
別置

911.3 文豪と俳句 岸本尚毅 集英社 3-0500899269

911.3 夏井いつきの俳句道場 夏井いつき ＮＨＫ出版 3-0500885072

912 ハ
家族のようなあなたへ　橋田
壽賀子さんと歩んだ６０年

石井ふく子 世界文化社 3-0500902337

913.6 ア
むかしむかしあるところに、
やっぱり死体がありました。

青柳碧人 双葉社 3-0500915335

913.6 ア 底惚れ 青山文平 徳間書店 3-0500923349

文庫本 913.6 ア 木曜日にはココアを 青山美智子 宝島社 3-0500711726

913.6 ア 赤と青とエスキース 青山美智子 ＰＨＰ研究所 3-0500920933

文庫本 913.6 ア
狐色のマフラー　杉原爽香<４
８歳の秋>

赤川次郎 光文社 3-0500905779

913.6 ア 監禁 秋吉理香子 双葉社 3-0500906526

文庫本 913.6 ア 別冊図書館戦争　１ 有川浩 角川書店 3-0211050790

文庫本 913.6 ア 別冊図書館戦争　２ 有川浩 角川書店 3-0211058513

文庫本 913.6 ア 図書館革命 有川浩 角川書店 3-0211042937

913.6 イ
炎上フェニックス　池袋ウエ
ストゲートパーク　１７

石田衣良 文藝春秋 3-0500904933

913.6 イ ミチクサ先生　上 伊集院静 講談社 3-0500922558

913.6 イ ミチクサ先生　下 伊集院静 講談社 3-0500922560

913.6 イ 駆ける　少年騎馬遊撃隊 稲田幸久 角川春樹事務所 3-0500914116

913.6 イ おまえなんかに会いたくない 乾ルカ 中央公論新社 3-0500905345

文庫本 913.6 イ 北の海　上巻 井上靖 新潮社 3-0203065328

913.6 イ 塞王の楯 今村翔吾 集英社 3-0500917102

913.6 カ 吾妻おもかげ 梶よう子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500923913

913.6 カ 木乃伊の都 金澤マリコ 光文社 3-0500886359

913.6 カ 神曲 川村元気 新潮社 3-0500922894

913.6 キ 剛心 木内昇 集英社 3-0500919873
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913.6 キ チンギス紀　１２ 北方謙三 集英社 3-0500924516

913.6 ク 熔果 黒川博行 新潮社 3-0500922612

913.6 コ 最後の挨拶 小林エリカ 講談社 3-0500890208

文庫本 913.6 コ 日本沈没　上 小松左京 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500780222

文庫本 913.6 コ 日本沈没　下 小松左京 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500780223

913.6 コ 神前酔狂宴 古谷田菜月 河出書房新社 3-0500705961

文庫本 913.6 コ 矜持　警察小説傑作選 今野敏 ＰＨＰ研究所 3-0500844884

文庫本 913.6 サ
雪見酒　新・酔いどれ小藤次
２１

佐伯泰英 文藝春秋 3-0500920149

文庫本 913.6 サ
囚人服のメロスたち　関東大
震災と二十四時間の解放

坂本敏夫 集英社 3-0500879278

913.6 サ ブルースＲｅｄ 桜木紫乃 文藝春秋 3-0500908738

913.6 サ 魔術師・模像殺人事件 佐々木俊介
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500907222

文庫本 913.6 サ 夢も定かに 澤田瞳子 中央公論新社 3-0500427811

913.6 サ 邪教の子 澤村伊智 文藝春秋 3-0500900713

文庫本 913.6 シ 花神　中巻 司馬遼太郎 新潮社 3-0203009665

文庫本 913.6 シ 花神　下巻 司馬遼太郎 新潮社 3-0203005248

文庫本 913.6 シ 燃えよ剣　上巻 司馬遼太郎 新潮社 3-0207009236

913.6 シ アルテミスの涙 下村敦史 小学館 3-0500907263

913.6 シ 真・慶安太平記 真保裕一 講談社 3-0500917438

文庫本 913.6 ス なびく髪　父子十手捕物日記 鈴木英治 光文社 3-0500921566

913.6 タ 猫はどきどき旅に出る 高橋三千綱 集英社 3-0500026043

913.6 タ かぞくの南京錠 竹内清人
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500914643

文庫本 913.6 チ 出世商人　４ 千野隆司 文藝春秋 3-0500920151

文庫本 913.6 チ
あなたとなら食べてもいい
食のある７つの風景

千早茜 新潮社 3-0500917708

913.6 ト 白秋秘唱 鳥越碧 文藝春秋企画出版部 3-0500910467

913.6 ナ 転がる検事に苔むさず 直島翔 小学館 3-0500901966

913.6 ナ 万葉と沙羅 中江有里 文藝春秋 3-0500915641

文庫本 913.6 ナ
はじまりの空　日本橋牡丹堂
菓子ばなし　６

中島久枝 光文社 3-0500796138

文庫本 913.6 ナ
かなたの雲　日本橋牡丹堂菓
子ばなし　７

中島久枝 光文社 3-0500845090

2



文庫本 913.6 ナ
あしたの星　日本橋牡丹堂菓
子ばなし　８

中島久枝 光文社 3-0500897700

ティー
ンズ

913.6 ナ
大正浪漫　ＹＯＡＳＯＢＩ
『大正浪漫』原作小説

ＮＡＴＳＵＭＩ 双葉社 3-0500906524

913.6 ニ 虚魚 新名智 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500916072

文庫本 913.6 ニ 栄光の岩壁　上巻 新田次郎 新潮社 3-0212031492

文庫本 913.6 ニ 栄光の岩壁　下巻 新田次郎 新潮社 3-0212049573

913.6 ニ
黄金の刻（とき）小説服部金
太郎

楡周平 集英社 3-0500924254

913.6 ヌ 邯鄲の島遥かなり　中 貫井徳郎 新潮社 3-0500909470

文庫本 913.6 ハ またあおう 畠中恵 新潮社 3-0500925021

913.6 ハ 御坊日々 畠中恵 朝日新聞出版 3-0500919498

913.6 ハ 李王家の縁談 林真理子 文藝春秋 3-0500923455

913.6 ハ 笑うマトリョーシカ 早見和真 文藝春秋 3-0500919160

ティー
ンズ

913.6 ハ 夏休みルーム はやみねかおる 朝日新聞出版 3-0500890010

913.6 ハ
母親からの小包はなぜこんな
にダサいのか

原田ひ香 中央公論新社 3-0500908132

913.6 ヒ 居酒屋「一服亭」の四季 東川篤哉 講談社 3-0500910156

913.6 ヒ
探偵少女アリサの事件簿　さ
らば南武線

東川篤哉 幻冬舎 3-0500924482

913.6 フ 北緯４３度のコールドケース 伏尾美紀 講談社 3-0500912083

文庫本 913.6 フ 竹笛　橋廻り同心・平七郎控 藤原緋沙子 祥伝社 3-0500913483

913.6 ホ アフター・サイレンス 本多孝好 集英社 3-0500904049

913.6 マ 星を掬う 町田そのこ 中央公論新社 3-0500914885

文庫本 913.6 マ
ミッキーマウスの憂鬱ふたた
び

松岡圭祐 新潮社 3-0500910113

文庫本 913.6 ミ 細川ガラシャ夫人　上巻 三浦綾子 新潮社 3-0500222723

文庫本 913.6 ミ 永すぎた春 三島由紀夫 新潮社 3-0500105128

913.6 ミ 残照の頂　山女日記　続 湊かなえ 幻冬舎 3-0500921125

文庫本 913.6 ミ 新編銀河鉄道の夜 宮沢賢治 新潮社 3-0212051878

文庫本 913.6 ミ 名もなき毒 宮部みゆき 文藝春秋 3-0211085483

913.6 モ 老虎残夢 桃野雑派 講談社 3-0500907142
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913.6 モ 本が紡いだ五つの奇跡 森沢明夫 講談社 3-0500907141

913.6 モ 歌の終わりは海 森博嗣 講談社 3-0500912161

913.6 ユ ねこのおうち 柳美里 河出書房新社 3-0500389530

文庫本 913.6 ヨ 漂流 吉村昭 新潮社 3-0212088970

914 胃が合うふたり 千早茜 新潮社 3-0500918238

外国語 914 ｋ Ｔｏｔｔｏ-ｃｈａｎ．
ｂｙ　Ｔｅｔｓｕ
ｋｏ　Ｋｕｒｏｙ
ａｎａｇｉ．

Ｋｏｄａｎｓｈａ　Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ

3-0197036956

914 ナ ここに物語が 梨木香歩 新潮社 3-0500917818

文庫本 914 ユ 窓のある書店から　新版 柳美里 角川春樹事務所 3-0500898053

914 ヨ 養老先生のさかさま人間学 養老孟司
ミチコーポレーション
ぞうさん出版部

3-0500924437

文庫本 915 ツ つげ義春日記 つげ義春 講談社 3-0500768486

915 ワ あのころなにしてた？ 綿矢りさ 新潮社 3-0500909787

別置指
定資料

916 テ
<弱さ>を<強み>に　突然複数
の障がいをもった僕ができる
こと

天畠大輔 岩波書店 3-0500916677

916 フ
ぼくはイエローでホワイト
で、ちょっとブルー　２

ブレイディみかこ 新潮社 3-0500907148

923 円　劉慈欣短編集 劉慈欣 早川書房 3-0500922886

930
立ちどまらない少女たち　<少
女マンガ>的創造力のゆくえ

大串尚代 松柏社 3-0500906159

930
Ｊ．Ｒ．Ｒ．トールキンの世
界　中つ国の生れた場所

ジョン・ガース 評論社 3-0500912504

文庫本 933 米中開戦　１ トム・クランシー 新潮社 3-0500119552

文庫本 933 米中開戦　２ トム・クランシー 新潮社 3-0500119553

933 オ
オーギー・レンのクリスマ
ス・ストーリー

ポール・オース
ター

スイッチ・パブリッシ
ング

3-0500916487

933 ク 狙われた楽園
ジョン・グリシャ
ム

中央公論新社 3-0500908131

933 コ ウォーターダンサー タナハシ・コーツ 新潮社 3-0500909794

933 ト
キャンドルフォード　ラーク
ライズ　続

フローラ・トンプ
ソン

朔北社 3-0500918658

933 マ 罪人を召し出せ
ヒラリー・マンテ
ル

早川書房 3-0500089918

文庫本 933 メ
ミッドナイト・サン トワイラ
イト　エドワードの物語　上

ステファニー・メ
イヤー

ヴィレッジブックス 3-0500917575

文庫本 933 メ
ミッドナイト・サン　トワイ
ライト　エドワードの物語
中

ステファニー・メ
イヤー

ヴィレッジブックス 3-0500917576
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文庫本 933 メ
ミッドナイト・サン　トワイ
ライト　エドワードの物語
下

ステファニー・メ
イヤー

ヴィレッジブックス 3-0500917577

文庫本 943 ノ 母の日に死んだ ネレ・ノイハス 東京創元社 3-0500917836

別置

007.1 ＡＩは人間を憎まない トム・チヴァース 飛鳥新社 3-0500881452

007.1
おバカな答えもＡＩしてる
人工知能はどうやって学習し
ているのか？

ジャネル・シェイ
ン

光文社 3-0500855907

参考書 007.3
統計図表レファレンス事典
情報・通信・メディア

日外アソシエーツ
株式会社／編集

日外アソシエーツ 3-0500892057

情報科
学

007.6

Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０→Ｗｉ
ｎｄｏｗｓ　１１乗り換え＆
徹底活用１００％入門ガイド
この一冊ですぐにわかる！！

リンクアップ 技術評論社 3-0500918397

参考書 010
統計図表レファレンス事典
図書館・読書・出版

日外アソシエーツ
株式会社／編集

日外アソシエーツ 3-0500828921

010 東京の美しい図書館 立野井一恵 エクスナレッジ 3-0500911081

014 情報資源組織演習　３訂 小西和信／編著 樹村房 3-0500895897

児童書
研究

015
あなたは読んでいますか？
－Ｄｏ　ＹＯＵ　Ｒｅａｄ？
－

竹内悊 竹内悊 3-0210082636

015 子ども司書のすすめ
アンドリュー・
デュアー

日本図書館協会 3-0500917383

015 情報サービス演習　３訂 原田智子 樹村房 3-0500869749

015
１００万回死んだねこ　覚え
違いタイトル集

福井県立図書館／
編著

講談社 3-0500915955

018
大宅壮一文庫解体新書　雑誌
図書館の全貌とその研究活用

阪本博志／編 勉誠社 3-0500881448

児童書
研究

019
あなたにもできる読書ボラン
ティア入門

正岡慧子／監修 家の光協会 3-0500895218

019 「反」読書法 山内昌之 講談社 3-0197030255

022
<美しい本>の文化誌　装幀百
十年の系譜

臼田捷治
Ｂｏｏｋ＆Ｄｅｓｉｇ
ｎ

3-0500785973

参考書 028
ヤングアダルトの本　悩みや
不安迷ったときに読む４００
０冊

日外アソシエーツ
株式会社／編集

日外アソシエーツ 3-0500636967

028
小学校学年別知識読みもの２
４０　学校司書おすすめ！

福岡淳子／編 少年写真新聞社 3-0500830427

参考書 031
現代用語の基礎知識　２０２
２

自由国民社 3-0500920490

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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061 日本学術会議の使命 池内了 岩波書店 3-0500905320

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和３年９
月号

毎日新聞社 3-0500918979

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和３
年９月号

日本経済新聞社 3-0500918981

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和３年１
０月号

毎日新聞社 3-0500925797

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和３
年１０月号

日本経済新聞社 3-0500925799

104
ポスト・ヒューマニズム　テ
クノロジー時代の哲学入門

岡本裕一朗 ＮＨＫ出版 3-0500912933

104 水中の哲学者たち 永井玲衣 晶文社 3-0500909434

113 ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ　２
アンドリュー・ス
コット

東洋経済新報社 3-0500918322

140
アルフレッド・アドラー人生
に革命が起きる１００の言葉

小倉広／解説 ダイヤモンド社 3-0500138852

159
それって、必要？　いらない
ものにしばられずに、1週間で
人生を変える３０の方法

筆子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500506355

198
どうしてルターの宗教改革は
起こったか　ペストと社会史
から見る　第２版

石坂尚武 ナカニシヤ出版 3-0500899380

210.1 復原模型で見る日本の歴史 五味文彦／監修 山川出版社 3-0500915061

ティー
ンズ

210.3
世界でいちばん素敵な古代史
の教室

瀧音能之／監修 三才ブックス 3-0500739349

210.3
荘園　墾田永年私財法から応
仁の乱まで

伊藤俊一 中央公論新社 3-0500908139

222
南北朝時代　五胡十六国から
隋の統一まで

会田大輔 中央公論新社 3-0500914892

222
始皇帝の地下宮殿　隠された
埋蔵品の真相

鶴間和幸 山川出版社 3-0500911092

280
人間晩年図巻　２０００－０
３年

関川夏央 岩波書店 3-0500918992

289 カ
世界を救うｍＲＮＡワクチン
の開発者カタリン・カリコ

増田ユリヤ ポプラ社 3-0500911808

289 ヒ ヒトラー　虚像の独裁者 芝健介 岩波書店 3-0500908980

289 ミ 光吉夏弥戦後絵本の源流 澤田精一 岩波書店 3-0500912842

290
ダークツーリズム　悲しみの
記憶を巡る旅

井出明 幻冬舎 3-0500610652
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290
地球の歩き方　Ｗ１１　世界
の祝祭

地球の歩き方編集
室／編集

地球の歩き方 3-0500915651

291
地形で読む日本　都・城・町
は、なぜそこにできたのか

金田章裕
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500920260

291 史書を旅する
読売新聞文化部／
編

中央公論新社 3-0500914887

291.3
横浜・川崎・鎌倉凸凹地図
スリバチの達人

昭文社 3-0500909478

291.8
高知　[２０２１]　四万十
足摺・室戸

昭文社 3-0500910867

別置

302.2
アフガニスタンを知るための
７０章

前田耕作／編著 明石書店 3-0500913044

302.2
シンガポールを知るための６
５章　第５版

田村慶子／編著 明石書店 3-0500910273

302.3 デカメロン２０２０
イタリアの若者た
ち

方丈社 3-0500832938

302.4
エジプトの空の下　わたしが
見た「ふたつの革命」

飯山陽 晶文社 3-0500922913

302.5
現代アメリカ社会を知るため
の６３章　２０２０年代

明石紀雄／監修 明石書店 3-0500905862

304
出る杭の世直し白書　「なん
でも官邸団」に成り下がった
政財官を斬る！

鳩山友紀夫 ビジネス社 3-0500911153

文庫本 304
「独裁者」の時代を生き抜く
２７のヒント

池上彰 文藝春秋 3-0500902896

304 戦後民主主義に僕から一票 内田樹 ＳＢクリエイティブ 3-0500920209

309
松田道雄と「いのち」の社会
主義

高草木光一 岩波書店 3-0500559037

311 従順さのどこがいけないのか 将基面貴巳 筑摩書房 3-0500905110

312.1
時給はいつも最低賃金、こ
れって私のせいですか？国会
議員に聞いてみた。

和田靜香 左右社 3-0500903658

312.1
日本の分断　私たちの民主主
義の未来について

三浦瑠麗 文藝春秋 3-0500854872

参考書 318
全国市町村要覧　令和０３年
版

市町村要覧編集委
員会／編

第一法規 3-0500918385

318
テキストブック地方自治　第
３版

北山俊哉／編 東洋経済新報社 3-0500907709

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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319
北方領土はなぜ還ってこない
のか　安倍・プーチン日露外
交の誤算

名越健郎 海竜社 3-0500728258

参考書 320 模範六法　２０２２
判例六法編集委員
会／編

三省堂 3-0500917478

323
社会とつながる行政入門　第
２版

大橋洋一 有斐閣 3-0500909097

323 はじめての憲法学　第４版 中村睦男／編著 三省堂 3-0500907812

330 地域経済総覧　２０２２ 東洋経済新報社 3-0500917047

文庫本 331
反逆の神話　「反体制」はカ
ネになる　新版

ジョセフ・ヒース 早川書房 3-0500912080

331 人新世の「資本論」 斎藤幸平 集英社 3-0500813999

332
産業革命史　イノベーション
に見る国際秩序の変遷

郭四志 筑摩書房 3-0500912428

332.1
概説日本経済史　近現代　第
４版

三和良一 東京大学出版会 3-0500907287

333
わたしは「セロ弾きのゴー
シュ」　中村哲が本当に伝え
たかったこと

中村哲 ＮＨＫ出版 3-0500916511

336.1
決断力　誰もが納得する結論
の導き方

橋下徹 ＰＨＰ研究所 3-0500888588

336.2
仕事はかどり図鑑　今日から
はじめる小さなＤＸ

河西紀明／共著
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500916002

336.9
図解経理の基本と実務がわか
る事典

武田守／監修 三修社 3-0500905931

336.9
ＥＳＧ情報の外部保証ガイド
ブック　ＳＤＧｓの実現に向
けた情報開示

サステナビリティ
情報審査協会

税務経理協会 3-0500919076

336.9

フリーランス＆個人事業主の
ための確定申告　知りたいこ
とがまとめてわかる！　改訂
第１６版

山本宏／監修 技術評論社 3-0500908784

337
あたらしいお金の教科書　あ
りがとうをはこぶお金、やさ
しさがめぐる社会

新井和宏 山川出版社 3-0500896589

338
今日から始める！米国株投資
超入門　松本大がやっぱり勧
めるこれだけの理由

松本大 東洋経済新報社 3-0500912526

338
ＣＢＤＣ中央銀行デジタル通
貨の衝撃

野口悠紀雄 新潮社 3-0500922568

361.3
やさしくない国ニッポンの政
治経済学　日本人は困ってい
る人を助けないのか

田中世紀 講談社 3-0500914162

361.6
誰もが知りたいＱアノン正体
みんな大好き陰謀論　２

内藤陽介 ビジネス社 3-0500879070

8



361.7 地域学入門 山下祐介 筑摩書房 3-0500905113

364
はじめて手続きする人にもよ
くわかる障害年金の知識と請
求手続ハンドブック　６訂版

高橋裕典 日本法令 3-0500903012

ティー
ンズ

366.2 環境専門家になるには 小熊みどり ぺりかん社 3-0500883116

367.2
性差（ジェンダー）の日本史
新書版

国立歴史民俗博物
館／監修

集英社インターナショ
ナル

3-0500912384

367.6
声をあげて、世界を変えよ
う！　よりよい未来のための
Ｕ３０の言葉

アドーラ・スヴィ
タク

ＤＵ　ＢＯＯＫＳ 3-0500912094

367.7
おふたりさま夫婦、老活はじ
めました。どうなる！？私た
ちの老後

堀田あきお ぶんか社 3-0500905385

369.2
介護の現場と業界のしくみ
これ一冊でわかる！　第２版

髙山善文 ナツメ社 3-0500913007

参考書 370 全国学校総覧　２０２１年版
全国学校データ研
究所／編

原書房 3-0500832155

370
みにろま君とサバイバル　世
界の子どもと教育の実態を日
本人は何も知らない

谷本真由美 集英社 3-0500892178

参考書 377
最新文化賞事典　２０１１-２
０１８

日外アソシエーツ
株式会社／編集

日外アソシエーツ 3-0500667548

377
アルバイトの誕生　学生と労
働の社会史

岩田弘三 平凡社 3-0500915266

別置指
定資料

378
障がいのある子ども・若者の
性と生　「からだ」と「ここ
ろ」を大好きになろう

木全和巳／編著 クリエイツかもがわ 3-0500908578

子育て 379
モンテッソーリ教育が教えて
くれた「信じる」子育て　子
どもの伸びる力ってスゴイ！

モンテッソーリ教
師あきえ

すばる舎 3-0500848435

379
いちばんていねいなはじめて
のおうちモンテッソーリ

北川真理子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500917195

参考書 382
民俗風俗図版レファレンス事
典　民家・町並み・集落篇

日外アソシエーツ
株式会社／編集

日外アソシエーツ 3-0500876804

383.8
スイーツ歳時記＆お菓子の記
念日

吉田菊次郎 松柏社 3-0500902985

384
山に生きる　失われゆく山暮
らし、山仕事の記録

三宅岳 山と渓谷社 3-0500908127

388 アイヌ民話集 更科源蔵 青土社 3-0500909079

391
地図と解説でよくわかる第二
次世界大戦戦況図解

デヴィッド・
ジョーダン

ホビージャパン 3-0500909502

9



別置

410

そういうことだったのか！高
校数学　中学までは数学が得
意だったのに、なぜ高校で苦
手になってしまうのか？

石原泉 日本実業出版社 3-0500909824

420
文系のためのめっちゃやさし
い物理　理科が苦手な人で
も、どんどん楽しく読める！

松尾泰／監修 ニュートンプレス 3-0500911148

参考書 440 天文年鑑　２０２２年版
天文年鑑編集委員
会／編

誠文堂新光社 3-0500923467

440
生き物がいるかもしれない星
の図鑑　太陽系や系外惑星、
億兆の中に生命はあるか

荒舩良孝 ＳＢクリエイティブ 3-0500899054

461 ポストコロナの生命哲学 福岡伸一 集英社 3-0500907584

474
きのこ図鑑　道端から奥山ま
で。採って食べて楽しむ菌活

牛島秀爾 つり人社 3-0500913000

481
ＷＩＬＤＨＯＯＤ野生の青年
期　人間も動物も波乱を乗り
越えおとなになる

バーバラ・Ｎ・ホ
ロウィッツ

白揚社 3-0500914632

487
魚にも自分にもわかる　動物
認知研究の最先端

幸田正典 筑摩書房 3-0500912426

493.2 狭心症・心筋梗塞治療大全 三田村秀雄／監修 講談社 3-0500917675

493.3
ぜんそく　呼吸器とアレル
ギーの名医が教える最高の治
し方大全

文響社 3-0500911483

493.7 認知症の私から見える社会 丹野智文 講談社 3-0500907580

493.7 脳梗塞治療大全 高木真／監修 講談社 3-0500917676

493.7 はじめての精神医学 村井俊哉 筑摩書房 3-0500912430

493.9 川崎病がよくわかる本 土屋恵司／監修 講談社 3-0500912380

495
不妊治療成功のカギ！夫婦の
妊コミＢＯＯＫ　心・体・お
金のダメージを解消する

鈴木早苗 河出書房新社 3-0500909775

496

ココが知りたかった！目の病
気のメカニズム　超わかりや
すい病気の仕組みと正しい治
療

飯島裕幸 技術評論社 3-0500910161

496
眼科１１９番　一家に一
冊・・・目の薬箱　第３版

中村友昭／編著 日刊工業新聞社 3-0500915756

498.1
病院・医療のしくみ　イラス
ト図解

木村憲洋／監修 朝日新聞出版 3-0500907744

498.6
価値変容する世界　人種・
ウィルス・国家の行方

外岡秀俊 朝日新聞出版 3-0500907623

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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502

ＧＲＥＡＴ　ＢＲＥＡＫＴＨ
ＲＯＵＧＨＳ科学技術大事典
世界を変えた発見や発明の歴
史をたどる

ロバート・スネッ
デン

ニュートンプレス 3-0500908209

509
世界の工場廃墟図鑑　環境問
題と産業遺産

デイヴィッド・ロ
ス

原書房 3-0500793230

509

最新　５Ｓの基本と実践がよ
～くわかる本　整理＜Ｓｅｉ
ｒｉ＞整頓＜Ｓｅｉｔｏｎ＞
清掃＜Ｓｅｉｓｏｕ＞　第３
版

石川秀人 秀和システム 3-0500918584

519.3
図解でわかるカーボンニュー
トラル　脱炭素を実現するク
リーンエネルギーシステム

エネルギー総合工
学研究所／編著

技術評論社 3-0500904798

大型本 520
中川エリカ建築スタディ集２
００７-２０２０

中川エリカ ＴＯＴＯ出版 3-0500847234

523
パリ・ノートル＝ダム大聖堂
の伝統と再生　歴史・信仰・
空間から考える

坂野正則／編 3-0500871850

523
絵本のようにめくる建築の物
語

田所辰之助／監修 昭文社 3-0500916704

524
暴風雨の雨水侵入から建物を
守る本

大塚義久 セルバ出版 3-0500905147

527
「旧家再生」をめぐる再発見
温故知新のリフォーム

旧家再生研究所／
編

建築資料研究社 3-0500347208

527 すごい平屋 エクスナレッジ 3-0500916539

535 機械式時計大全 山田五郎 講談社 3-0500898607

537

きちんと知りたい！電気自動
車用パワーユニットの必須知
識　１５８点の図とイラスト
でパワーユニットのしくみの
「なぜ？」がわかる！

高根英幸 日刊工業新聞社 3-0500903231

540
ソニー再生　変革を成し遂げ
た「異端のリーダーシップ」

平井一夫
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500891662

545

冷蔵と人間の歴史　古代ペル
シアの地下水路から、物流革
命、エアコン、人体冷蔵保存
まで

トム・ジャクソン 築地書館 3-0500907725

556
高度経済成長期を支えた貨物
船　１９６０竣工

日本郵船歴史博物
館／編

日本郵船歴史博物館 3-0500853781

566
図解よくわかる金属加工　原
材料から金属製品ができるま
で

吉村泰治 日刊工業新聞社 3-0500910520

参考書 588 醸造の事典 北本勝ひこ／編集 朝倉書店 3-0500881803

588
「食」の未来で何がおきてい
るのか　「フードテック」の
すごい世界

石川伸一／監修 青春出版社 3-0500911789

11



別置

590
暮らしをそのままの自分に寄
せて

本多さおり 主婦の友社 3-0500910545

593.3 大人のコートの本 前川友子 日本ヴォーグ社 3-0500913440

594.2
フラワーモチーフのビーズ刺
繍

田川啓二 文化出版局 3-0202066915

594.2
アヤクーチョ刺繍　極彩色で
描くペルーの毛糸刺繍

山森サキ 誠文堂新光社 3-0500912988

594.3
色づかいの編み小物　やさし
く編めてコーディネートのポ
イントになるかわいい編み物

野口智子 グラフィック社 3-0500912506

594.3
１日で完成！かぎ針で編むか
わいいマスクカバー

アップルミンツ 3-0500916503

595 老けない美容、老ける美容 神崎恵 講談社 3-0500913154

595
髪のこと、これで、ぜんぶ。
３６０°どこから見ても美人
になるヘアレッスン

佐藤友美 かんき出版 3-0500903296

596 父ちゃんの料理教室 辻仁成 大和書房 3-0500879082

596.3
野菜はやわらかく煮るほどお
いしい　くったり、しっと
り、クタクタと。

飛田和雄 グラフィック社 3-0500912511

596.6

栗のお菓子づくり　モンブラ
ンからグラッセ、渋皮煮、ア
イスクリーム、パウンドケー
キ、タルト、ショートケーキ
まで

今井ようこ 誠文堂新光社 3-0500903310

596.6
魔法のデコレーション・メ
ソッド　パティスリーみたい
なケーキが作れる　新装版

熊谷裕子 河出書房新社 3-0500646386

596.6
丸型で焼くからおいしいパウ
ンドケーキ

若山曜子 主婦と生活社 3-0500916012

597
住まいを、整える。　＆Ｉｎ
ｔｅｒｉｏｒ

マガジンハウス 3-0500913459

597

テレンス・コンラン流インテ
リアの基本　シンプルで美し
い暮らしのための３つのエッ
センス　増補改訂版

テレンス・コンラ
ン

エクスナレッジ 3-0500909826

602
ひとめでわかる産業図鑑＆業
界地図　改訂新版

イノウ／編著 技術評論社 3-0500907722

ティー
ンズ

611
食べものから学ぶ世界史　人
も自然も壊さない経済とは？

平賀緑 岩波書店 3-0500894188

611
日本の食と農の未来　「持続
可能な食卓」を考える

小口広太 光文社 3-0500906814

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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614
農家が教える足場パイプ＆塩
ビパイプで便利道具　アイデ
ア農具・小屋・棚ＤＩＹ

農文協／編 農山漁村文化協会 3-0500911796

文庫本 615 世界史を変えた植物 稲垣栄洋 ＰＨＰ研究所 3-0500905889

619 納豆くらべ 石井泰二／監修 文苑堂 3-0500895068

645
いぬ大全　小型犬から大型犬
まで、現役獣医師が犬種別の
悩みも解説

藤井康一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500909853

646
いちばんよくわかる！インコ
の飼い方・暮らし方

青沼陽子／監修 成美堂出版 3-0500909138

666
メダカの飼い方＆原色図鑑
屋外で強く育てる！

佐々木浩之 コスミック出版 3-0500908227

673 一人飲みで生きていく 稲垣えみ子 朝日出版社 3-0500905508

675
プロセスエコノミー　あなた
の物語が価値になる

尾原和啓 幻冬舎 3-0500894928

675
世界「失敗」製品図鑑　「攻
めた失敗」２０例でわかる成
功への近道

荒木博行 日経ＢＰ 3-0500913586

686
妙な線路大研究　首都圏篇
カラー版

竹内正裕 実業之日本社 3-0500903676

687
ドローン飛行許可の取得・維
持管理の基礎がよくわかる本

佐々木慎太郎 セルバ出版 3-0500898508

別置

702 もっと知りたい延暦寺の歴史 久保智康 東京美術 3-0500909453

718
清水寺のみほとけ　参拝ガイ
ド

清水寺／監修 東京美術 3-0500913152

720 動物の絵　日本とヨーロッパ
府中市美術館／
編・著

講談社 3-0500908118

720
ヴィジュアルを読みとく技術
グラフからアートまでを言語
化する

吉岡友治 筑摩書房 3-0500912425

726
コロナと漫画　７人の漫画家
が語るパンデミックと創作

島田一志／編 小学館クリエイティブ 3-0500909889

726
沢村さん家（ち）はもう犬を
飼わない

益田ミリ 文藝春秋 3-0500292622

726
ストーリー・マンガとはなに
か　手塚治虫と戦後マンガの
「物語」

森下達 青土社 3-0500908228

727
ロゴデザのきほん　ロゴのデ
ザイン技法と世界の実例集

センドポインツ・
パブリッシング／
編

グラフィック社 3-0500897283

ティー
ンズ

740 しれっと逃げ出すための本。 ヨシダナギ ＰＨＰ研究所 3-0500904105

753 躍動するインド世界の布 上羽陽子／編 昭和堂 3-0500912992

記号

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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757
世界の配色見本帳　伝統的な
テキスタイルの色使いから学
ぶ

ザ・ハレーション
ズ

日本文芸社 3-0500907164

775 井上芳雄のミュージカル案内 井上芳雄 ＳＢクリエイティブ 3-0500912124

778 ア ひとりじめ 浅田美代子 文藝春秋 3-0500905874

780
東京２０２０オリンピック公
式記録集

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500920236

780
スポーツ根性論の誕生と変容
卓越への意志・勝利の追求

岡部祐介 旬報社 3-0500920681

783
ボールと日本人　する、み
る、つくる　ボールゲーム大
国ニッポン

谷釜尋徳 晃洋書房 3-0500899288

783.4
しくじり裁判　失敗から学ぶ
サッカー審判の教科書

小幡真一郎／編著 カンゼン 3-0500914591

783.8 彼方への挑戦 松山英樹 徳間書店 3-0500899967

789
試合で勝つ！剣道必勝の戦術
６０　新版

鈴木剛／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500908216

別置指
定資料

801
伝わる！つながる！親子の手
話じてん

全国早期支援研究
協議会／編

ごま書房新社 3-0500903210

801
インターネットは言葉をどう
変えたか　デジタル時代の<言
語>地図

グレッチェン・マ
カロック

フィルムアート社 3-0500909102

文庫本 817
現代文解釈の基礎　着眼と考
え方　新訂版

遠藤嘉基 筑摩書房 3-0500913163

830
世界の経済・政治・社会問題
の知識と英語を身につける

植田一三／編著 ベレ出版 3-0500908321

830 シンプルな英語 中山裕木子 講談社 3-0500907144

831
ピーター・バラカン式英語発
音ルール　面倒な発音記号が
なくても大丈夫

ピーター・バラカ
ン

駒草出版株式会社ダン
ク出版事業部

3-0500908169

ティー
ンズ

834
どうぶつ英語フレーズ大集
合！

河本望 偕成社 3-0500901971

ティー
ンズ

837
記者が教える英語ニュースの
読み方　ＮＨＫ高校生からは
じめる「現代英語」

伊藤サム ＮＨＫ出版 3-0500899554

880
もっと知りたいロシア語　初
級から広げ深堀りする

桑野隆 白水社 3-0500914653

別置

郷土 016
川崎の図書館　令和２（２０
２０）年度　川崎市立図書館
活動報告書

川崎市立中原図書
館／編

川崎市立図書館 3-0500909568

郷土 016
藤沢市図書館概要　令和３年
度

藤沢市総合市民図
書館／編

藤沢市総合市民図書館 3-0500906446

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 019
中区の読書活動推進目標と取
り組みを見直しました

中図書館／編 中図書館 3-0500909562

郷土 069
神奈川県博物館協会会報　第
９２号

神奈川県博物館協
会／編

神奈川県博物館協会 3-0500894852

郷土 318.4
横浜市会特別委員会記録
［令和３年］

横浜市会／編 横浜市会議会局 3-0500918740

郷土 318.4
横浜市会会議録　令和３年
第２回　定例会

横浜市会／編 横浜市会議会局 3-0500923529

郷土 318.7
横浜市中期４か年計画２０１
８～２０２１　令和２年度取
組状況

横浜市政策局政策
課／編

横浜市政策局政策課 3-0500901522

郷土 334
第２期横浜市中区多文化共生
推進アクションプラン

横浜市中区役所区
政推進課／編

横浜市中区役所区政推
進課

3-0500881841

郷土 334 令和３年地価調査　資料２
神奈川県政策局／
編

神奈川県政策局 3-0500909578

郷土 334
県地価調査のあらまし　令和
３年　横浜市分

横浜市都市整備局
企画課／編

横浜市都市整備局企画
課

3-0500915813

郷土 334 令和３年地価調査　資料１
神奈川県政策局／
編

神奈川県政策局 3-0500909574

郷土 351
明日への統計　２０２１　調
査結果からわかること

総務省統計局／編 総務省統計局 3-0500895150

郷土 365
横浜市空家・空地活用マッチ
ング制度

横浜市建築局住宅
政策課／編

横浜市市民協働推進セ
ンター

3-0500901212

郷土 369.3
横浜市土砂災害ハザードマッ
プ　中区　大雨から身を守る
ために

横浜市建築局建築
防災課／編

横浜市建築局建築防災
課

3-0500911207

郷土 498.5

知っておきたい「安全に食べ
る」ってどういうこと？　横
浜市食品衛生監視指導計画　<
概要版>

横浜市健康福祉局
健康安産部書億品
衛生課／編

横浜市健康福祉局健康
安産部書億品衛生課

3-0500909583

郷土 518.1
水質試験年報　令和２年度
（２０２０年度）　第７１集

横浜市水道局浄水
部水質課／編

横浜市水道局浄水部水
質課

3-0500921809

郷土 518.8
横浜のプレイパークで遊ぼ
う！　［２０２０］

横浜にプレイパー
クを創ろうネット
ワーク／編

横浜にプレイパークを
創ろうネットワーク

3-0500903397

郷土 754
寄木の里　箱根畑宿の伝統古
道

箱根町観光課／編 箱根町観光課 3-0500909283

郷土 799

Ｄａｎｃｅ　Ｄａｎｃｅ　Ｄ
ａｎｃｅ　＠　Ｙｏｋｏｈａ
ｍａ２０２１　３年に一度の
ダンスの祭典

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

3-0500903350

「あたらしく入った本」1月号は、令和3年11月から同年12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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