
別置

910
もう一度読みたい日本の古典
文学

三宅晶子 勉誠社 3-0500896640

911.1
基礎からわかるはじめての短
歌上達のポイント

高田ほのか
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500879392

911.5 表札 石垣りん 童話屋 3-0500896735

ティー
ンズ

913.6 夜に駆ける 星野舞夜 双葉社 3-0500814153

文庫 913.6 ほろよい読書 織守きょうや 双葉社 3-0500896652

文庫 913.6 ア 鎌倉うずまき案内所 青山美智子 宝島社 3-0500867281

文庫 913.6 ア 図書館危機 有川浩 角川書店 3-0211035080

文庫 913.6 ア 図書館内乱 有川浩 角川書店 3-0211028076

913.6 ア 翼の翼 朝比奈あすか 光文社 3-0500908562

913.6 ア 三毛猫ホームズの懸賞金 赤川次郎 光文社 3-0500886361

913.6 ア 舞風のごとく あさのあつこ 文藝春秋 3-0500914310

913.6 イ ペッパーズ・ゴースト 伊坂幸太郎 朝日新聞出版 3-0500910533

ティー
ンズ

913.6 イ
なんで洞窟に壁画をかいた
の？

五十嵐ジャンヌ 新泉社 3-0500847245

文庫 913.6 イ
琥珀の夢　下　小説鳥井信治
郎

伊集院静 集英社 3-0500791378

文庫 913.6 イ 耽美と憧憬の泉鏡花 小説篇 泉鏡花 双葉社 3-0500904899

文庫 913.6 イ
ＮＩＧＨＴ　ＨＥＡＤ　2041
下

飯田譲治 講談社 3-0500906801

文庫 913.6 ウ 結盟 上田秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500863558

文庫 913.6 ウ 謁見 上田秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500907106

913.6 ウ 月と日の后 冲方丁 PHP研究所 3-0500907735

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

電話045(901)1225

あたらしく入った本
2021年12月
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ティー
ンズ

913.6 エ 流しのしたの骨 江國香織 新潮社 3-0199054267

ティー
ンズ

913.6 カ ソードアート・オンライン26 川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500912037

文庫 913.6 カ 汝（きみ）よさらば　5 門田泰明 祥伝社 3-0500897713

文庫 913.6 コ わが名はオズヌ 今野敏 小学館 3-0500903570

913.6 コ ボーダーライト 今野敏 小学館 3-0500915392

文庫 913.6 サ 陰の人 佐伯泰英 光文社 3-0500913116

文庫 913.6 サ 雲雀の太刀 佐々木裕一 講談社 3-0500914554

913.6 サ アイスクライシス 笹本稜平 徳間書店 3-0500901679

文庫 913.6 シ 花神　上 司馬遼太郎 新潮社 3-0203006594

913.6 シ 失われた岬 篠田節子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500917791

913.6 シ すべての神様の十月　2 小路幸也 PHP研究所 3-0500905141

913.6 シ 倒産続きの彼女 新川帆立 宝島社 3-0500911821

913.6 シ
かぞえきれない星の、その次
の星

重松清 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500907249

913.6 タ おとぎカンパニー　妖怪編 田丸雅智 光文社 3-0500841296

913.6 タ 水たまりで息をする 高瀬隼子 集英社 3-0500891620

文庫 913.6 タ ショートショートＢＡＲ 田丸雅智 光文社 3-0500777871

文庫 913.6 タ ショートショート列車 田丸雅智 光文社 3-050890951

文庫 913.6 ツ 斬雪 辻堂魁 祥伝社 3-0500913481

913.6 ツ 闇祓 辻村深月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500917783

913.6 ト 幻の旗の下に 堂場瞬一 集英社 3-0500916733

913.6 ト 7.5グラムの奇跡 砥上裕將 講談社 3-0500912416

913.6 ト 指切りパズル 鳥飼否宇 南雲堂 3-0500910264

913.6 ナ 嗤う淑女二人 中山七里 実業之日本社 3-0500904073
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文庫 913.6 ナ 北条政子 永井路子 文藝春秋 3-0500843304

文庫 913.6 ニ 銀嶺の人　上 新田次郎 新潮社 3-0500530737

文庫 913.6 ニ 銀嶺の人　下 新田次郎 新潮社 3-0212008804

913.6 ニ 夜が明ける 西加奈子 新潮社 3-0500915394

文庫 913.6 ハ 本所おけら長屋　17 畠山健二 PHP研究所 3-0500908722

913.6 ハ 果ての海 花房観音 新潮社 3-0500902916

文庫 913.6 ヒ 失せ物屋お百　〔2〕 廣嶋玲子 ポプラ社 3-0500810408

913.6 フ 名画小説 深水黎一郎 河出書房新社 3-0500901337

913.6 フ 朝と夕の犯罪 降田天 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500909831

913.6 フ カミサマはそういない 深緑野分 集英社 3-0500909027

文庫 913.6 ホ
紙屋ふじさき記念館　故郷の
色海の色

ほしおさなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500900249

ティー
ンズ

913.6 ホ 妄想銀行 星新一 新潮社 3-0500530708

913.6 ホ フェイクフィクション 誉田哲也 集英社 3-0500919874

913.6 ヌ 邯鄲の島遥かなり　上 貫井徳郎 新潮社 3-0500901852

913.6 マ レインメーカー 真山仁 幻冬舎 3-0500917390

913.6 ミ ヴァイタル・サイン 南杏子 小学館 3-0500899735

文庫 913.6 ミ いのちの停車場 南杏子 幻冬舎 3-0500867798

文庫 913.6 ミ 風が強く吹いている 三浦しをん 新潮社 3-0209047809

913.6 ヤ ミラーワールド 椰月美智子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500892720

913.6 ユ らんたん 柚木麻子 小学館 3-0500917211

913.6 ユ 救国ゲーム 結城真一郎 新潮社 3-0500915632

914 オ 我は、おばさん 岡田育 集英社 3-0500882377

914 カ 九十歳のラブレター 加藤秀俊 新潮社 3-0500887030
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文庫 914 ス 杉浦日向子ベスト・エッセイ 杉浦日向子 筑摩書房 3-0500906128

文庫 933 ホ ヨルガオ殺人事件　上
アンソニー・ホロ
ヴィッツ

東京創元社 3-0500905881

文庫 933 ホ ヨルガオ殺人事件　下
アンソニー・ホロ
ヴィッツ

東京創元社 3-0500905882

933 マ 鏡と光　上
ヒラリー・マンテ
ル

早川書房 3-0500907631

933 マ 鏡と光　下
ヒラリー・マンテ
ル

早川書房 3-0500907632

933 東京ゴースト・シティ
バリー・ユアグ
ロー

新潮社 3-0500909793

963 赤い魚の夫婦
グアダルーペ・
ネッテル

エディマン 3-0500900298

文庫 983 戦争と平和　6 トルストイ 光文社 3-0500905784

別置

情報科
学

007.1
最短コースでわかるPyTorch＆
深層学習（ディープラーニン
グ）プログラミング

赤石雅典 日経BP 3-0500907261

007.3
AIエンジニアの実務と知識が
これ1冊でしっかりわかる教科
書

AIエンジニア研究
会

技術評論社 3-0500852358

情報科
学

007.6
エキスパートPythonプログラ
ミング

Michaｌ Jaworski ドワンゴ 3-0500895085

014 図書館情報資源概論 岸田和明 樹村房 3-0500776793

014 情報資源組織論 田窪直規 樹村房 3-0500780597

ティー
ンズ

019 10代のための読書地図 本の雑誌編集部 本の雑誌社 3-0500888554

019 "グリムおばさん”とよばれて
シャルロッテ・ル
ジュモン

こぐま社 3-0500905174

019 わたしのなつかしい一冊 池澤夏樹 毎日新聞社 3-0500895069

019 科学絵本の世界100 平凡社 3-0500855077

021 著作権法入門 島並良 有斐閣 3-0500866044

024
青森の八戸にある小さな本屋
さんの猫がかわいいポップの
本

ポプ担 小学館 3-0500890525

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和3年8月
号

毎日新聞社 3-0500910426

146.8 心はどこへ消えた？ 東畑開人 文藝春秋 3-0500904091

192 キリスト教とシャーマニズム 崔吉城 筑摩書房 3-0500905117

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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193 どう読むか、新約聖書 青野太潮 ヨベル 3-0500843075

201 歴史とはなにか 鈴木董 山川出版社 3-0500903261

202
日本列島四万年のディープヒ

ストリー
森先一貴 朝日新聞出版 3-0500897793

210.4 室町は今日もハードボイルド 清水克行 新潮社 3-0500885321

210.7 大東亜戦争の事件簿 早坂隆 育鵬社 3-0500892638

221
知れば知るほど面白い朝鮮王
朝の歴史と人物

康熙奉 実業之日本社 3-0500903674

227 物語イスタンブールの歴史 宮下遼 中央公論新社 3-0500908140

227 アケメネス朝ペルシア 阿部拓児 中央公論新社 3-0500908137

239 ユーゴスラヴィア現代史 柴宜弘 岩波書店 3-0500902867

ティー
ンズ

281
なぜ私たちは理系を選んだの
か

桝太一 岩波書店 3-0500881362

290 地図帳の深読み100年の変遷 今尾恵介 帝国書院 3-0500901828

カウン
ター

291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市青
葉区　202109

ゼンリン 3-0500910412

291.3 横浜・鎌倉半日さんぽ 清野博 昭文社 3-0500900982

別置

302.2 インドネシア 加藤久典 筑摩書房 3-0500898072

304 破壊者たちへ 青木理 毎日新聞社 3-0500910158

304 AI支配でヒトは死ぬ。 養老孟司 ビジネス社 3-0500908682

309
コミュニティ・オーガナイジ
ング

鎌田華乃子 英治出版 3-0500829724

参考書 314 国会便覧　令和3年8月新版
シュハリ・イニシア
ティブ

3-0500906965

314 それでも選挙に行く理由
アダム・プシェ
ヴォスキ

白水社 3-0500908211

315 中国共産党暗黒の百年史 石平 飛鳥新社 3-0500887962

316 新・21世紀の人権 江原由美子 神奈川人権センター 3-0500898665

317 警察庁長官 野地秩嘉 朝日新聞出版 3-0500906117

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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317 警視庁公安部外事課 勝丸円覚 光文社 3-0500908550

318.2
それはダイヤモンド・プリン
セス号から始まった！

黒岩祐治 IDP出版 3-0500901316

318.6 コミュニティ自治の未来図 大杉覚 ぎょうせい 3-0500894969

324
図解最新不動産登記の基本と
実務がわかる事典

中村啓一 三修社 3-0500893516

324
図解いちばん親切な家族信託
の本

宮田浩志 ナツメ社 3-0500906177

330.4
投資家が「お金」よりも大切
にしていること

藤野英人 星海社 3-0500025581

331 自由と成長の経済学 柿埜真吾 PHP研究所 3-0500898444

参考書 334 土地白書　令和3年版 国土交通省 勝美印刷 3-0500911171

335
個人事業と株式会社のメリッ
ト・デメリットがぜんぶわか
る本

関根俊輔 新星出版社 3-0500902594

335 会社がなくなる！ 丹羽宇一郎 講談社 3-0500907143

335.3 ウルトラニッチ 川内イオ freee出版 3-0500911088

336 データドリブン脱炭素経営 筒見憲三
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500907238

336.1 観察力の鍛え方 佐渡島庸平 SBクリエイティブ 3-0500904825

336.3 課長2.0 前田鎌利 ダイヤモンド社 3-0500905055

336.4
テレワーク導入のための就業
規則作成・変更の実務

池内康裕 清文社 3-0500894668

336.4 説明の一流、二流、三流 桐生稔 明日香出版社 3-0500891327

338 データエコノミー入門 野口悠紀雄 PHP研究所 3-0500914920

338
年率10％達成する！プロの
「株」勉強法

栫井駿介
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500880319

338 日本金融百年史 横山和輝 筑摩書房 3-0500898070

361.4 世論調査の真実 鈴木督久
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500905158

361.5
シン・モノガタリ・ショウ
ヒ・ロン

大塚英志 星海社 3-0500902414

361.8 格差と分断の社会地図 石井光太 日本実業出版社 3-0500902374

366.3
これ1冊でぜんぶわかる！労働
時間制度と36協定

神内伸浩 労務行政 3-0500895013
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367.1 生きるためのフェミニズム 堅田香緒里 タバブックス 3-0500898369

367.2
ルポコロナ禍で追いつめられ
る女性たち

飯島裕子 光文社 3-0500906816

367.5
「非モテ」からはじめる男性
学

西井開 集英社 3-0500892621

367.7
高齢者を身近な危険から守る
本

森透匡 池田書店 3-0500900091

369.1
図解　福祉の法律と手続きが
わかる事典

若林美佳 三修社 3-0500899992

別置指
定資料

369.2
発達障害に関わる人が知って
おきたいサービスの基本と利
用のしかた

浜内彩乃 ソシム 3-0500902627

369.2 認知症に備える 中澤まゆみ 自由国民社 3-0500909446

369.2
障害者総合支援法がよ～くわ
かる本

福祉行政法令研究
会

秀和システム 3-0500902955

別置指
定資料

369.2 障害をもつ人の生涯学習支援 小林繫 旬報社 3-0500893911

369.2
都市高齢者の介護・住まい・
生活支援

宮澤仁 明石書店 3-0500907688

369.2 ハザードランプを探して 藤田和恵 扶桑社 3-0500903193

369.3
おうち避難のためのマンガ防
災図鑑

草野かおる 飛鳥新社 3-0500902988

369.4 よくわかる子ども家庭支援論 橋本真紀 ミネルヴァ書房 3-0500902332

370 学校ってなんだ！ 工藤勇一 講談社 3-0500900268

371 ルソー　エミール 永見文雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500901446

376.1
0～5歳児ケガと病気の予防・
救急まるわかり安心ＢＯＯＫ

高見剛 ナツメ社 3-0500891303

374 PTAモヤモヤの正体 堀内京子 筑摩書房 3-0500907624

375
できる Microsoft Teams for
Education すぐに始めるオン
ライン授業

清水理史 インプレス 3-0500859333

児童書
研究

376.1
おはなし会で楽しむ手ぶくろ
人形

保育と人形の会 児童図書館研究会 3-0500878899

児童書
研究

376.1
映像で見る0・1・2歳のふれあ
いうた・あそびうた

汐見稔幸 エイデル研究所 3-0207019994

ティー
ンズ

376.4 輝けきみの明日［2022］
神奈川県教育委員
会教育局指導部高
校教育課

神奈川県厚生福利振興
会

3-0500914707

ティー
ンズ

376.8 農学部 佐藤成美 ぺりかん社 3-0500896747

ティー
ンズ

376.8 経済学部 山下久猛 ぺりかん社 3-0500876364
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ティー
ンズ

376.8 国際学部 三井綾子 ぺりかん社 3-0500865593

377 わが体験的キリスト教論 渡部昇一 ビジネス社 3-0500915754

379
思考力・読解力・伝える力が
伸びるハーバードで学んだ最
高の読み聞かせ

加藤映子 かんき出版 3-0500826892

383.8 食で読むヨーロッパ史2500年 遠藤雅司 山川出版社 3-0500902622

384 江戸の旅行の裏事情 安藤優一郎 朝日新聞出版 3-0500913569

文庫 388 言霊の民俗誌 野本寛一 講談社 3-0500892218

391 第二次大戦、諜報戦秘史 阿部伸 PHP研究所 3-0500906881

391 陸軍中野学校全史 斎藤充功 論創社 3-0500902636

392
現実主義者のための安全保障
のリアル

兼原信克 ビジネス社 3-0500911158

395 軍港都市の一五〇年 上杉和央 吉川弘文館 3-0500908272

別置

文庫 402 センス・オブ・ワンダー
レイチェル・カー
ソン

新潮社 3-0500902576

ティー
ンズ

404 理系の「なぜ？」がわかる本 小谷太郎 青春出版社 3-0500886357

ティー
ンズ

410 深堀り！中学数学 坂間千秋 岩波書店 3-0500879269

ティー
ンズ

420
確かめてナットク！物理の法
則

ジョー・ヘルマン
ス

岩波書店 3-0500871842

ティー
ンズ

430
「ロウソクの科学」が教えて
くれること

マイケル・ファラ
デー

SBクリエイティブ 3-0500649659

493.7
「しなくていいこと」を決め
ると、人生が一気にラクにな
る

本田秀夫 ダイヤモンド社 3-0500905056

ティー
ンズ

457
恐竜博士のめまぐるしくも愉
快な日常

真鍋真 ブックマン社 3-0500707553

文庫 486 働かないアリに意義がある 長谷川英祐 山と溪谷社 3-0500902438

490 心とからだの倫理学 佐藤岳詩 筑摩書房 3-0500898074

493.2
図解最新医学でわかった突然
死にならない方法

高沢謙二 エクスナレッジ 3-0500907749

493.6
原因不明の腰痛は自律神経が9
割

小林弘幸 日本文芸社 3-0500902930

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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別置指
定資料

493.7
ちょっとしたことでうまくい
く発達障害の女性が上手に生
きるための本

沢口千寛 翔泳社 3-0500904839

ティー
ンズ

493.7
10代のためのもしかして摂食
障害？と思った時に読む本

おちゃずけ 合同出版 3-0500893519

493.7 適応障害の真実 和田秀樹 宝島社 3-0500907720

493.7 強迫症を治す 亀井士郎 幻冬舎 3-0500910079

496
肺炎・ウイルス感染症になら
ないのど・鼻の粘膜の整え方

浦長瀬昌宏 主婦の友社 3-0500902380

496
鼻専門医が教える「熟睡」を
手にする最高の方法

黄川田徹
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500861896

496
眼科医だけが知っている一生
視力を失わない50の習慣

平松類 SBクリエイティブ 3-0500904822

498.3
面白いほどわかる免疫の新常
識

奥村康 宝島社 3-050903473

498.3 最高の体調を引き出す超肺活 小林弘幸 アスコム 3-0500863711

498.5 医師がすすめる小食ライフ 石黒成治
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500885410

498.8
この会社ムリと思いながら辞
められないあなたへ

井上智 WAVE社 3-0500908613

499 日本の精油と世界の精油 長島司
フレグランスジャーナ
ル社

3-0500904727

502 世界を変える100の技術 日経BP 日経BP 3-0500912498

507
工学系のための伝わるライ
ティング入門

伊津野知 森北出版 3-0500902408

509
知識ゼロからわかる物流セン
ターの基本

刈屋大輔 ソシム 3-0500906144

516
トコトンやさしい新幹線技術
の本

辻村功 日刊工業新聞社 3-0500880737

ティー
ンズ

519
最近、地球が暑くてクマって
ます。

水野敬也 文響社 3-0500905430

519.3
地球の未来のために僕が決断
したこと

ビル・ゲイツ 早川書房 3-0500899389

ティー
ンズ

520
世界でいちばん素敵な建築の
教室

田所辰之助 三才ブックス 3-0500707115

524
プロでも意外に知らない（木
の知識）

林知行 学芸出版社 3-0500869682

527
世界で一番やさしい木造3階建
て

齊藤年男 エクスナレッジ 3-0500901457

527 緑と住む。 エクスナレッジ 3-0500905952

538 ジェット旅客機進化論 浜田一穂 イカロス出版 3-0500909126

9



544
絵とき　電気設備技術基準・
解釈早わかり　2021年版

電気設備技術基準
研究会

オーム社 3-0500864556

情報科
学

547.4 マスタリングTCP/IP入門編 井上直也 オーム社 3-0500743474

別置

590 hibi hibiのていねいな暮らし asako あさ出版 3-0500913837

590 私のカントリー　№　115 主婦と生活社 3-0500915233

592 基本の日曜大工 ワン・パブリッシング 3-0500894770

593.1 きもの語辞典 岡田知子 誠文堂新光社 3-0500906193

594
COTTON　TIME　11
（no.159）

主婦と生活社 3-0500915859

594.3
かぎ針編みのちいさな動物図
鑑

楚坂有希 エクスナレッジ 3-0500886453

594.3 アラン模様のデイリーニット ブティック社 3-0500904630

594.9
私が作って私がときめく自家
発電ブローチ集

光浦靖子 文藝春秋 3-0500880833

596
「食」のプロフェッショナル
を目指すフードコーディネー
ターの仕事

久保木薫 中央経済社 3-0500901981

596 土を編む日々 寿木けい 集英社 3-0500911775

596.2 お江戸ごはんの献立帖 福田浩 ホビージャパン 3-0500910196

596.6 世界のサンドイッチレシピ 島本美由紀 成美堂出版 3-0500904130

596.6 ストウブでパンを焼く 池田愛実 誠文堂新光社 3-0500911359

596.8
テーブルコーディネートの発
想と技法

浜裕子 誠文堂新光社 3-0500868241

子育て 599 らくらくあんしん育児 土屋恵司 学研プラス 3-0500901577

602
アフターコロナのニュービジ
ネス大全

原田曜平
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

3-0500894022

611 稼げる農業経営のススメ 新井毅 築地書館 3-0500901963

611 田舎暮らし毒本 樋口明雄 光文社 3-0500906819

627 食虫植物 鈴木廣司 笠倉出版社 3-0500902402

629 街路樹は問いかける 藤井英二郎 岩波書店 3-0500898308

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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参考書 650 森林・林業白書・令和3年版 林野庁 全国林業改良普及協会 3-0500899405

670 超図解クラウドサイン入門
弁護士ドットコム
クラウドサイン

日本能率協会マネジメ
ントセンター

3-0500886811

673 年34日だけの用品店 井形慶子 集英社 3-0500901830

674
クリ活2　アートディレクショ
ン・デザイン編

井本善之 宣伝会議 3-0500849844

674
日本カンパニーキャラ＆シン
ボル大全

辰巳出版 3-0500896044

678 国際貿易法入門 関根豪政 筑摩書房 3-0500890528

参考書 681 交通安全白書　令和3年版 内閣府 勝美印刷（印刷） 3-0500910608

別置

720
教養として知っておきたい名
画ＢＥＳＴ100

山内舞子 永岡書店 3-0500906849

726 おとなになるのび太たちへ
藤子・F・不二雄/
まんが

小学館 3-0500810386

児童書
研究

726 かこさとしと紙芝居 かこさとし 童心社 3-0500901961

ティー
ンズ

726
マンガ・イラスト・ゲームを
面白くする異世界設定のつく
り方

榎本秋 技術評論社 3-050873700

726
かこさとしの手作り紙芝居と
私

長野ヒデ子 石風社 3-0500910053

749 「書体」が生まれる 雪朱里 三省堂 3-0500902672

753 忘れられた祭り京都染織祭 北野裕子 京都染織文化協会 3-0500899981

756 古美術骨董ハンドブック 里文出版編集部 里文出版 3-0500901019

ティー
ンズ

761 14歳からの新しい音楽入門 久保田慶一 スタイルノート 3-0500890308

761
音楽力を伸ばす「譜読み」の
基本

山本美芽
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー
ルディングス

3-0500908234

763 フェンダーVSギブソン
イアン・S・ポー
ト

DU　BOOKS 3-0500906115

ティー
ンズ

764 吹奏楽部バンザイ！！ オザワ部長 ポプラ社 3-0500906239

764 ビートルズ 北中正和 新潮社 3-0500907598

767 やさしいこころで 深貝美子 三恵社 3-0500897229

774
教養として学んでおきたい歌
舞伎

葛西聖司 マイナビ出版 3-0500901900

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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775 中学高創作脚本集　2021
中学高創作脚本集
2021編集委員会

晩成書房 3-0500899277

778
アクター・ジェンダー・イ
メージズ

北村匡平 青土社 3-0500908229

778 明るい映画、暗い映画 渡邉大輔 blueprint 3-0500911086

778 やくざ映画入門 春日太一 小学館 3-0500910104

778
すべてがわかる！日本アニメ
史入門

アニメの旅人 彩流社 3-0500905855

778 『アナと雪の女王』の世界 小野俊太郎 小鳥遊書房 3-0500900980

780 東京パラリンピック2020 共同通信社 3-0500905815

780 パラスポーツ観戦ガイド2021 東京ニュース通信社 3-0500901311

780
超初心者でもよくわかる！自
宅でできる筋トレ大学

山本義徳 扶桑社 3-0500903580

783.7 嫌われた監督 鈴木忠平 文藝春秋 3-0500908737

別置指
定資料

785 闇を泳ぐ 木村敬一 ミライカナイ 3-0500899043

786 山岳気象遭難の真実 大矢康裕 山と溪谷社 3-0500905868

801
言語学バーリ・トゥード　Ｒ
ｏｕｎｄ1

川添愛 東京大学出版会 3-0500894270

829.3
初心者から使える超実践的ベ
トナム語基本フレーズ

富山篤 アスク出版 3-0500898032

837 「英語が読める」の9割は誤読 越前敏也 ジャパンタイムズ出版 3-0500902998

837 英語の思考法 井上逸兵 筑摩書房 3-0500890526

別置

郷土青
葉

291.3 国マガ年間　20113/2014 サリー志村 3-0500886949

郷土 317 ［横浜市消防局］ 横浜市消防局 横浜市消防局 3-0500907900

郷土 318 せや百科　令和3年度
〔横浜市〕瀬谷区
役所区政推進課広
報相談係

〔横浜市〕瀬谷区役所
区政推進課広報相談係

3-0500903391

郷土 318.7
横浜市まち・ひと・しごと創
生総合戦略

横浜市政策局政策
課

横浜市政策局政策課 3-0500901518

郷土 349
予算第一・予算第二特別委員
会連合審査会（総合審査）記
録　令和3年度

横浜市会議会局議
事課

横浜市会議会局議事課 3-0500911205

郷土 349
予算第一特別委員会記録　令
和3年度

横浜市会議会局議
事課

横浜市会議会局議事課 3-0500911204

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 349
予算第二特別委員会記録　令

和3年度

横浜市会議会局議
事課

横浜市会議会局議事課 3-0500911206

郷土 369.1 港南ひまわりプラン
〔横浜市〕港南区
役所福祉保健課事
業企画担当

〔横浜市港南区役所福
祉保健課事業企画担
当〕

3-0500883788

郷土 369.2 ハートページ　2021年 横浜市
プロトメディカルケア
ハートページ編集部

3-0500880422

郷土 376.1
びーのびーの幼稚園・認定こ
ども園・保育園ガイド　2022
年度入園版

びーのびーの 3-0500910977

郷土資
料

519
横浜市環境科学研究所報　第
45号

横浜市環境科学研
究所

横浜市環境科学研究所 3-0500886181

郷土 588 若菜屋調査資料集
横浜市神奈川図書
館

横浜市神奈川図書館 3-0500911528

郷土 588 資料でたどる亀の甲せんべい
横浜市神奈川図書
館

横浜市神奈川図書館 3-0500911520

郷土青
葉

629 こどもの国学 「国マガ」編集部 「国マガ」編集部 3-0500886948

郷土 689
横浜イノベーションIR
SPRING　2021

横浜市都市整備局
IR推進課

横浜市 3-0500880494

郷土 723 杏咲く頃
横浜ユーラシア文
化館

横浜ユーラシア文化館 3-0500885117

郷土 772 横浜夢座「夢を紡いで20年」 横浜夢座 3-0500872756

郷土 911.3 次元を超えて 新井道江 白鷺俳句会 3-0500914303

「あたらしく入った本」12月号は、令和3年10月から同年11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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