-0500907178

文庫本 913.6 サ 宮中の誘い 佐々木裕一 講談社 3-0500898587

ティーン
ズ 913.6 サ アドリブ 佐藤まどか あすなろ書房 3-0500733558

913.6 シ 時空犯 潮谷験 講談社 3-0500900281

913.6 シ 廃遊園地の殺人 斜線堂有紀 実業之日本社 3-0500907177

文庫本 913.6 シ めだか、太平洋を往け 重松清 幻冬舎 3-0500896952

913.6 シ 明日は結婚式 小路幸也 祥伝社 3-0500891251

913.6 シ 我が産声を聞きに 白石一文 講談社 3-0500890218

文庫本 913.6 ス
地獄の釜　父子十手捕物
日記
長編時代小説

鈴木英治 光文社 3-0500905791

ティーン
ズ 913.6 タ 春琴抄 谷崎潤一郎 新潮社 3-0200026311

913.6 タ
帆神　北前船を馳せた
男・工楽松右衛門

玉岡かおる 新潮社 3-0500901854

文庫本 913.6 ツ
落暉（ゆうひ）に燃ゆる
大岡裁き再吟味

辻堂魁 講談社 3-0500898953

913.6 テ ガラスの海を渡る舟 寺地はるな ＰＨＰ研究所 3-0500905899

913.6 テ 声の在りか 寺地はるな ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500878952

文庫本 913.6 ト
小説孤狼の血ＬＥＶＥＬ
２

柚月裕子／原作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500884061

913.6 ナ 教場Ｘ 長岡弘樹 小学館 3-0500901965

913.6 ナ 巨鳥の影 長岡弘樹 徳間書店 3-0500895750

913.6 ニ 推理大戦 似鳥鶏 講談社 3-0500901611

913.6 ニ 逆玉に明日はない 楡周平 光文社 3-0500901341

913.6 ハ 灼熱 葉真中顕 新潮社 3-0500909072

913.6 ハ
ランチ酒　今日もまんぷ
く

原田ひ香 祥伝社 3-0500883287

913.6 ヒ 二人の噓 一雫ライオン 幻冬舎 3-0500886827

913.6 ヒ
八月のくず　平山夢明短
編集

平山夢明 光文社 3-0500908559

ティーン
ズ 913.6 フ

死を見る僕と、明日死ぬ
君の事件録

古宮九時 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500541924

文庫本 913.6 フ
江戸川西口あやかしクリ
ニック　６

藤山素心 光文社 3-0500875998

ティーン
ズ 913.6 ホ きまぐれロボット 星新一 角川書店 3-0206004304

913.6 マ メルカルト悪人狩り 麻耶雄嵩 講談社 3-0500907646

文庫本 913.6 マ イチケイノカラス　上 浅見理都／原作 扶桑社 3-0500877196
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ティーン
ズ 913.6 ミ 風が強く吹いている 三浦しをん 新潮社 3-0209047809

913.6 ミ 尼将軍 三田誠広 作品社 3-0500908200

913.6 ミ Ｎ 道尾秀介 集英社 3-0500911339

913.6 ミ 三国志名臣列伝　魏篇 宮城谷昌光 文藝春秋 3-0500908328

文庫本 913.6 ミ 希望のステージ 南杏子 講談社 3-0500906794

文庫本 913.6 ミ
サイレント・ブレス　看
取りのカルテ

南杏子 幻冬舎 3-0500606085

913.6 ム 子のない夫婦とネコ 群ようこ 幻冬舎 3-0500907126

文庫本 913.6 モ 太陽の塔 森見登美彦 新潮社 3-0206037929

ティーン
ズ 913.6 モ 四畳半神話大系 森見登美彦 角川書店 3-0508019936

文庫本 913.6 モ 水族館ガール　８ 木宮条太郎 実業之日本社 3-0500892234

913.6 ヤ ばにらさま 山本文緒 文藝春秋 3-0500905876

913.6 ユ 陰陽師　水龍ノ巻 夢枕獏 文藝春秋 3-0500896712

913.6 ユ ミカエルの鼓動 柚月裕子 文藝春秋 3-0500912148

913.6 ヨ 罪の因果性 横関大 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500887076

ティーン
ズ 913.6 ヨ クドリャフカの順番 米澤穂信 角川書店 3-0208037053

913.6 ワ
パラダイス・ガーデンの
喪失

若竹七海 光文社 3-0500901338

913.6 ワ オーラの発表会 綿矢りさ 集英社 3-0500901829

914 イ
〈老い〉という贈り物
ドクター井口の生活と意
見

井口昭久 風媒社 3-0500894236

文庫本 914 イ 夜明けを待ちながら 五木寛之 幻冬舎 3-0500890183

ティーン
ズ 914 オ きれいな色とことば

おーなり由子／
絵と文

講談社 3-0500598380

914 ハ 歴史探偵昭和の教え 半藤一利 文藝春秋 3-0500892989

914 ヒ アホか。 百田尚樹 新潮社 3-0500907597

914 ム
メロンと寸劇　食いしん
坊エッセイ傑作選

向田邦子 河出書房新社 3-0500899965

文庫本 914 ム
向田邦子ベスト・エッセ
イ

向田邦子 筑摩書房 3-0500768231

916 イ
清六の戦争　ある従軍記
者の軌跡

伊藤絵理子 毎日新聞出版 3-0500884103

929.1 三十の反撃
ソンウォンピョ
ン

祥伝社 3-0500897715

文庫本 933 キ
スパイシーな夜食には早
すぎる

ローラ・チャイ
ルズ

原書房 3-0500897303

文庫本 933 ク
パーカー・パインの事件
簿

アガサ・クリス
ティ

東京創元社 3-0500894992

933 テ 魔の山
ジェフリー・
ディーヴァー

文藝春秋 3-0500908739
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933 ヒ
ＴＯＫＹＯ　ＲＥＤＵＸ
下山迷宮

デイヴィッド・
ピース

文藝春秋 3-0500900711

文庫本 933 ロ
ドリトル先生の月旅行
新訳

ヒュー・ロフ
ティング

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500900257

936

世界でいちばん幸せな男
１０１歳、アウシュ
ヴィッツ生存者が語る美
しい人生の見つけ方

エディ・ジェイ
ク

河出書房新社 3-0500894193

950 カミュ伝 中条省平
集英社インターナ
ショナル

3-0500897727

文庫本 953 カ ペスト カミュ 光文社 3-0500905783

980
ドストエフスキー黒い言
葉

亀山郁夫 集英社 3-0500892620

別置 記号

007.1
人工知能が俳句を詠む
ＡＩ一茶くんの挑戦

川村秀憲／共著 オーム社 3-0500889669

情報科学 007.3

インターネットの安全・
安心ハンドブック　ネッ
トワークビギナーのため
の情報セキュリティハン
ドブック

内閣サイバーセ
キュリティセン
ター／制作・著
作

〔内閣サイバーセ
キュリティセン
ター〕

3-0500879550

情報科学 007.6

ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ本格
Ｗｅｂサイト構築パー
フェクトマスター　完全
解説

音賀鳴海 秀和システム 3-0500884776

情報科学 007.6

Ｐｙｔｈｏｎプログラミ
ング完全入門　ノンプロ
グラマーのための実務効
率化テキスト

高橋宣成 技術評論社 3-0500895862

019 開高健の本棚 開高健 河出書房新社 3-0500908119

児童書研
究 019

この本読んで！　第８０
号（２０２１秋）

出版文化産業振興財
団

3-0500904603

021

著作権ハンドブック　先
生、勝手にコピーしちゃ
ダメ
著作権を制する者は授業
を制す！

宮武久佳 東京書籍 3-0500903000

022

現代日本のブックデザイ
ン史１９９６－２０２０
デザインスタイルから読
み解く出版クロニクル

長田年伸／編 誠文堂新光社 3-0500899098

069

新型コロナと情報とわた
したち　簡易資料集
ニュースパーク（日本新
聞博物館）緊急企画展

ニュースパーク
（日本新聞博物
館）／〔編〕

ニュースパーク（日
本新聞博物館）

3-0500892873

070 自壊するメディア 望月衣塑子 講談社 3-0500900263

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和３年８月号

日本経済新聞社 3-0500910428

104 暮らしを哲学する 氏家法雄 明日香出版社 3-0500901069

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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104 危機を生きる－哲学 斎藤慶典 毎日新聞出版 3-0500901894

104
わたしたちはなぜ笑うの
か　笑いの哲学史

中山元 新曜社 3-0500897798

104
死者と霊性　近代を問い
直す

末木文美士／編 岩波書店 3-0500901320

120 近代アジアの啓蒙思想家 岩崎育夫 講談社 3-0500892224

122
なぜ中国人はそう考える
のか　はじめての中国
“思考史”

佐久協 出版芸術社 3-0500898454

140 心理学概論 行場次朗／共著 サイエンス社 3-0500900094

141 怒りの扱い方大全 戸田久実
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500894244

ティーン
ズ 141

勉強する気はなぜ起こら
ないのか

外山美樹 筑摩書房 3-0500867950

文庫本 146.1
フロイト、性と愛につい
て語る

フロイト 光文社 3-0500890949

146.8
キレたくないのにキレて
しまうあなたへ

岡田法悦 朝日新聞出版 3-0500900068

147 変な家 雨穴 飛鳥新社 3-0500893934

147 怪談和尚の京都怪奇譚 三木大雲 文藝春秋 3-0211047097

148
陰陽師の解剖図鑑　日本
を裏で支えた異能の者た
ち

川合章子 エクスナレッジ 3-0500902409

159 相手の身になる練習 鎌田實 小学館 3-0500865948

159
不安と折り合いをつけて
うまいこと老いる生き方

中村恒子 すばる舎 3-0500901444

159

働くオトナ女子のための
ゆるっと習慣　毎日のモ
ヤモヤプチストレスが
すーっと消える

米山彩香 学研プラス 3-0500866393

164
世界でいちばん素敵なギ
リシア神話の教室

蔵持不三也／監
修

三才ブックス 3-0500892776

164 世界の神話入門 呉茂一 講談社 3-0500892217

175

神社語辞典　神社にまつ
わる言葉をイラストと豆
知識でかしこみかしこみ
と読み解く

本村のり子 誠文堂新光社 3-0500897851

182 タイの僧院にて 青木保 青土社 3-0500901347

185
世界でいちばん素敵なお
寺の教室

松島龍戒／監修 三才ブックス 3-0500899087

文庫本 188.8
仕事も人間関係もうまく
いく放っておく力

枡野俊明 三笠書房 3-0500877893

192
日本人にとってキリスト
教とは何か　遠藤周作
『深い河』から考える

若松英輔 ＮＨＫ出版 3-0500905826

193 図説旧約聖書の考古学 杉本智俊 河出書房新社 3-0500894586

210 日本を寿ぐ　九つの講演
ドナルド・キー
ン

新潮社 3-0500879952

210 日本史の法則 本郷和人 河出書房新社 3-0500894583
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210 日本史の論点 本郷和人 扶桑社 3-0500903582

210.2
環状列石ってなんだ　御
所野遺跡と北海道・北東
北の縄文遺跡群

御所野縄文博物
館／編

新泉社 3-0500678773

210.4
鎌倉殿と執権北条氏　義
時はいかに朝廷を乗り越
えたか

坂井孝一 ＮＨＫ出版 3-0500905396

210.4
日本中世史最大の謎！鎌
倉１３人衆の真実

本郷和人 宝島社 3-0500905096

210.5
江戸城大奥をめざす村の
娘　生麦村関口千恵の生
涯

大口勇次郎 山川出版社 3-0500402975

210.6
世界の知性が語る「特別
な日本」

会田弘継 新潮社 3-0500907600

210.6 大正史講義　文化篇 筒井清忠／編 筑摩書房 3-0500898067

227
一冊でわかるトルコ史
世界と日本がわかる国ぐ
にの歴史

関眞興 河出書房新社 3-0500902308

232
シルクロードとローマ帝
国の興亡

井上文則 文藝春秋 3-0500899281

文庫本 234

ハプスブルク帝国１８０
９－１９１８　オースト
リア帝国とオーストリア
＝ハンガリーの歴史

Ａ．Ｊ．Ｐ．テ
イラー

筑摩書房 3-0500898364

235
物語パリの歴史　「芸術
と文化の都」の２０００
年

福井憲彦 中央公論新社 3-0500899652

ティーン
ズ 281

東大教授がおしえるさら
に！やばい日本史

本郷和人／監修 ダイヤモンド社 3-0500891752

289 タ
「知の巨人」立花隆のす
べて　永久保存版

文藝春秋 3-0500899933

289 ハ
約束してくれないか、父
さん　希望、苦難、そし
て決意の日々

ジョー・バイデ
ン

早川書房 3-0500904079

289 ハ
半藤一利　歴史とともに
生きる

平凡社 3-0500902272

289 ヒ
平沼騏一郎　検事総長、
首相からＡ級戦犯へ

萩原淳 中央公論新社 3-0500899651

289 メ
アンゲラ・メルケル　東
ドイツの物理学者がヨー
ロッパの母になるまで

マリオン・ヴァ
ン・ランテルゲ
ム

東京書籍 3-0500902358

290 地球の歩き方　Ｗ０９
地球の歩き方編
集室／編集

地球の歩き方 3-0500898119

290 地球の歩き方　Ｗ１０
地球の歩き方編
集室／編集

地球の歩き方 3-0500901464

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜
市南区　２０２１０７

ゼンリン 3-0500895204

291.3
鎌倉・湘南・三浦ウォー
キング　〔２０２１〕

ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500896767

293
地図でスッと頭に入る
ヨーロッパ４７カ国

ジョン・タウン
ゼント／監修

昭文社 3-0500900326

別置 記号

302.2
なぜ日本は中国のカモな
のか

石平 産経新聞出版 3-0500903316

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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302.2
私はアラブの王様たちと
どのように付き合ってい
るのか？

鷹鳥屋明 星海社 3-0500887567

302.3
地図で見るロシアハンド
ブック

パスカル・マル
シャン

原書房 3-0500893153

304
２０３０　世界の大変化
を「水平思考」で展望す
る

マウロ・ギレン 早川書房 3-0500885283

304
この国のかたちを見つめ
直す

加藤陽子 毎日新聞出版 3-0500894217

304 無理ゲー社会 橘玲 小学館 3-0500895358

304
半歩先を読む思考法　落
合陽一の見ている風景と
考えていること

落合陽一 新潮社 3-0500893010

304
立花隆最後に語り伝えた
いこと　大江健三郎との
対話と長崎大学の講演

立花隆 中央公論新社 3-0500898066

309
９９％のためのマルクス
入門

田上孝一 晶文社 3-0500894084

文庫本 311 国家と神話　上 カッシーラー 岩波書店 3-0500893421

312.1 官邸の暴走 古賀茂明 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500883303

312.1 日本を前に進める 河野太郎 ＰＨＰ研究所 3-0500902345

312.1
民主党政権未完の日本改
革

菅直人 筑摩書房 3-0500898068

312.1
墜落　「官邸一強支配」
はなぜ崩れたのか

森功 文藝春秋 3-0500905830

312.5
アメリカ副大統領　権力
への階段

ケイト・アン
ダーセン・ブラ
ウワー

白水社 3-0500902682

314
２５歳からの国会　武器
としての議会政治入門

平河エリ 現代書館 3-0500893492

316
重要証人　ウイグルの強
制収容所を逃れて

サイラグル・サ
ウトバイ

草思社 3-0500895400

318.3

こんなときどうする？地
方公務員のコンプライア
ンス　「義理チョコ」は
セーフですよね？

鵜養幸雄 ぎょうせい 3-0500888248

319
戦争はいかに終結したか
二度の大戦からベトナ
ム、イラクまで

千々和泰明 中央公論新社 3-0500893016

319.1 日韓関係史 木宮正史 岩波書店 3-0500894184

319.1
日本分断計画　中国共産
党の仕掛ける保守分裂と
選挙介入

上念司 ビジネス社 3-0500903607

319.2 ラストエンペラー習近平
エドワード・ル
トワック

文藝春秋 3-0500892990

320 こども六法の使い方 山崎聡一郎 弘文堂 3-0500902663

324
最新一番よくわかる離婚
の準備・手続き・生活設
計

森公任／監修 西東社 3-0500888921

324
相続の諸手続きと届出が
すべてわかる本　’２１
～’２２年版

河原崎弘／監修 成美堂出版 3-0500893641
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327 少年法入門 廣瀬健二 岩波書店 3-0500886319

332
クソったれ資本主義が倒
れたあとの、もう一つの
世界

ヤニス・バル
ファキス

講談社 3-0500906838

332.1
「日本型格差社会」から
の脱却

岩田規久男 光文社 3-0500891633

333

世界牛魔人　グローバ
ル・ミノタウロス
米国、欧州、そして世界
経済のゆくえ

ヤニス・バル
ファキス

那須里山舎 3-0500907267

334 幻の村　哀史・満蒙開拓 手塚孝典 早稲田大学出版部 3-0500896261

334
世界１００年カレンダー
少子高齢化する地球でこ
れから起きること

河合雅司 朝日新聞出版 3-0500905906

335.1
世界を変える５つのテク
ノロジー　ＳＤＧｓ、Ｅ
ＳＧの最前線

山本康正 祥伝社 3-0500902890

335.2
２０２７日本を変えるす
ごい会社　リニア開通－
そして、その先へ

田宮寛之 自由国民社 3-0500905392

参考書 335.4
会社四季報　２０２１年
４集（秋号）

東洋経済新報社 3-0500907980

参考書 335.4
会社四季報　未上場会社
版　２０２２年

東洋経済新報社 3-0500907982

336
Ｄａｙ１　毎日がはじま
りの日

ジャスパー・
チャン

ＰＨＰ研究所 3-0500888593

336
コンサル一年目が学ぶこ
と

大石哲之
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

3-0500184063

336

ビジョナリー・カンパ
ニーＺＥＲＯ　ゼロから
事業を生み出し、偉大で
永続的な企業になる

ジム・コリンズ 日経ＢＰ 3-0500899049

336
プロジェクトマネジメン
トの基本が面白いほど身
につく本　ポイント図解

伊藤大輔 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500898628

336
数学的思考トレーニング
問題解決力が飛躍的に
アップする４８問

深沢真太郎 ＰＨＰ研究所 3-0500840364

336.1
ＩＴコンサルティングの
基本　この１冊ですべて
わかる

克元亮／編著 日本実業出版社 3-0500878530

336.1

パーパス・ブランディン
グ　「何をやるか？」で
はなく「なぜやるか？」
から考える

齊藤三希子 宣伝会議 3-0500891628

336.1
世界の戦略図鑑　歴史を
動かした最強の叡智がイ
ラストでわかる！

佐藤優／監修 宝島社 3-0500901471

336.3
インバスケット経営思考
トレーニング　生き抜く
ための決断力を磨く

鳥原隆志 朝日新聞出版 3-0500898396

336.3

リーダーシップの教科書
ハーバード・ビジネス・
レビューリーダーシップ
論文ベスト１１　２

ハーバード・ビ
ジネス・レ
ビュー編集部／
編

ダイヤモンド社 3-0500890252

336.4
在宅勤務の最新労務対策
Ｑ＆Ａ

今西眞 労働調査会 3-0500886412
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336.4

まるごとわかるオンライ
ン就活　＃コロナ就活こ
こが知りたい！　２０２
３年度版

才木弓加 実務教育出版 3-0500887933

336.4
ワーケーションの教科書
創造性と生産性を最大化
する「新しい働き方」

長田英知 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500888856

336.4

基本と実務がよくわかる
小さな会社の給与計算と
社会保険　２１－２２年
版

青木茂人 ナツメ社 3-0500892247

336.5

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐ
ｏｗｅｒ　Ａｕｔｏｍａ
ｔｅかんたん活用ガイド
自動化ツールの大本命！

岩元直久 日経ＢＰ 3-0500901874

336.5
世界一わかりやすいＳＡ
Ｐの教科書　入門編

とく 秀和システム 3-0500901975

336.5
まるわかり！電子印鑑
知識ゼロからはじめるＤ
Ｘ　２０２１年度版

白秋社編集部／
編

白秋社 3-0500888610

336.5

ロジカルな文章の書き方
超入門　「で、結局なに
が言いたいの？」と言わ
せない

別所栄吾
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

3-0500893676

336.8
ＣＦＯポリシー　財務・
非財務戦略による価値創
造

柳良平 中央経済社 3-0500901426

336.8
推される技術　累計３億
円集めた男のクラウド
ファンディング冒険記

ｂａｍｂｏｏ 集英社 3-0500897236

336.9
事業承継・相続で困らな
い自社株対策超入門

エッサム あさ出版 3-0500892810

338
Ｑ＆Ａ３つのＮＩＳＡ徹
底活用術　こんなときど
うする？どうなる？

竹川美奈子
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500901876

338 超入門ブロックチェーン 森川夢佑斗
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500897022

338

今日からＦＩＲＥ！おけ
いどん式４０代でも遅く
ない退職準備＆資産形成
術

桶井道 宝島社 3-0500860886

338
債券のしくみがこれ１冊
でしっかりわかる教科書

土屋剛俊／監修 技術評論社 3-0500901649

339 損害保険代理店の教科書 森和彦 秀和システム 3-0500817606

341 財政学 神野直彦 有斐閣 3-0500898663

345

知っておきたい消費税
図とイラスト・事例によ
り分かりやすく解説　令
和３年版

小川勝弘／編 大蔵財務協会 3-0500878613

350
デタラメ　データ社会の
嘘を見抜く

カール・Ｔ・
バーグストロー
ム

日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500893859

参考書 350
世界国勢図会　世界がわ
かるデータブック　２０
２１／２２年版

矢野恒太記念会
／編集

矢野恒太記念会
3-0500901668
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360

不登校・ひきこもり・発
達障害・ＬＧＢＴＱ＋
生きづらさの生き方ガイ
ド　本人・家族の本音と
困りごと別相談先がわか
る本

大橋史信／共著 日本法令 3-0500888615

361.4
世間体国家・日本　その
構造と呪縛

犬飼裕一 光文社 3-0500899273

361.4

なぜ、身近な関係ほどこ
じれやすいのか？　心に
溜まったモヤモヤが晴れ
てくる！アサーティブの
魔法

森田汐生 青春出版社 3-0500753767

361.4 ニュースの未来 石戸諭 光文社 3-0500899275

364
孤独は社会問題　孤独対
策先進国イギリスの取り
組み

多賀幹子 光文社 3-0500891634

364

図解最新社会保険・労働
保険の基本と手続きがわ
かる事典　これだけは
知っておきたい！

森島大吾／監修 三修社 3-0500878958

366
盾と矛　２０３０年大失
業時代に備える「学び直
し」の新常識

ロバート・フェ
ルドマン

幻冬舎 3-0500907123

366.2

おじさんの定年前の準
備、定年後のスタート
今こそプロティアン・ラ
イフキャリア実践！

金澤美冬 総合法令出版 3-0500905467

366.2
自由にはたらく副業アイ
デア事典　好きで稼ぐ１
００種の副業を紹介

中野貴利人 ＳＢクリエイティブ 3-0500894065

367.2
限界から始まる　往復書
簡

上野千鶴子 幻冬舎 3-0500890191

367.2 女性白書　２０２１
日本婦人団体連
合会／編

ほるぷ出版 3-0500901393

367.2
女の社会史　「家」と
ジェンダーを考える１７
－２０世紀

大口勇次郎／編 山川出版社 3-0201018632

367.7
潜入・ゴミ屋敷　孤立社
会が生む新しい病

笹井恵里子 中央公論新社 3-0500890233

367.7
老いの福袋　あっぱれ！
ころばぬ先の知恵８８

樋口恵子 中央公論新社 3-0500871223

367.9

初めて「性」のことを子
どもに伝えるパパとママ
のための教科書　我が子
を守るために教えるべき
こと

川村真奈美 学研プラス 3-0500894714

368
コロナ貧困　絶望的格差
社会の襲来

藤田孝典 毎日新聞出版 3-0500895072

368 大麻の社会学 山本奈生 青弓社 3-0500895268

369.1

ケアマネジャーはらはら
日記　当年６８歳、介護
の困り事、おののきなが
ら駆けつけます

岸山真理子 三五館シンシャ 3-0500891015
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369.2
７０歳からのゆる～い筋
トレ＆ストレッチ　気持
ちいいから続けられる

山口晃二 家の光協会 3-0500892298

369.2
親の介護は知らなきゃバ
カ見ることだらけ

鳥居りんこ 双葉社 3-0500899306

参考書 369.2 障害者白書　令和３年版 内閣府／編集 勝見印刷（印刷） 3-0500905849

児童書研
究 369.2

介護とブックトーク　Ｐ
ａｒｔ２

梓加依 素人社 3-0500767711

児童書研
究 369.2

介護とブックトーク　絵
本を介護現場に届けよう

梓加依 素人社 3-0212001300

369.2
障害のある子が受けられ
る支援のすべて　一生涯
にわたる安心を！

和枝福祉会／監
修

ナツメ社 3-0500891340

369.3

市民防災読本　減災か
ら、災害死「０」へ
「新たなステージ」に
入ったわが国の「防災」
を根底から問いなおす

松井一洋 近代消防社 3-0500891673

369.3
被爆者からあなたに　い
ま伝えたいこと

日本原水爆被害
者団体協議会／
編

岩波書店 3-0500890501

369.4
子育て罰　「親子に冷た
い日本」を変えるには

末冨芳 光文社 3-0500891895

370
教えから学びへ　教育に
とって一番大切なこと

汐見稔幸 河出書房新社 3-0500894584

373

ＧＩＧＡスクール・マネ
ジメント　「ふつうの先
生」がＩＣＴを「当たり
前」に使う最先端自治体
のやり方ぜんぶ見た。

佐藤明彦 時事通信出版局 3-0500894220

375
校則を考える　歴史・現
状・国際比較

大津尚志 晃洋書房 3-0500893507

児童書研
究 376.1

このゆびとーまれ　藤田
浩子のわらべうたあそび

藤田浩子 アイ企画 3-0500078310

376.1
保育で楽しむどんぐり落
ち葉まつぼっくり製作＆
あそび

ポット編集部／
編

チャイルド本社 3-0500901001

377
とがったリーダーを育て
る　東工大「リベラル
アーツ教育」１０年の軌

池上彰 中央公論新社 3-0500898064

378
ことばの遅れが気になる
なら　接し方で子どもは
変わる

古荘純一／監修 講談社 3-0500901840

379
おうち性教育はじめます
一番やさしい！防犯・Ｓ
ＥＸ・命の伝え方

フクチマミ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500765903

379

オンラインで稼ぐ！ハン
ドメイド教室の作り方
モノづくり・お菓子・ア
ロマ…“得意”を教える
オンライン教室の先生に
なろう

マツドアケミ 内外出版社 3-0500895734
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379
キレにくい子どもを育て
る。親子のアンガーマ
ネージメント

本田恵子／編著 講談社 3-0500892148

別置指定
資料 379

集団生活が苦手な子のた
めの子育てハッピーサ
ポートＢＯＯＫ

遠藤雄策 アストラハウス 3-0500902638

383.8
最強の食材コオロギフー
ドが地球を救う

野地澄晴 小学館 3-0500894704

385 接待の手土産　２０２２
ぐるなび「接待
の手土産」編集
室／編

日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500907055

388 アイルランド妖精物語 高畑吉男 戎光祥出版 3-0500894578

388 中国怪談奇談集 多久弘一 里文出版 3-0500891115

388
怪談和尚の京都怪奇譚
続々

三木大雲 文藝春秋 3-0500803128

文庫本 389 アイヌの世界に生きる 茅辺かのう 筑摩書房 3-0500891000

別置 記号

407 学者の暴走 掛谷英紀 育鵬社 3-0500889307

410
アルキメデスの驚異の発
想法　数学と軍事

上垣渉
集英社インターナ
ショナル

3-0500897726

410
数学とはどんな学問か？
数学嫌いのための数学入
門

津田一郎 講談社 3-0500900284

411
大人のための「超」計算
小数、分数から億兆の数
の計算まで

後藤卓也 すばる舎 3-0500232854

440 古代文明と星空の謎 渡部潤一 筑摩書房 3-0500898075

ティーン
ズ 440

地球以外に生命を宿す天
体はあるのだろうか？

佐々木貴教 岩波書店 3-0500881363

449
時間の日本史　日本人は
いかに「時」を創ってき
たのか

佐々木勝浩 小学館 3-0500894939

ティーン
ズ 451

みんなが知りたい！気象
のしくみ　身近な天気か
ら世界の異常気象まで

菅井貴子
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500879394

451

極端豪雨はなぜ毎年のよ
うに発生するのか　気象
のしくみを理解し、地球
温暖化との関係をさぐる

川瀬宏明 化学同人 3-0500899065

451
図解・天気予報入門　ゲ
リラ豪雨や巨大台風をど
う予測するのか

古川武彦 講談社 3-0500907152

ティーン
ズ 451

地球温暖化を解決したい
エネルギーをどう選ぶ？

小西雅子 岩波書店 3-0500865876

468 生態学大図鑑
ジュリア・シュ
ローダー／ほか
著

三省堂 3-0500901375

ティーン
ズ 483 サンゴは語る 大久保奈弥 岩波書店 3-0500881364

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
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491 血液型と免疫力 藤田紘一郎 宝島社 3-0500897402

491
リンパのふしぎ　未病の
仕組みを解き明かす

大橋俊夫 筑摩書房 3-0500898069

493.7

図解いちばんわかりやす
い強迫性障害　強すぎる
「不安」と「無意味な行
動」の断ち切り方

原井宏明／監修 河出書房新社 3-0500901332

493.7

決定版！図解いちばんわ
かりやすい自律神経
「血流」「内臓」、自分
でコントロールできない
体の働きをリセット

小林弘幸／監修 河出書房新社 3-0500901333

493.7
認知症はよくなりますョ
患者と家族のこころを支
える治療とケア

稲葉泉 本の泉社 3-0500889381

493.8
世界を大きく変えた２０
のワクチン

齋藤勝裕 秀和システム 3-0500901976

493.8
新型コロナワクチン本当
の「真実」

宮坂昌之 講談社 3-0500900269

494

おいしい腎臓病の食事
よくわかるステージ別食
べて良いもの、控えるも
の

富野康日己／編
著

法研 3-0500878567

参考書 498
国民衛生の動向　２０２
１／２０２２

厚生労働統計協
会／編集

厚生労働統計協会 3-0500910973

498.3
自分の免疫力を知る方法
毎日を快適に過ごすため
に

廣川勝昱 あさ出版 3-0500905073

498.5
イラスト＆図解知識ゼロ
でも楽しく読める！たん
ぱく質のしくみ

佐々木一／監修 西東社 3-0500903684

498.5

口に入れるな、感染す
る！　危ない微生物によ
る健康リスクを科学が明
かす

ポール・ドーソ
ン

インターシフト 3-0500903259

498.6
最悪の予感　パンデミッ
クとの戦い

マイケル・ルイ
ス

早川書房 3-0500890995

498.8

リモート疲れとストレス
を癒す「休む技術」　オ
ンラインワークの心と身
体をケアする５６のコツ

西多昌規 大和書房 3-0500898453

499
医師が教える薬のトリセ
ツ

橋本将吉 自由国民社 3-0500896164

509

最新生産工場のＤＸ〈デ
ジタルトランスフォー
メーション〉がよ～くわ
かる本　デジタル変革推
進のための知識と実践

山口俊之 秀和システム 3-0500895317

513
トコトンやさしい建設機
械の本

宮入賢一郎 日刊工業新聞社 3-0500896122

518.5
ごみ収集とまちづくり
清掃の現場から考える地
方自治

藤井誠一郎 朝日新聞出版 3-0500897794
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520
建築現場用語図鑑　工事
の流れがわかる！
オールカラー版

上野タケシ ナツメ社 3-0500897870

527

はじめてのマイホーム建
て方・買い方完全ガイド
心地いい暮らしをつくる
２０２１－２０２２

佐川旭／監修 エクスナレッジ 3-0500904632

527
図説英国の住宅　住まい
に見るイギリス人のライ
フスタイル

山田佳世子 河出書房新社 3-0500879668

527
日本の住宅１００年　語
り継ぎたい、わたしの
「家」の話

平凡社 3-0500889266

情報科学 547.4

Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｌｏｕ
ｄのしくみと技術がこれ
１冊でしっかりわかる教
科書

ｇｒａｓｙｓ 技術評論社 3-0500903300

情報科学 548

Ｐｙｔｈｏｎコンピュー
タシミュレーション入門
人文・自然・社会科学の
数理モデル

橋本洋志／共著 オーム社 3-0500869653

556

図解でわかる！空母のす
べて　歴史、構造から戦
い方まで！“海の最強兵
器”を詳解

白石光
ワン・パブリッシン
グ

3-0500893651

556
戦艦大和の収支決算報告
建造費・維持費・戦費か
ら見た戦艦大和

青山誠 彩図社 3-0500894248

576
化粧品業界のしくみと仕
事がこれ１冊でしっかり
わかる教科書

廣瀬知砂子 技術評論社 3-0500905071

588

ウイスキー・ウーマン
バーボン、スコッチ、ア
イリッシュ・ウイスキー
と女性たちの知られざる
歴史

フレッド・ミ
ニック

明石書店 3-0500898986

588

最新　食品業界の動向と
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

中村恵二 秀和システム 3-0500810121

589
高くても売れる！ハンド
メイド作家ブランド作り
の教科書

マツドアケミ 同文舘出版 3-0500901416

別置 記号

590
すっきり暮らすためのも
の選びのコツ

柳沢小実 大和書房 3-0500907668

593.3

基礎から楽しく学ぶ
ファッション画　人物・
アイテム・コーディネー
トの描き方

木村知世
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500902645

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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593.3

初心者さんのためのかん
たん服作りバイブル
ちょっとゆる～い解説、
でもできあがりはバッチ
リのソーイングレシピ！

ブティック社 3-0500895711

593.8
魔法のクローゼット　５
０代になった娘が選ぶ母
のお洋服

くぼしまりお ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500895822

594.2
ＷＯＯＬ　ＳＴＩＴＣＨ
素朴で優しいウール糸の
刺繍図案

樋口愉美子 主婦と生活社 3-0500901920

594.2

こぎん刺し連続模様図案
集８８　並べて、組み合
わせて伝統模様をさらに
楽しむ
基礎レッスンつき

植木友子 日本ヴォーグ社 3-0500902590

594.3

あみぐるみが編みたくな
る糸のあみぐるみ　ふわ
ふわでやわらかい！かぎ
針で編む

アップルミンツ（Ｅ
＆Ｇクリエイツ）

3-0500902339

594.3

はじめてでもかわいく作
れるかぎ針編みの赤ちゃ
んニット　たっぷり４３
作品

リトルバード／
編

西東社 3-0500903689

594.3
男女共通で使える！かぎ
針で編む帽子・マフ
ラー・スヌード

アップルミンツ（Ｅ
＆Ｇクリエイツ）

3-0500901433

596

基本調味料で作る体にい
いスープ　◎体をいたわ
る◎具だくさん◎簡単美
味

齋藤菜々子 主婦と生活社 3-0500822138

596.3

簡単にはじめる手作り燻
製　初心者でもいきなり
大成功！燻製道士式６４
レシピ。

燻製道士 世界文化ブックス 3-0500896192

596.3

野菜がおいしい減塩おか
ず　塩分１日６ｇ
切る、ゆでる、あえるだ
けの“まとめ作り”が大
活躍！

みないきぬこ／
料理

女子栄養大学出版部 3-0500901082

596.6

「エスプリ・ド・ビゴ」
のホームベーカリーで食
パンレシピ　お店みたい
なパンがおうちで焼け
る！

藤森二郎 世界文化社 3-0500824337

596.6
おいしい理由がつまって
るわたしの好きな１０の
お菓子

若山曜子 文化学園文化出版局 3-0500861199

596.6 チーズのケーキ３４ 髙橋教子
アップルミンツ（Ｅ
＆Ｇクリエイツ）

3-0500901435

596.6
はじめまして韓国カフェ
スイーツ

福本美樹 家の光協会 3-0500884499
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596.6
ホームベーカリーで作る
高級専門店のパン

荻山和也 主婦の友社 3-0500831685

596.6
もっと！魔法のてぬきお
やつ　材料２つから！
オーブン不使用！

てぬキッチン ワニブックス 3-0500850701

子育て 598
らくらくあんしん妊娠・
出産

荻田和秀／監修 学研プラス 3-0500901578

子育て 599 らくらくあんしん離乳食
小池澄子／監
修・指導

学研プラス 3-0500901579

601 好循環のまちづくり！ 枝廣淳子 岩波書店 3-0500871841

610 農の明日へ 山下惣一 創森社 3-0500890023

611

食と農のプチ起業　シェ
アキッチン、ＳＮＳ、Ｅ
Ｃサイトをフル活用する
幸福なプチ起業家９人Ｉ
ＮＴＥＲＶＩＥＷ

小野淳 イカロス出版 3-0500887596

611

都市農家・地主の税金ガ
イド　経営者と後継者の
ために　令和３年度
正しい税金の知識こそ、
節税への近道

清田幸弘／編著 税務研究会出版局 3-0500887207

611

農家の未来はマーケティ
ング思考にある　ＥＣ・
直売・輸出売れるしくみ
の作り方

折笠俊輔 イカロス出版 3-0500885427

612
農業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

窪田新之助 技術評論社 3-0500791843

615
川口由一自然農　完全版
農薬を使わず、耕さない
野菜と米のつくり方

川口由一／監修
ワン・パブリッシン
グ

3-0500894772

615

農家が教える鳥獣害対策
あの手この手　イノシ
シ・シカ・サル・カラ
ス・ネズミ・モグラ・ハ
クビシン・アライグマ・
ヌートリア

農文協／編 農山漁村文化協会 3-0500661581

626
〇×写真でわかるおいし
い野菜の生育と診断

高橋広樹 農山漁村文化協会 3-0500895042

626
観て楽しい育てて美味し
い野菜の再生栽培

大橋明子 産業編集センター 3-0500891387

626
農家が教えるタネ採り・
タネ交換

農文協／編 農山漁村文化協会 3-0500894689

627
秘密のバルコニーガーデ
ン　１２カ月の愉しみ
方・育て方

松本路子／文・
写真

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500902964

645
いちばんよくわかる！猫
の飼い方・暮らし方

岩下理恵／監修 成美堂出版 3-0500893640

673
小売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

中井彰人 技術評論社 3-0500901087

参考書 682 国土交通白書　２０２１ 国土交通省／編 サンワ 3-0500906958
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686 東急のすべて
「旅と鉄道」編集部
／編

3-0500892750

参考書 689 観光白書　令和３年版
国土交通省観光
庁／編

日経印刷 3-0500906961

別置 記号

702
ニッポンの芸術のゆくえ
なぜ、アートは分断を生
むのか？

平田オリザ 青幻舎 3-0500887834

704

みんなの現代アート　大
衆に媚を売る方法、ある
いはアートがアートであ
るために

グレイソン・ペ
リー

フィルムアート社 3-0500901629

別置指定
資料 707

目の見えない白鳥さんと
アートを見にいく

川内有緒
集英社インターナ
ショナル

3-0500904053

721
小早川秋聲旅する画家の
鎮魂歌（レクイエム）

求龍堂 3-0500899962

721
文化史よりみた東洲斎写
楽　なぜ寛政六年に登場
したのか

岡林みどり 清水書院 3-0500899676

723 美貌のひと　２ 中野京子 ＰＨＰ研究所 3-0500898445

723 藤田嗣治パリを歩く 清水敏男 東京書籍 3-0500902350

725
万年筆画の教科書　ス
ケッチから作品まで

古山浩一 東京美術 3-0500898423

726
よしながふみ『大奥』を
旅する

平凡社 3-0500898286

727 フォントの話をしよう
パイインターナショ
ナル

3-0500901386

728 これでおしまい 篠田桃紅 講談社 3-0500866339

748
世界の不思議な街の空か
ら

パイインターナ
ショナル／編著

パイインターナショ
ナル

3-0500899028

748
ＨＯＰＥ　２０２０－
変わらない日常と明日へ
の言葉

ハービー・山口 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500903209

754.9
水引アート心魅かれる花
を結ぶ

梶政華 日貿出版社 3-0500886021

756 日本刀の驚くべき技術 齋藤勝裕
シーアンドアール研
究所

3-0500893061

759
生きがいのボランティア
おもちゃドクター　こわ
れたおもちゃ直します！

市来歳世彦 梟社 3-0500889367

760
古くて素敵なクラック・
レコードたち

村上春樹 文藝春秋 3-0500886487

別置指定
資料 762.1

僕が奇跡を起こせた方法
７本指のピアニスト

西川悟平 ロングセラーズ 3-0500901634

762.8

クラシック作曲家列伝
バッハからラヴェルまで
１２人の天才たちの愉快
な素顔

やまみちゆか／
絵・文

マール社 3-0500893468

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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ティーン
ズ 763

ボカロＰになりたい！一
番やさしい作曲入門

ｇｃｍｓｔｙｌ
ｅ（アンメルツ
Ｐ）／監修

宝島社 3-0500887500

764

ボヘミアン・ラプソ
ディ」の謎を解く　“カ
ミングアウト・ソング”
説の真相

菅原裕子 光文社 3-0500899634

772
ロスト・イン・パンデ
ミック　失われた演劇と
新たな表現の地平

早稲田大学坪内
博士記念演劇博
物館／監修

春陽堂書店 3-0500887594

775

いつも心にタカラヅ
カ！！　読んで楽しむ宝
塚歌劇演目ガイド１２３
選

牧彩子 平凡社 3-0500901902

文庫本 778 ジブリアニメを心理分析 清田予紀 三笠書房 3-0500895351

778
ジャパニメーションの成
熟と喪失　宮崎駿とその
子どもたち

杉田俊介 大月書店 3-0500901074

778
スタジオジブリの想像力
地平線とは何か

三浦雅士 講談社 3-0500903188

778
細田守とスタジオ地図の
１０年

キネマ旬報社 3-0500897668

778

最新　映画産業の動向と
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

中村恵二 秀和システム 3-0500902956

780
アスリートのためのス
ポーツ栄養学　栄養の基
本と食事計画

柳沢香絵／監修 学研プラス 3-0500888329

780
オリンピック選手直伝！
競技で結果を出す食事術

髙山樹里 産業編集センター 3-0500899298

780
スポーツと法　オリン
ピック・パラリンピック
から考える

早川吉尚／編 有斐閣 3-0500892749

780

初めて携わるメディカル
スタッフのための障がい
者スポーツ　レクリエー
ションレベルから競技レ
ベルまでのケアとサポー
トの実践術

青木隆明／編集 メジカルビュー社 3-0500896110

780
女性コーチ　それぞれの
歩み

小谷究／編著 流通経済大学出版会 3-0500902634

780

障害者スポーツを取巻く
社会的環境に関する調査
研究　障害者スポーツ選
手キャリア、コロナ禍の
影響、ユニ★スポ体験の
効果、に着目して　２０
２０（令和２）年度

ヤマハ発動機ス
ポーツ振興財団

ヤマハ発動機スポー
ツ振興財団

3-0500876881

780
東京オリンピック２０２
０　特別報道写真集

共同通信社 3-0500898967

783.4
キックオフの笛が聞こえ
る　日本のラグビーは横
浜から始まった

長井勉 丸善プラネット 3-0500895284
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783.6

卓球語辞典　卓球にまつ
わる言葉をイラストと豆
知識でピンポンと読み解
く

伊藤条太 誠文堂新光社 3-0500899097

795
指導のプロが初段に導く
囲碁・好手と悪手の違い

足立泰彦 マイナビ出版 3-0500901899

795 布石の基本　厳選９９問 高尾紳路／監修 池田書店 3-0500905859

796
捨て駒なし！はじめての
３手詰

甲斐日向 マイナビ出版 3-0500898484

798

みんなで楽しむｅスポー
ツ　多様性とＩＣＴの時
代に即した新しいスポー
ツの可能性

田簔健太郎／編 山川出版社 3-0500902609

809 朗読ワークショップ 青木裕子
アーツアンドクラフ
ツ

3-0500889450

809
話力１日１０分集中講義
「わかる」でなく「でき
る」になる

日本話し方協会 毎日新聞出版 3-0500886817

815
大人のための敬語の使い
方ＢＯＯＫ　新人からベ
テランまで使える

佐藤幸一 総合法令出版 3-0500890596

816
ライティングの哲学　書
けない悩みのための執筆
論

千葉雅也 星海社 3-0500894614

別置 記号

郷土資料 016

横浜市立図書館運営実行
プラン　２０１９（令和
元）年度～２０２２（令
和４）年度

〔横浜市中央図
書館企画運営
課〕／〔編〕

横浜市立図書館 3-0500898248

郷土資料 069

ぐるりかながわミュージ
アムマップ　西湘・湘南
地域特集　２０２０－２
０２１　ＫＡＮＡＧＡＷ
Ａ　Ｍｕｓｅｕｍ　ｍａ
ｐ

神奈川県博物館
協会／〔編〕

神奈川県博物館協会 3-0500895196

郷土資料 210.2
港北ニュータウン地域内
埋蔵文化財調査報告　５
３

横浜市ふるさと
歴史財団埋蔵文
化財センター／
編

横浜市教育委員会 3-0500879126

郷土資料 210.2
洲干島遺跡（本町六丁目
～北仲通六丁目地区）資
料集

横浜市ふるさと
歴史財団埋蔵文
化財センター／
編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500879125

郷土資料 213
横浜野毛　闇市から大道
芸のまちへ

野毛地区街づく
り会／編

野毛地区街づくり会
野毛地区振興事業協
同組合

3-0500876242

郷土資料 213
報告書　ＹＯＫＯＨＡＭ
Ａ　１９６８・１９８９
戦後の転換点

横浜市ふるさと
歴史財団近現代
歴史資料課市史
資料室担当／編

横浜市史資料室 3-0500867692

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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郷土資料 291.3

Ｙｏｋｏｈａｍａ　Ｅｘ
ｐｒｅｓｓ　横浜を知り
学び　深める　〔２０２
０年度版〕〔中学生用副
読本〕

横浜市教育委員
会／〔編〕

横浜市教育委員会 3-0500899460

郷土資料 318.4 市会のしおり　２０２１
横浜市会議会局
／〔編〕

横浜市会議会局 3-0500895156

郷土資料 349
市税賦課額調　令和３年
度

横浜市財政局主
税部税務課／
〔編〕

横浜市財政局主税部
税務課

3-0500904966

郷土資料 369.1
横浜市福祉調整委員会運
営状況報告書　令和２年
度

横浜市福祉調整
委員会／〔編〕

〔横浜市健康福祉局
相談調整課〕

3-0500899466

郷土資料 369.4
ひとり親家庭のしおり
親子を、みんなで応援し
ます　令和３年度版

横浜市こども青
少年局こども福
祉保健部こども
家庭課／〔編〕

横浜市こども青少年
局こども福祉保健部
こども家庭課

3-0500897921

郷土資料 374
横浜の先生になりたい！
高校生みさきの教師体験
記

横浜市教育委員
会事務局教職員
育成課／〔編〕

横浜市教育委員会事
務局教職員育成課

3-0500899188

郷土資料 518.5 事業概要　令和３年度
横浜市資源循環
局政策調整部政
策調整課／編

横浜市資源循環局政
策調整部政策調整課

3-0500904965

郷土資料 773 久良岐能舞台　宮越記念
宮越記念久良岐能舞
台

3-0500899459

郷土資料 799

ＤＡＮＣＥ　ＤＡＮＣＥ
ＤＡＮＣＥ　＠　ＹＯＫ
ＯＨＡＭＡ　ＦＥＳＴＩ
ＶＡＬ　ＬＥＡＦＬＥＴ
２０２１

〔横浜アーツ
フェスティバル
実行委員会〕／
〔編〕

〔横浜アーツフェス
ティバル実行委員
会〕

3-0500891813

郷土資料 911.3 ひかりの筐　句集 小池とも子 角川文化振興財団 3-0500885829

「あたらしく入った本」11月号は、令和3年9月から令和3年10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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