
別置 記号

902

このミステリーがすご
い！　２０２１年のミス
テリー＆エンターテイン
メントベスト２０　２０
２２年版

『このミステ
リーがすご
い！』編集部／
編

宝島社 3-0500926565

904 歓待する文学 小野正嗣 ＮＨＫ出版 3-0500923940

908
デカメロン・プロジェク
ト　パンデミックから生
まれた２９の物語

ニューヨーク・
タイムズ・マガ
ジン／編

河出書房新社 3-0500927382

910 ハ しゃばけごはん 畠中恵 新潮社 3-0500925022

913.6 ア ただいま神様当番 青山美智子 宝島社 3-0500796212

913.6 ア
死にたがりの君に贈る物
語　Ｓｗａｌｌｏｗｔａ
ｉｌ　Ｗａｌｔｚ

綾崎隼 ポプラ社 3-0500874813

文庫本 913.6 ア 十角館の殺人 綾辻行人 講談社 3-0207074241

913.6 ア ストーリー・セラー 有川浩 幻冬舎 3-0500328602

文庫本 913.6 ア 空飛ぶ広報室 有川浩 幻冬舎 3-0500368222

913.6 ア 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 早川書房 3-0500922406

913.6 イ 能面鬼 五十嵐貴久 実業之日本社 3-0500925894

913.6 イ パラソルでパラシュート 一穂ミチ 講談社 3-0500925059

文庫本 913.6 イ 青春の門　第９部 五木寛之 講談社 3-0500906495

913.6 イ 夜叉の都 伊東潤 文藝春秋 3-0500923454

913.6 ウ 剣樹抄　〔２〕 冲方丁 冲方丁 3-0500919476

913.6 エ
ひとりでカラカサさして
ゆく

江國香織 新潮社 3-0500931022

文庫本 913.6 オ 漂砂の塔　上 大沢在昌 集英社 3-0500885244

文庫本 913.6 オ 漂砂の塔　下 大沢在昌 集英社 3-0500885245

文庫本 913.6 オ 夢の島 大沢在昌 集英社 3-0500922813

913.6 オ
あの春がゆきこの夏がき
て

乙川優三郎 徳間書店 3-0500914570

文庫本 913.6 カ 汝（きみ）よさらば　４ 門田泰明 祥伝社 3-0500812722

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第１
部　〔１〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0203003282

（NDC900-999）
ラベルの記号

文　学

あたらしく入った本
2022年2月

電話045(901)1225

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第１
部　〔２〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0203011153

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第１
部　〔３〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0203019127

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第１
部　〔４〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0203029366

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第２
部　〔１〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0203045160

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第２
部　〔２〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0203052823

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第２
部　〔３〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0203060423

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第３
部　〔１〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0203089110

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第４
部　〔１〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0205003911

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第４
部　〔２〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0205019952

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第４
部　〔３〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0205036085

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第４
部　〔４〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0205053130

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第４
部　〔５〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0205068437

文庫本 913.6 カ
デルフィニア戦記　第４
部　〔６〕

茅田砂胡 中央公論新社 3-0205085138

文庫本 913.6 カ
南町奉行と深泥沼　耳袋
秘帖

風野真知雄 文藝春秋 3-0500927368

913.6 キ
中野のお父さんの快刀乱
麻

北村薫 文藝春秋 3-0500920621

913.6 キ 君の顔では泣けない 君嶋彼方 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500908674

913.6 ク
Ｒ．Ｉ．Ｐ．　安らかに
眠れ

久坂部羊 講談社 3-0500925060

文庫本 913.6 コ
炎天夢　東京湾臨海署安
積班

今野敏 角川春樹事務所 3-0500891887

913.6 サ たそがれ大食堂 坂井希久子 双葉社 3-0500906525

文庫本 913.6 サ 鬼役　２ 坂岡真 光文社 3-0500913134

913.6 サ 偽装同盟 佐々木譲 集英社 3-0500929747

913.6 サ 怖ガラセ屋サン 澤村伊智 幻冬舎 3-0500917392

ティーン
ズ 913.6 シ

あの花が咲く丘で、君と
また出会えたら。

汐見夏衛 スターツ出版 3-0500400598

913.6 シ 愛じゃないならこれは何 斜線堂有紀 集英社 3-0500927128

913.6 シ
ものがたりの賊（やか
ら）

真藤順丈 文藝春秋 3-0500919532

文庫本 913.6 シ
あんの夢　お勝手のあん
５

柴田よしき 角川春樹事務所 3-0500929994

文庫本 913.6 ス 竹ノ御所鞠子 杉本苑子 中央公論新社 3-0500922873

文庫本 913.6 セ 君が夏を走らせる 瀬尾まい子 新潮社 3-0500792113

文庫本 913.6 セ 幸福な食卓 瀬尾まい子 講談社 3-0207043062

文庫本 913.6 セ 優しい音楽 瀬尾まい子 双葉社 3-0500697551

2



913.6 タ 長い一日 滝口悠生 講談社 3-0500888510

913.6 チ 真夜中のマリオネット 知念実希人 集英社 3-0500929748

913.6 ツ ビタートラップ 月村了衛 実業之日本社 3-0500917739

ティーン
ズ 913.6 ツ 僕たちの幕が上がる 辻村七子 ポプラ社 3-0500919106

文庫本 913.6 ツ 青空と逃げる 辻村深月 中央公論新社 3-0500893029

文庫本 913.6 ツ かがみの孤城　上 辻村深月 ポプラ社 3-0500859284

文庫本 913.6 ツ かがみの孤城　下 辻村深月 ポプラ社 3-0500859285

文庫本 913.6 ツ 島はぼくらと 辻村深月 講談社 3-0500398464

913.6 テ 雨夜の星たち 寺地はるな 徳間書店 3-0500883266

913.6 テ
はたるいしマジカルラン
ド

寺地はるな ポプラ社 3-0500852422

文庫本 913.6 ト ボーダーズ 堂場瞬一 集英社 3-0500930343

文庫本 913.6 ナ 合唱　岬洋介の帰還 中山七里 宝島社 3-0500881691

文庫本 913.6 ナ 倫敦塔・幻影の盾 夏目漱石 新潮社 3-0500307146

ティーン
ズ 913.6 ナ

Ｒｅ：ゼロから始める異
世界生活　２８

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500932508

913.6 ニ マルチの子 西尾潤 徳間書店 3-0500883267

913.6 ヌ 邯鄲の島遥かなり　下 貫井徳郎 新潮社 3-0500917817

文庫本 913.6 ノ いちばん長い夜に 乃南アサ 新潮社 3-0500245920

文庫本 913.6 ノ すれ違う背中を 乃南アサ 新潮社 3-0212086970

913.6 ハ 黄金旅程 馳星周 集英社 3-0500926504

913.6 ハ 滅私 羽田圭介 新潮社 3-0500925533

文庫本 913.6 ハ 三千円の使い方 原田ひ香 中央公論新社 3-0500899666

文庫本 913.6 ハ ギフト 原田マハ ポプラ社 3-0500843065

文庫本 913.6 ハ 常設展示室 原田マハ 新潮社 3-0500917701

文庫本 913.6 ハ
丘の上の賢人　旅屋おか
えり

原田マハ 集英社 3-0500930344

文庫本 913.6 ヒ 失せ者屋お百 廣嶋玲子 ポプラ社 3-0500758665

文庫本 913.6 ホ あの夏の、二人のルカ 誉田哲也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500871519

文庫本 913.6 マ 彼女が最後に見たものは まさきとしか 小学館 3-0500926507

文庫本 913.6 マ
夜空に泳ぐチョコレート
グラミー

町田そのこ 新潮社 3-0500865311

文庫本 913.6 マ 千里眼優しい悪魔　上 松岡圭祐 角川書店 3-0208067902

文庫本 913.6 マ 千里眼優しい悪魔　下 松岡圭祐 角川書店 3-0208067903
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文庫本 913.6 ミ ののはな通信 三浦しをん ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500884046

文庫本 913.6 ミ 音楽 三島由紀夫 新潮社 3-0500915244

ティーン
ズ 913.6 モ Ｄｉｖｅ！！　上 森絵都 角川書店 3-0206044706

ティーン
ズ 913.6 モ Ｄｉｖｅ！！　下 森絵都 角川書店 3-0206044707

文庫本 913.6 モ
満月珈琲店の星詠み
〔２〕

望月麻衣 文藝春秋 3-0500852759

文庫本 913.6 モ
満月珈琲店の星詠み
〔３〕

望月麻衣 文藝春秋 3-0500927361

文庫本 913.6 ヤ なぎさ 山本文緒 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500389143

文庫本 913.6 ヤ ブルーもしくはブルー 山本文緒 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500878144

913.6 ヤ 遠い地平・劉廣福 八木義德 小学館 3-0500913168

文庫本 913.6 ユ 踊る彼女のシルエット 柚木麻子 双葉社 3-0500869692

913.6 ヨ 大黒屋光太夫 吉村昭 新潮社 3-0205038003

913.6 リ 生を祝う 李琴峰 朝日新聞出版 3-0500927463

914
挑戦　常識のブレーキを
はずせ

山中伸弥 講談社 3-0500928139

914 コ 月夜の森の梟 小池真理子 朝日新聞出版 3-0500919892

914 セ
愛に始まり、愛に終わる
瀬戸内寂聴１０８の言葉

瀬戸内寂聴 宝島社 3-0500873336

914 ヒ 父のビスコ 平松洋子 小学館 3-0500916798

914 ホ 定形外郵便 堀江敏幸 新潮社 3-0500909791

915 タ
田辺聖子十八歳の日の記
録

田辺聖子 文藝春秋 3-0500926623

923 雨の島 呉明益 河出書房新社 3-0500915982

文庫本 933 ア
まだ見ぬ敵はそこにいる
ロンドン警視庁麻薬取締
独立捜査班

ジェフリー・
アーチャー

ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500930119

933 ウ 骨を引き上げる
ジェスミン・
ウォード

作品社 3-0500903305

ティーン
ズ 933 オ 動物農場　新訳版

ジョージ・オー
ウェル

早川書房 3-0500450544

933 オ ムーン・パレス
ポール・オース
ター

新潮社 3-0210095020

ティーン
ズ 933 キ

スタンド・バイ・ミー
恐怖の四季秋冬編

スティーヴン・
キング

新潮社 3-0210072865

933 ク
クリスマスの殺人　クリ
スティー傑作選

アガサ・クリス
ティー

早川書房 3-0500923838

ティーン
ズ 933 ク ２３分間の奇跡

ジェームズ・ク
ラベル

集英社 3-0190281027

933 サ サワー・ハート ジェニー・ザン 河出書房新社 3-0500901838

ティーン
ズ 933 シ 青空のむこう

アレックス・シ
アラー

求龍堂 3-0500634920
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文庫本 933 モ 人間の絆　下巻
サマセット・
モーム

新潮社 3-0500917710

文庫本 933 モ 人間の絆　上巻
サマセット・
モーム

新潮社 3-0500917709

文庫本 933 ロ
ハリー・ポッターと秘密
の部屋　２－１

Ｊ．Ｋ．ローリ
ング

静山社 3-0212063119

936
ぼくはテクノロジーを使
わずに生きることにした

マーク・ボイル 紀伊國屋書店 3-0500924998

ティーン
ズ 943 ヘ 車輪の下 ヘッセ 新潮社 3-0500285764

949
アウシュヴィッツで君を
想う

エディ・デ・
ウィンド

早川書房 3-0500866741

953 ア 死まで１３９歩 ポール・アルテ 早川書房 3-0500927173

953 ロ 赤いモレスキンの女
アントワーヌ・
ローラン

新潮社 3-0500840443

963 ケルト人の夢
マリオ・バルガ
ス＝リョサ

岩波書店 3-0500918523

969 象の旅
ジョゼ・サラ
マーゴ

書肆侃侃房 3-0500919380

別置 記号

007.3
ＧＡＦＡ　ｎｅｘｔ　ｓ
ｔａｇｅ　四騎士＋Ｘの
次なる支配戦略

スコット・ギャ
ロウェイ

東洋経済新報社 3-0500926647

007.6

デジタル遺品の探しか
た・しまいかた、残しか
た＋隠しかた　身内が亡
くなったときのスマホ・
パソコン・ＳＮＳ・ネッ
ト証券・暗号資産等への
対応や、デジタル終活が
わかる本

伊勢田篤史 日本加除出版 3-0500915974

参考書 014
日本目録規則　２０１８
年版

日本図書館協会
目録委員会／編

日本図書館協会 3-0500654331

017
司書教諭・学校司書のた
めの学校図書館必携　理
論と実践

全国学校図書館
協議会／監修

悠光堂 3-0500850657

児童書研
究 019

この本読んで！　第８１
号（２０２１冬）

出版文化産業振興財
団

3-0500928445

参考書 028
ヤングアダルトの本　高
校教科書の文学３０００
冊

日外アソシエー
ツ株式会社／編

日外アソシエーツ 3-0500255953

参考書 028

ヤングアダルトの本　Ｓ
ＤＧｓ〈持続可能な開発
目標〉を理解するための
３０００冊

日外アソシエー
ツ株式会社／編
集

日外アソシエーツ 3-0500892076

049
ギネス世界記録　２０２
２

クレイグ・グレ
ンディ／編

角川アスキー総合研
究所

3-0500922359

049 絶滅危惧動作図鑑 藪本晶子 祥伝社 3-0500913492

070 地方メディアの逆襲 松本創 筑摩書房 3-0500928265

070 報道現場 望月衣塑子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500912419

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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114
もしあと１年で人生が終
わるとしたら？

小澤竹俊 アスコム 3-0500863709

141
なぜ私は怒れないのだろ
う

安藤俊介 産業編集センター 3-0500920994

146.8

「本当の自分」がわかる
心理学　すべての悩みを
解決する鍵は自分の中に
ある

シュテファ
ニー・シュター
ル

大和書房 3-0500914191

159
心が揺れがちな時代に
「私は私」で生きるには

高尾美穂 日経ＢＰ 3-0500923323

文庫本 183 読み解き「般若心経」 伊藤比呂美 朝日新聞出版 3-0500076490

188.4
最澄と徳一　仏教史上最
大の対決

師茂樹 岩波書店 3-0500916678

210 関所で読みとく日本史 河合敦 河出書房新社 3-0500915629

210.2
イヌと縄文人　狩猟の相
棒、神へのイケニエ

小宮孟 吉川弘文館 3-0500923385

210.3
国造　大和政権と地方豪
族

篠川賢 中央公論新社 3-0500922866

210.4 北条氏の時代 本郷和人 文藝春秋 3-0500922842

210.4
六波羅探題　京を治めた
北条一門

森幸夫 吉川弘文館 3-0500915077

210.5 一冊でわかる江戸時代 大石学／監修 河出書房新社 3-0500917424

230
歴史修正主義　ヒトラー
賛美、ホロコースト否定
論から法規制まで

武井彩佳 中央公論新社 3-0500914889

280
人間晩年図巻　２００４
－０７年

関川夏央 岩波書店 3-0500925811

281
図解眠れなくなるほど面
白い戦国武将の話

小和田哲男／監
修

日本文芸社 3-0500894973

288
三好一族　戦国最初の
「天下人」

天野忠幸 中央公論新社 3-0500914890

291.3
鎌倉・横浜おでかけプラ
ン

ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500921525

291.3
歩いて再発見！東京８０
００歩さんぽ

ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500919816

別置 記号

302.2
地図で見る中国ハンド
ブック

ティエリ・サン
ジュアン

原書房 3-0500910296

304 老人支配国家日本の危機
エマニュエル・
トッド

文藝春秋 3-0500922841

312.1
永田町動物園　日本をダ
メにした１０１人

亀井静香 講談社 3-0500923915

参考書 316
世界の人権問題史事典
トピックス１７７６－２
０２０

日外アソシエー
ツ株式会社／編
集

日外アソシエーツ 3-0500876807

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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319.1 バチカン大使日記 中村芳夫 小学館 3-0500924249

319.1 北方領土交渉史 鈴木美勝 筑摩書房 3-0500905114

319.1

明治日本はアメリカから
何を学んだのか　米国留
学生と『坂の上の雲』の
時代

小川原正道 文藝春秋 3-0500922844

319.5
台湾有事　米中衝突とい
うリスク

清水克彦 平凡社 3-0500915267

324 図解による民法のしくみ 神田将 自由国民社 3-0500911093

324

一般社団・財団法人設立
完全マニュアル　定款モ
デルから登記申請書類ま
で

福島達也 学陽書房 3-0500919186

330

お金のむこうに人がいる
元ゴールドマン・サック
ス金利トレーダーが書い
た予備知識のいらない経
済新入門

田内学 ダイヤモンド社 3-0500910179

331 人新世の「資本論」 斎藤幸平 集英社 3-0500813999

参考書 332
世界経済の潮流　２０２
１年　１

内閣府政策統括
官室（経済財政
分析担当）／編
集

日経印刷 3-0500926709

333
金融化の世界史　大衆消
費社会からＧＡＦＡの時
代へ

玉木俊明 筑摩書房 3-0500920867

カウン
ター 335

帝国データバンク会社年
鑑　第１０２版（２０２
２）　西日本１

帝国データバンク 3-0500918040

カウン
ター 335

帝国データバンク会社年
鑑　第１０２版（２０２
２）　西日本２

帝国データバンク 3-0500918046

カウン
ター 335

帝国データバンク会社年
鑑　第１０２版（２０２
２）　東日本１

帝国データバンク 3-0500918053

カウン
ター 335

帝国データバンク会社年
鑑　第１０２版（２０２
２）　東日本２

帝国データバンク 3-0500918050

カウン
ター 335.4

会社四季報　２０２２年
１集（新春号）

東洋経済新報社 3-0500931996

336.1
見やすい資料のデザイン
図鑑　シーンごとにマネ
して作るだけ！

森重湧太 インプレス 3-0500928280

336.4
テレワークＱ＆Ａ　労
務・メンタル対策の勘ど
ころ

産業保健メンタ
ルヘルス研究会
／編

産労総合研究所出版
部経営書院

3-0500901905

336.9
サラリーマンの副業の税
金が全部わかる本

大橋弘明 自由国民社 3-0500923789

336.9

消費税インボイス制度導
入の実務　登録手続から
税額計算、電子インボイ
スまで

安部和彦 清文社 3-0500910565
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336.9
世界一やさしい会計の教
科書１年生　再入門にも
最適！

登川雄太 ソーテック社 3-0500921607

338
３３歳で１億円達成した
僕が実践する一生モノの
億超え投資法

まつのすけ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500925942

338
ＥＳＧ入門　経営、投資
での実装

アムンディ・
ジャパン／編

日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500914232

参考書 345
財産評価基準書　東京国
税局管内　令和３年分
第１１分冊

全国官報販売協同組
合

全国官報販売
協同組合

参考書 351
日本統計年鑑　第７１回
（２０２２）

総務省統計局／
編集

日本統計協会 3-0500926704

361.4

なぜ私たちは友だちをつ
くるのか　進化心理学か
ら考える人類にとって一
番重要な関係

ロビン・ダン
バー

青土社 3-0500923959

365 東京の生活史 岸政彦／編 筑摩書房 3-0500908089

367.1
私は男でフェミニストで
す

チェスンボム 世界思想社 3-0500923303

367.1
性差（ジェンダー）事変
平成のポップ・カル
チャーとフェミニズム

小谷真理 青土社 3-0500922620

367.6
「ひきこもり」から考え
る　〈聴く〉から始める
支援論

石川良子 筑摩書房 3-0500920868

367.7
落合陽一３４歳、「老
い」と向き合う　超高齢
社会における新しい成長

落合陽一 中央法規出版 3-0500925847

367.9 パパ活女子 中村淳彦 幻冬舎 3-0500924442

369.2
間違いだらけの老人ホー
ム選び

小嶋勝利 プレジデント社 3-0500920979

369.4

ママたちの本音とグルー
プによる子育て支援
「子どもがカワイイと思
えない」と言える場をつ
くる

相場幸子 遠見書房 3-0500919057

子育て 369.4
後悔しない保育園・こど
も園の選び方　子どもに
とって大切な１２の視点

普光院亜紀 ひとなる書房 3-0500904099

369.9
３１ｃｍ　ヘアドネー
ションの今を伝え、未来
につなぐ

Ｊａｐａｎ　Ｈ
ａｉｒ　Ｄｏｎ
ａｔｉｏｎ　＆
Ｃｈａｒｉｔｙ
／監修

ＫｕＬａＳｃｉＰ 3-0500904044

参考書 370

帰国子女のための学校便
覧　小学校から大学まで
の入学・編入学ガイド
２０２２

海外子女教育振
興財団／編集

海外子女教育振興財
団

3-0500923745
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376.4
学校！　高校生と考える
コロナ禍の３６５日

桐光学園中学
校・高等学校／
監修

左右社 3-0500921124

376.8 なぜ中学受験するのか？ おおたとしまさ 光文社 3-0500922547

参考書 376.8

音楽大学・高校学校案内
国公立大・私大・短大・
高校・大学院・音楽学校
２０２２

音楽之友社 3-0500921301

参考書 376.8
全国大学受験年鑑　２０
２２年入試対策用

旺文社 3-0500924413

376.8

中学受験自走モードにす
るために親ができること
予約殺到の東大卒スー
パー家庭教師が教える

長谷川智也 講談社 3-0500914132

377 野蛮な大学論 酒井敏 光文社 3-0500915593

378
ディスレクシアだから大
丈夫！　視点を変えると
見えてくる特異性と才能

ブロック・Ｌ・
アイディ

金子書房 3-0500915271

378
マンガでわかる境界知能
とグレーゾーンの子ども
たち

宮口幸治 扶桑社 3-0500808957

378

困っている子を見逃すな
マンガでわかる境界知能
とグレーゾーンの子ども
たち　２

宮口幸治 扶桑社 3-0500889330

別置指定
資料 378

自閉っ子サンちゃんのラ
イフスキルトレーニング
ハイタッチから広がるコ
ミュニケーションの世
界！

たなかれもん 合同出版 3-0500925192

379
天才を育てた親はどんな
言葉をかけていたのか？

真山知幸 サンマーク出版 3-0500924162

382
古代中国の２４時間　秦
漢時代の衣食住から性愛
まで

柿沼陽平 中央公論新社 3-0500922862

383.6
懐かしくて新しい「銭湯
学」　お風呂屋さんを愉
しむとっておき案内

町田忍／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500911066

文庫本 387 日本迷信集 今野圓輔 河出書房新社 3-0500912059

388
ドラゴンは爬虫類　骨格
と進化から読みとく伝説
動物の図鑑

川崎悟司 大和書房 3-0500917157

391
日米開戦１９４１　最後
の裏面史

有馬哲夫／ほか
著

宝島社 3-0500920213

別置 記号

文庫本 403
世界を読み解く科学本
科学者２５人の１００冊

山本貴光／編 河出書房新社 3-0500920168

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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参考書 403
理科年表　第９５冊（令
和４年）

国立天文台／編 丸善出版 3-0500925583

文庫本 404
科学者の創造性　雑誌
『自然』より

湯川秀樹 中央公論新社 3-0500914932

404
人類が進化する未来　世
界の科学者が考えている
こと

ジェニファー・
ダウドナ

ＰＨＰ研究所 3-0500922593

410 解きたくなる数学 佐藤雅彦 岩波書店 3-0500910993

430
暗記しないで化学入門
電子を見れば化学はわか
る

平山令明 講談社 3-0500922852

443
宇宙の終わりに何が起こ
るのか

ケイティ・マッ
ク

講談社 3-0500906087

452
南極の氷に何が起きてい
るか　気候変動と氷床の
科学

杉山慎 中央公論新社 3-0500922865

456 楽しい地層図鑑
小白井亮一／
文・写真

草思社 3-0500817730

458
自然散策が楽しくなる！
岩石・鉱物図鑑

川端清司／監修 池田書店 3-0500913215

463 毛　生命と進化の立役者 稲葉一男 光文社 3-0500922548

467
遺伝子命名物語　名前に
秘められた生物学のドラ
マ

坪子理美 中央公論新社 3-0500912875

ティーン
ズ 471

植物たちのフシギすぎる
進化　木が草になったっ
て本当？

稲垣栄洋 筑摩書房 3-0500907229

488
ニュースなカラス、観察
奮闘記

樋口広芳 文一総合出版 3-0500922381

491

１万人の脳を見た名医が
教えるすごい左利き
「選ばれた才能」を１２
０％活かす方法

加藤俊徳 ダイヤモンド社 3-0500910176

491
ウイルスと共生する世界
新型コロナアウトブレイ
クに隠された生命の事実

フランク・ライ
アン

日本実業出版社 3-0500923330

491
すばらしい人体　あなた
の体をめぐる知的冒険

山本健人 ダイヤモンド社 3-0500903214

493.7
なぜ心はこんなに脆いの
か　不安や抑うつの進化
心理学

ランドルフ・
Ｍ．ネシー

草思社 3-0500907173

493.8

コロナワクチン１１４の
疑問にすべて答えます
ワクチン接種の不安が消
える

奥田研爾 日刊現代 3-0500917679

493.8
世界史を変えたパンデ
ミック

小長谷正明 幻冬舎 3-0500786413

494

全国から患者が集まる麻
酔科医のへバーデン結
節・手指の痛みの治し方
痛みをとる！１０秒神経
マッサージ

富永喜代 毎日が発見 3-0500921224

498 医療崩壊真犯人は誰だ 鈴木亘 講談社 3-0500922857

10



498
哲さんの声が聞こえる
中村哲医師が見たアフガ
ンの光

加藤登紀子 合同出版 3-0500895096

498.1

頼れる治療院の選び方
治す・癒やす・きれいに
なる「痛み」や「目的」
に合わせた治療院の見つ
け方、教えます！

根岸靖／監修 合同フォレスト 3-0500922386

ティーン
ズ 498.1

「心」のお仕事　今日も
誰かのそばに立つ２４人
の物語

河出書房新社／
編

河出書房新社 3-0500916713

498.1
それでも君は医者になる
のか

中山祐次郎 日経ＢＰ 3-0500922928

498.5
２０歳若返る食物繊維
免疫力がアップする！健
康革命

小林弘幸 朝日新聞出版 3-0500845171

518.8

私たちはいつまで危険な
場所に住み続けるのか
自然災害が突き付ける
ニッポンの超難問

木村駿 日経ＢＰ 3-0500916479

519

これってホントにエコな
の？　日常生活のあちこ
ちで遭遇する“エコ”の
ジレンマを解決

ジョージーナ・
ウィルソン＝パ
ウエル

東京書籍 3-0500903001

519.3
脱炭素革命への挑戦　世
界の潮流と日本の課題

堅達京子 山と溪谷社 3-0500904147

521 新編日本の城 中井均 山川出版社 3-0500902981

523
京都近現代建築ものがた
り

倉方俊輔 平凡社 3-0500907202

523
事典イギリスの民家と庭
文化　英文学の背景を知
る

三谷康之 日外アソシエーツ 3-0500864942

547.4
ＩｏＴ　モノのインター
ネット

高安篤史 創元社 3-0500915409

589

武相荘、おしゃれ語り
白洲次郎・正子の長女が
つづる「装いのプリンシ
プル」

牧山桂子 小学館 3-0500916734

別置 記号

591

お金の増やし方　はじめ
ての積立投資　つみたて
ＮＩＳＡ　ｉＤｅＣｏも
よくわかる！

西山美紀 主婦の友社 3-0500909855

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ
１（ｎｏ．１６０）

主婦と生活社 3-0500932001

子育て 594
みんなのおともだち！ア
ンパンマンと元気な仲間
たちマスコットとグッズ

日本ヴォーグ社 3-0203049684

594
羊毛の猫・熊・鳥の小物
自由に作って自由に使う

イワタマユミ／
監修

朝日新聞出版 3-0500923339

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

11



594.3
かぎ針あみのモチーフ１
００　一生あめる永久保
存版

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500918338

594.3

かぎ針編みの円座と角座
イエナカ時間を快適に
ふっくらあたたかい手編
みのおざぶ３６点

ブティック社 3-0500915894

594.3
棒針で編むいきもの模様
の冬こもの

みぞはたひろみ
アップルミンツ（Ｅ
＆Ｇクリエイツ）

3-0500921936

594.5

野の花の小さなてまりと
アクセサリー　ヒメジョ
オン、タンポポ、ヒメツ
ルソバｅｔｃ．糸をか
がって作る美しい花の世
界

寺島綾子 誠文堂新光社 3-0500919213

596
基本からわかる男の料理
術　定番料理からこだわ
りの一品まで５８レシピ

辻調理師専門学
校／料理監修

成美堂出版 3-0500920002

596.2
池波正太郎が通った
〈店〉

馬場啓一 いそっぷ社 3-0500923895

596.2

横浜老舗名店　鎌倉・湘
南
時代を超えて愛される名
店へ

ぴあ 3-0500918945

ティーン
ズ 596.3

私でもスパイスカレー作
れました！

印度カリー子 サンクチュアリ出版 3-0500696081

596.7
お家で楽しむアフタヌー
ンティー　ときめきの英
国紅茶時間

Ｃｈａ　Ｔｅａ
紅茶教室

河出書房新社 3-0500917111

596.7

理由がわかればもっとお
いしい！コーヒーを楽し
む教科書　Ｌｅｔ’ｓ
ｅｎｊｏｙ　ＣＯＦＦＥ
Ｅ

井崎英典／監修 ナツメ社 3-0500755200

596.8
いまさら聞けない箸の持
ち方レッスン

中原麻衣子 主婦の友社 3-0500911052

596.8
教養としての食べ方　お
となの清潔感をつくる

松井千恵美 サンマーク出版 3-0500923865

597

病院清掃３５年のプロが
教える病気にならない掃
除術　最新科学でわかっ
た

松本忠男 幻冬舎 3-0500924488

611 記憶に残る廃村旅 浅原昭生 実業之日本社 3-0500919216

615

無肥料栽培を実現する本
ビギナーからプロまで食
の安全を願う全ての人々
へ　続

岡本よりたか 笑がお書房 3-0500908183

625
国産アボカド栽培入門
人気上昇中！

東愛理 イカロス出版 3-0500910918

626

おうち野菜づくり　キッ
チンからはじめる！日本
一カンタンな家庭菜園の
入門本

宮崎大輔 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500913840
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646
鳥のお医者さんのために
なるつぶやき集

海老沢和荘 グラフィック社 3-0500912882

648 ヨーグルトの歴史
ジューン・ハー
シュ

原書房 3-0500908214

別置 記号

702
商業美術家の逆襲　もう
ひとつの日本美術史

山下裕二 ＮＨＫ出版 3-0500928313

726

かんたんかわいいちぎり
絵ＢＯＯＫ　ちぎって
貼ってスティックのりと
折り紙で楽しむ

ウメチギリ 日貿出版社 3-0500906213

726 もしも、東京
浅野いにお／
〔ほか〕

小学館 3-0500905810

727
映画のなかのロゴマーク
視覚言語と物語の構造

小谷充 水曜社 3-0500909351

740
魂を撮ろう　ユージン・
スミスとアイリーンの水
俣

石井妙子 文藝春秋 3-0500905459

742 デジタル一眼超入門
ワン・パブリッシン
グ

3-0500903487

750
４７都道府県・伝統工芸
百科

関根由子 丸善出版 3-0500918571

756
図解日本刀事典　刀・拵
から刀工・名刀まで刀剣
用語徹底網羅！！

歴史群像編集部
／編

ワン・パブリッシン
グ

3-0500917244

763

６０歳からピアノをはじ
めなさい　データでわか
る脳を活性化するピアノ
レッスン

元吉ひろみ

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
ミュージックメディ
ア部

3-0500915365

769

トウシューズのすべて
歴史から、作り方、選び
方、履き方、踊り方、鍛
え方まで「ポワント」を
徹底分析！

富永明子／編
集・著

誠文堂新光社 3-0500914651

770 エンタメの未来２０３１ 北谷賢司 日経ＢＰ 3-0500922923

778
戦国時代劇メディアの見
方・つくり方　戦国イ
メージと時代考証

大石学／編 勉誠社（制作） 3-0500911072

780

スポーツの世界から暴力
をなくす３０の方法　も
う暴言もパワハラもがま
んしない！

土井香苗／編 合同出版 3-0500909822

780
スポーツをしない子ども
たち

田中充 育鵬社 3-0500919084

780
最後の一年　緊急事態宣
言－学生アスリートたち
の闘い

毎日新聞運動部 毎日新聞出版 3-0500911880

781
正しい「後屈」入門　腰
は反らずにしならせる！

今村泰丈 日貿出版社 3-0500915019

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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796
観る将のための将棋ガイ
ド　決定版

山口絵美菜 法研 3-0500919905

801 翻訳エクササイズ 金原瑞人 研究社 3-0500916061

807 外国語の水曜日再入門 黒田龍之助 白水社 3-0500921726

809
「話し方のベストセラー
１００冊」のポイントを
１冊にまとめてみた。

藤吉豊 日経ＢＰ 3-0500922929

809

１秒で心をつかめ。　一
瞬で人を動かし、１０
０％好かれる声・表情・
話し方

魚住りえ ＳＢクリエイティブ 3-0500909873

809
グラレコの基本　その場
で「聞く・まとめる・描
く」

本園大介 日本実業出版社 3-0500903314

816
短いは正義　「６０字１
メッセージ」で結果が出
る文章術

田口まこ ダイヤモンド社 3-0500910177

825

基礎から学べるはじめて
の中国語文法　オールカ
ラー
初級文法がしっかり身に
つく！
音声ダウンロード＆ＱＲ
コード付き

南雲大悟 ナツメ社 3-0500913001

ティーン
ズ 830

なんで英語、勉強すん
の？

鳥飼玖美子 岩波書店 3-0500910996

834
英語でオノマトペ表現
日本語の豊かな擬音語擬
態語を英語でこう言う

ルーク・タニク
リフ

アルク 3-0500891946

880 ロシア語の余白の余白 黒田龍之助 白水社 3-0500921725

別置 記号

郷土資料 523 横浜建築 内田青蔵 御茶の水書房 3-0500914130

「あたらしく入った本」2月号は、令和3年12月から令和4年1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。

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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