
別置

910 フ 海坂藩に吹く風 湯川豊 文藝春秋 3-0500928258

911.3
表現力を磨くよくわかる「写
真俳句」上達のポイント

森村誠一
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500918615

911.3 次の角を曲がったら話そう 伊集院光 小学館 3-0500922288

文庫 913 立川談志まくらコレクション 立川談志 竹書房 3-0500922377

文庫 911.5
汚れつちまつた悲しみ
に・・・

中原中也 集英社 3-0190389490

文庫 913.6
小説の惑星　オーシャンラズ
ベリー篇

伊坂幸太郎 筑摩書房 3-0500929346

文庫 913.6
小説の惑星　ノーザンブルー
ベリー篇

伊坂幸太郎 筑摩書房 3-0500929345

ティー
ンズ

913.6 短編宇宙 集英社文庫編集部 集英社 3-0500847137

ティー
ンズ

913.6
きみが見つける物語　切ない
話編

小川洋子 角川書店 3-0210013742

ティー
ンズ

913.6
きみが見つける物語　オトナ
の話編

大崎善生 角川書店 3-0210020973

ティー
ンズ

913.6 きみが見つける物語　恋愛編 有川浩 角川書店 3-0208067906

913.6 もう別れてもいいですか 恒谷美雨 中央公論新社 3-0500934602

文庫 913.6 ア
むかしむかしあるところに、
死体がありました。

青柳碧人 双葉社 3-0500904896

913.6 ア 捜査線上の夕映え 有栖川有栖 文藝春秋 3-0500935063

913.6 ア 川のほとりで羽化するぼくら 綾瀬まる ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500902582

913.6 ア マンモスの抜け殻 相場英雄 文藝春秋 3-0500927921

913.6 ア ボタニカ 朝井まかて 祥伝社 3-0500935051

913.6 ア 母の待つ里 浅田次郎 新潮社 3-0500938988

913.6 ア 居酒屋ぼったくり　5 秋川滝美 アルファポリス 3-0500353310

文庫 913.6 イ ハーモニー 伊藤計劃 早川書房 3-0500187858

文庫 913.6 イ 鬼平犯科帳　20 池波正太郎 文藝春秋 3-0500527523

電話045(901)1225

あたらしく入った本
2022年3月

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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文庫 913.6 イ 鬼平犯科帳　24 池波正太郎 文藝春秋 3-0500544457

文庫 913.6 イ 青春の門　第7部 五木寛之 講談社 3-0211017119

文庫 913.6 イ 青春の門　第8部 五木寛之 講談社 3-0500445457

文庫 913.6 イ 山椒魚 井伏鱒二 新潮社 3-0212011261

文庫 913.6 イ 砂漠 伊坂幸太郎 実業之日本社 3-0500527230

文庫 913.6 イ 敦煌 井上靖 新潮社 3-0210055418

文庫 913.6 ウ 開戦 上田秀人 光文社 3-0500935756

913.6 ウ 子供は怖い夢を見る 宇佐美まこと ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500909833

913.6 ウ 月の光の届く距離 宇佐美まこと 光文社 3-0500937328

913.6 エ 薔薇色の門　誘惑 遠藤周作 河出書房新社 3-0500925387

913.6 エ 創生（はじまり）の日 江上剛 朝日新聞出版 3-0500934362

913.6 エ 秋のカテドラル 遠藤周作 河出書房新社 3-0500916474

913.6 オ 残月記 小田雅久仁 双葉社 3-0500922302

913.6 オ ミニシアターの六人 小野寺史宜 小学館 3-0500921667

913.6 オ あずかりやさん　5 大山淳子 ポプラ社 3-0500935191

913.6 オ 愚かな薔薇 恩田陸 徳間書店 3-0500932557

913.6 オ おもろい以外いらんねん 大前粟生 河出書房新社 3-0500848846

913.6 カ ミーツ・ザ・ワールド 金原ひとみ 集英社 3-0500934292

文庫 913.6 キ 駆け落ちの罠 喜安幸夫 光文社 3-0500935762

913.6 コ 探花 今野敏 新潮社 3-0500937163

913.6 サ 輝山 澤田瞳子 徳間書店 3-0500911017

文庫 913.6 サ 異変ありや 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500933433

913.6 シ 新しい日々 芝木好子 書肆汽水域 3-0500900288

913.6 ス 黛家の兄弟 砂原浩太朗 講談社 3-0500936051

文庫 913.6 ス 情けの背中 鈴木英治 光文社 3-0500935761

913.6 タ あかずの扉の鍵貸します 谷瑞恵 集英社 3-0500911774
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文庫 913.6 タ 銀河英雄伝説　8　（乱離篇） 田中芳樹 東京創元社 3-0208030206

文庫 913.6 ツ 忘れじのK　2 辻村七子 集英社 3-0500931253

913.6 ツ 現代生活独習ノート 津村喜久子 講談社 3-0500923306

913.6 テ 銀色の青 哲夫 サンマーク出版 3-0500635846

913.6 ナ ルーティーンズ 長嶋有 講談社 3-0500920845

913.6 ナ やさしい猫 中島京子 中央公論新社 3-0500899655

913.6 ナ 鑑定人氏家京太郎 中山七里 双葉社 3-0500937418

913.6 ナ
特許やぶりの女王　弁理士・
大鳳未来

南原詠 宝島社 3-0500935095

文庫 913.6 ニ 武田信玄　林の巻 新田次郎 文藝春秋 3-0205025070

文庫 913.6 ハ でーれーガールズ 原田マハ 祥伝社 3-0500204892

文庫 913.6 ハ 約束 葉室麟 文藝春秋 3-0500927362

文庫 913.6 ヒ 時生 東野圭吾 講談社 3-0500921880

大活字
本

913.6 ヒ マスカレード・ホテル　1 東野圭吾 大活字文化普及協会 3-0500424765

大活字
本

913.6 ヒ マスカレード・ホテル　2 東野圭吾 大活字文化普及協会 3-0500424766

大活字
本

913.6 ヒ マスカレード・ホテル　3 東野圭吾 大活字文化普及協会 3-0500424767

大活字
本

913.6 ヒ マスカレード・イブ　1 東野圭吾 大活字文化普及協会 3-0500424762

大活字
本

913.6 ヒ マスカレード・イブ　2 東野圭吾 大活字文化普及協会 3-0500424763

大活字
本

913.6 ヒ マスカレード・イブ　3 東野圭吾 大活字文化普及協会 3-0500424764

913.6 フ 山亭ミアキス 古内一絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500925529

913.6 フ ディープフェイク 福田和代 PHP研究所 3-0500913848

文庫 913.6 フ 岡っ引黒駒吉蔵 藤原緋沙子 文藝春秋 3-0500933998

913.6 マ 一九六一東京ハウス 真梨幸子 新潮社 3-0500932177

文庫 913.6 マ コンビニ兄弟　2 町田そのこ 新潮社 3-0500932530

文庫 913.6 マ あの日、君は何をした まさきとしか 小学館 3-0500795907

文庫 913.6 ミ ブレイブ・ストーリー　上 宮部みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500884047

文庫 913.6 ミ ブレイブ・ストーリー　中 宮部みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500884048
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文庫 913.6 ミ 光 三浦しをん 集英社 3-0500098583

文庫 913.6 ミ 小暮荘物語 三浦しをん 祥伝社 3-0500204891

913.6 ム にべ屋往来記 村木嵐 文藝春秋 3-0500935090

913.6 ム おネコさま御一行 群ようこ 角川春樹事務所 3-0500935786

913.6 ム 桜風堂夢ものがたり 村山早紀 PHP研究所 3-0500935847

913.6 モ きりきり舞いのさようなら 諸田玲子 光文社 3-0500931743

913.6 ヨ ミトンとふびん 吉本ばなな 新潮社 3-0500931877

913.6 ヨ ミス・サンシャイン 吉田修一 文藝春秋 3-0500934670

文庫 913.6 ヨ 儚い羊たちの祝宴 米澤穂信 新潮社 3-0211044163

914 オ 遠慮深いうたた寝 小川洋子 河出書房新社 3-0500920863

914 キ
モヤモヤするけどスッキリ暮
らす

岸本葉子 中央公論新社 3-0500934606

914 シ ひとまず上出来 ジェーン・スー 文藝春秋 3-0500929793

914 ヤ 吉祥寺ドリーミン 山田詠美 小学館 3-0500931307

915 キ 憂行日記 北杜夫 新潮社 3-0500915631

923 火守 劉慈欣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500931389

923 アルタイの片隅で 李娟 インターブックス 3-0500911434

924 味の台湾 焦桐 みすず書房 3-0500915616

930 J・M・クッツェーと真実 くぼたのぞみ 白水社 3-0500914949

933 イ わが上海 伊藤恵子 小鳥遊書房 3-0500936047

ティー
ンズ

933 ウ わたしは夢を見つづける
ジャクリーン・
ウッドソン

小学館 3-0500894201

文庫 933 オ 一九八四年
ジョージ・オー
ウェル

早川書房 3-0209055217

933 オ ハムネット
マギー・オファー
レル

新潮社 3-0500926112

933 キ カッコーの巣の上で ケン・キージー パンローリング 3-0500886057

ティー
ンズ

933 キ ほんものの魔法使 ポール・ギャリコ 東京創元社 3-0500875610

文庫 933 ク 冤罪法廷　上巻
ジョン・グリシャ
ム

新潮社 3-0500932532

文庫 933 ク 冤罪法廷　下巻
ジョン・グリシャ
ム

新潮社 3-0500932533

ティー
ンズ

933 ク タフィー サラ・クロッサン 岩波書店 3-0500919027
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文庫 933 コ 森から来た少年
ハーラン・コーベ
ン

小学館 3-0500934328

ティー
ンズ

933 シ ガラスの封筒と海と
アレックス・シア
ラー

求龍堂 3-0500499724

ティー
ンズ

933 フ 種をまく人
ポール・フライ
シュマン

あすなろ書房 3-0198041777

文庫 933 フ ネヴァー　上 ケン・フォレット 扶桑社 3-0500926499

文庫 933 フ ネヴァー　中 ケン・フォレット 扶桑社 3-0500926500

文庫 933 フ ネヴァー　下 ケン・フォレスト 扶桑社 3-0500926501

文庫 933 マ 贖罪
イアン・マキュー
アン

新潮社 3-0500651320

933 ラ とうもろこし倉の幽霊 R・A・ラファティ 早川書房 3-0500937470

文庫 933 リ 紙の動物園 ケン・リュウ 早川書房 3-0500477582

文庫 933 ロ
ハリーポッターと炎のゴブ
レット　4/3

J.K.ローリング 静山社 3-0212074287

文庫 943 ノ 白雪姫には死んでもらう ネレ・ノイハウス 東京創元社 3-0500056058

文庫 943 ノ 悪女は自殺しない ネレ・ノイハウス 東京創元社 3-0500278242

文庫 943 ノ 深い疵 ネレ・ノイハウス 東京創元社 3-0212045736

953 ア 第四の扉 ポール・アルテ 早川書房 3-0202030308

953 打ちのめされた心は
フランソワーズ・
サガン

河出書房新社 3-0500925834

953 ロ ミッテランの帽子
アントワーヌ・
ローラン

新潮社 3-0500651885

969 弓を引く人
パウロ・コエー
リョ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500923413

969 だれも死なない日
ジョゼ・サラマー
ゴ

河出書房新社 3-0500909336

973 天に焦がれて
パオロ・ジョル
ダーノ

早川書房 3-0500922405

983 緑の天幕
リュドミラ・ウリ
ツカヤ

新潮社 3-0500932181

別置

002 情報生産者になってみた
上野ゼミ卒業生
チーム

筑摩書房 3-0500928276

ティー
ンズ

007.1 AI時代を生きる 美馬のゆり 岩波書店 3-0500916681

015
図書館利用に障害のある人々
へのサービス　上巻

日本図書館協会障
害者サービス委員
会

日本図書館協会 3-0500933625

記号

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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015
図書館利用に障害のある人々
へのサービス　下巻

日本図書館協会障
害者サービス委員
会

日本図書館協会 3-0500933627

016 児童サービス論 金沢みどり 学文社 3-0500934357

016
わたしは10歳、本を知らずに
育ったの。

シャンティ国際ボ
ランティア会

合同出版 3-0500548461

019 その本、読みたい！低学年 村上淳子 国土社 3-0500031930

児童書
研究

019
子どもに定番絵本の読み聞か
せを

尾野三千代 児童図書館研究会 3-0500923608

024 古本マニア採集帖 南佗楼綾繁 皓星社 3-0500926247

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和3年度11
月号

毎日新聞社 3-0500934527

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和3年
度11月号

日本経済新聞社 3-0500934529

141 視覚化する味覚 久野愛 岩波書店 3-0500924066

141 感情の歴史　3 A・コルバン 藤原書店 3-0500916003

ティー
ンズ

141 きみの体は何者か 伊藤亜紗 筑摩書房 3-0500907224

151 思いがけず利也 中島岳志 ミシマ社 3-0500919417

ティー
ンズ

159
やりたいことが見つからない
君へ

坪田信貴 小学館 3-0500910541

159 365日のご利益大全 藤本宏人 サンマーク出版 3-0500929764

159 1ミリの優しさ IKKO 大和書房 3-0500930215

159 折れない心をつくるいい言葉 斎藤茂太 さくら舎 3-0500935137

162 宗教図像学入門 中村圭志 中央公論新社 3-0500914893

164
図解眠れなくなるほど面白い
世界の神々

鈴木悠介 日本文芸社 3-0500924261

175
明治神宮　内と外から見た百
年

今泉宜子 平凡社 3-0500907201

186
会いに行きたくなる！日本の
仏像図鑑

宮下真 新星出版社 3-0500921988

198
きれい事じゃないんだ、聖書
の言葉は

関野和寛 バジリコ 3-0500928678

209
人類の歴史をつくった17の大
発見

コーディー・キャ
シディー

河出書房新社 3-0500924496
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209
日本人が知らない近現代史の
虚妄

江崎道朗 SBクリエイティブ 3-0500927886

209
東大名誉教授がおしえる！建
築でつかむ世界史図鑑

木村凌二 二見書房 3-0500925399

210.1
図説一冊で学び直せる日本史
の本

後藤武士 ワン・パブリッシング 3-0500922385

210.1 忍びの者その正体 筒井功 河出書房新社 3-0500931259

210.3 平安王朝 目崎徳衛 講談社 3-0500921162

文庫 210.4 吾妻鑑 西田友広 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500922837

210.4 鎌倉殿の13人 ＮＨＫ出版 3-0500926966

210.4 秀吉襲来 渡邊大門 東京堂出版 3-0500929400

210.4 海の武士団 黒嶋敏 吉川弘文館 3-0500923389

210.4
松村邦洋「鎌倉殿の13人」を
語る

松村邦洋 プレジデント社 3-0500928707

210.4 大坂城 北川央 新潮社 3-0500930883

210.4 「室町殿」の時代 久水俊和 山川出版社 3-0500932654

210.4 鎌倉・室町時代 本郷和人 朝日新聞出版 3-0500923336

210.5 江戸幕府の御家人 戸森麻衣子 東京堂出版 3-0500925112

210.6 風刺画が描いたＪＡＰＡＮ 若林悠 国書刊行会 3-0500928138

210.6
関口宏・保阪正康のもう一
度！近現代史戦争の時代へ

関口宏 講談社 3-0500922849

210.7 暁の宇品 堀川惠子 講談社 3-0500890211

210.7
半藤一利語りつくした戦争と
平和

半藤一利 東京新聞 3-0500925091

210.7 現代語訳暗黒日記 清沢洌 東洋経済新報社 3-0500926646
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221 韓国の歴史 水野俊平 河出書房新社 3-0500908627

221 一冊でわかる韓国史 六反田豊 河出書房新社 3-0500925836

227 破綻の戦略 髙橋博史 白水社 3-0500926187

文庫 229 砂漠と草原の遺宝 香山陽坪 講談社 3-0500928541

281 「旧説VS.新説」幕末維新43人 安田清人
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500926673

289 タ
天才IT大臣オードリー・タン
が初めて明かす問題解決の4ス
テップと15キーワード

オードリー・タン 文響社 3-0500927515

289 フ 人の研究を笑うな 藤田絋一郎 ワニ・プラス 3-0500923794

289 ミ 頼朝の武士団 細川重男 朝日新聞出版 3-0500921228

289 ミ 頼朝と義時 呉座勇一 講談社 3-0500922856

289 メ メルケル カティ・マートン 文藝春秋 3-0500924238

289 ア
ニュージーランド　アーダー
ン首相

マデリン・チャッ
プマン

集英社インターナショ
ナル

3-0500925039

289 北条義時 岩田慎平 中央公論新社 3-0500931318

文庫 290 貧乏だけど贅沢 沢木耕太郎 文藝春秋 3-0211092590

290 地球の歩き方　W13
地球の歩き方編集
室

地球の歩き方 3-0500937398

290 感動の体験旅行 湊麻里
日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500928473

291
地図でスッと頭に入る47都道
府県

なるほど知図帳編
集部

昭文社 3-0500930400

291.3 東京近郊ゆる登山 西野淑子 実業之日本社 3-0500914271

291.3
ほじくりストリートビュー
ザ★フューチャー

能町みね子 交通新聞社 3-0500930437

291.3
おでかけ韓国ｉｎ東京・京阪
神

朝日新聞出版 3-0500923328

291.3
40代からの街道歩き大山街道
編成田街道編

街道歩き委員会 創英社/三省堂書店 3-0500807450

292
地図でスッと頭に入る4アジア
25の国と地域

井田仁康 昭文社 3-0500930101
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文庫 293 旅の絵日記 和田誠 中央公論新社 3-0500931337

293.4
ベートーヴェン、21世紀の
ウィーンを歩く。

曽我大介 集英社 3-0500927127

別置

302.1 「日本」ってどんな国？ 本田由紀 筑摩書房 3-0500912429

302.2 ベトナム戦記 開高健 朝日新聞出版 3-0500919499

302.2 インド残酷物語 池亀彩 集英社 3-0500922534

304 私たちはどう生きるか
マルクス・ガブリ
エル

朝日新聞出版 3-0500898398

304 コロナ後の世界 内田樹 文藝春秋 3-0500915372

文庫 311 国家と神話　下 カッシーラー 岩波書店 3-0500908082

319.8 核兵器禁止から廃絶へ 川崎哲 岩波書店 3-0500928072

324 戸籍のことならこの1冊 石原豊昭 自由国民社 3-0500912461

326 世界で勝てない日本企業 カルロス・ゴーン 幻冬舎 3-0500928146

326 ルポ死刑 佐藤大介 幻冬舎 3-0500924441

ティー
ンズ

327 弁護士になるには 飯島一孝 ぺりかん社 3-0500913865

331 「経済学」にだまされるな！ トマ・ポルシェ ＮＨＫ出版 3-0500933457

331
アダム・スミスの夕食を作っ
たのは誰か？

カトリーン・マル
サル

河出書房新社 3-0500922527

332 ステークホルダー資本主義 足立英一郎
集英社インターナショ
ナル

3-0500927822

332 アイデア資本主義 大川内直子 実業之日本社 3-0500903201

文庫 332 資本主義と市民社会 大塚久雄 岩波書店 3-0500908083

カウン
ター

335
帝国データバンク会社年鑑
第102（2022）索引（全国索
引・業種別索引・広告索引）

帝国データバンク 3-0500918032

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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カウン
ター

335.4
全国企業あれこれランキング
2022

帝国データバンク 3-0500918025

336 上流思考 ダン・ヒース ダイヤモンド社 3-0500930078

336.2
本当に使える業務マニュアル
作成のルール

森田圭美 同文舘出版 3-0500930091

336.4
図解労務管理の基本と実務が
わかる事典

森島大吾 三修社 3-0500915037

338
Q＆Aで簡単！家づくりのお金
の話がぜんぶわかる本　2022

田方みき エクスナレッジ 3-0500917234

338 新・国際金融のしくみ 西村陽造 有斐閣 3-0500819027

338
世界を貧困に導くウォール街
を超える悪魔

ニコラス・シャク
ソン

ダイヤモンド社 3-0500919489

338
為替のしくみがこれ1冊でしっ
かりわかる教科書

尾河眞樹 技術評論社 3-0500897016

参考 342
図説　日本の財政　令和3年度
版

廣光俊昭 財経詳報社 3-0500925153

345 租税法 岡村忠生 有斐閣 3-0500920310

345
上手な相続は生前贈与で決ま
る！

松本有史 現代書林 3-0500926478

361.4
あてはめるだけで“すぐ"伝わ
る 説明組み立て図鑑

犬塚壮志 SBクリエイティブ 3-0500924534

361.4
人に必ず好かれる言葉づかい
の図鑑

ゆうきゆう 宝島社 3-0500917190

文庫 361.4 メディアの文明史
ハロルド・A・イ
ニス

筑摩書房 3-0500921638

366.4
今すぐできる！iDeCoとつみた
てNISA超入門

中野晴啓 扶桑社 3-0500926488

361.5 〈キャラクター〉の大衆文化 荒木浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500925075

365
消費者契約法のトラブル相談Q
＆A

大上修一郎 民事法研究会 3-0500905065

365
絶対後悔しない！豪雨・地震
に強い住まい選び

小口悦央 河出書房新社 3-0500916470

366.3 大人のいじめ 坂倉昇平 講談社 3-0500922855
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367.1 もう空気なんて読まない 石川優美 河出書房新社 3-0500923762

367.3 母のトリセツ 黒川伊保子 扶桑社 3-0500919080

367.6 立花隆の最終講義 立花隆 文藝春秋 3-0500915582

文庫 367.7 8050問題 黒川祥子 集英社 3-0500915574

文庫 367.9 聖なるズー 濱野ちひろ 集英社 3-0500923272

367.9
性的マイノリティサポート
ブック

共生会SHOWA かもがわ出版 3-0500920866

368 ヤクザ・チルドレン 石井光太 大洋図書 3-0500919237

368 わたしは黙らない 合同出版編集部 合同出版 3-0500917116

369 ヤングケアラー 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 3-0500924609

369 子ども介護者 濱島淑惠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500905343

369.1
民生委員のための経済的困窮
支援ハンドブック

小林雅彦 中央法規出版 3-0500918259

369.2 生活保護解体論 岩田正美 岩波書店 3-0500920825

369.2
Q＆A障害のある人に役立つ法
律知識

藤岡毅 日本法令 3-0500926601

369.3
被災したあなたを助けるお金
とくらしの話

岡本正 弘文堂 3-0500925881

371 絵本で教えるにほんご 野呂きくえ
スリーエーネットワー
ク

3-0500932135

372 学校史に見る日本 五味文彦 みすず書房 3-0500926572

374
♯教師のバトンとはなんだっ
たのか

内田良 岩波書店 3-0500928073

376.1
わくわくシアター日本と世界
の昔話

ポット編集部 チャイルド本社 3-0500913621

379
山中教授、同級生の小児脳科
学者と子育てを語る

山中伸弥 講談社 3-0500916472

383.8 食卓の上の韓国史 周永河 慶応義塾大学出版会 3-0500930935
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383.8 シュウマイの本 シュウマイ潤 産業編集センター 3-0500929409

384 遊郭と日本人 田中優子 講談社 3-0500915958

文庫 384 マタギ 戸川幸夫 山と溪谷社 3-0500907730

文庫 388 鬼むかし 五来重 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500914879

388
東大生が学んでいる一生役立
つ株の教科書

伊藤潤一 SBクリエイティブ 3-0500915666

388 日本怪異妖怪事典　関東 氷厘亭氷泉 笠間書院 3-0500911132

391 戦争の未来
ローレンス・フ
リードマン

中央公論新社 3-0500928248

391 戦略思想史入門 西田陽一 筑摩書房 3-0500920872

別置

401
われわれは仮想世界を生きて
いる

リズワン・バーグ 徳間書店 3-0500933443

文庫 404 雪と人生 中谷宇吉郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500930867

404 文系もハマる科学 五十嵐美樹 青春出版社 3-0500938265

404 未来の科学者たちへ 大隅良典 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500924556

412 世界は「e」でできている 金重明 講談社 3-0500930363

417 現代数理統計学 竹村彰通 学術図書出版社 3-0500841284

417
「数学に弱い」日本人の超・
危険な生活

髙橋洋一 ビジネス社 3-0500926587

417
Kaggle　Grandmasterに学ぶ機
械学習実践アプローチ

Abhishek Thakur マイナビ出版 3-0500900808

421
時短・効率化の前に今さら聞
けない時間超基本

二間瀬敏史 朝日新聞出版 3-0500931299

425 光 ニュートンプレス 3-0500922328

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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426 エントロピーの世界 鈴木誠治 朝日新聞社 3-0500931298

437
文系でも3時間でわかる超有機
化学入門

諸藤達也 裳華房 3-0500931378

443 時間の終わりまで
ブライアン・グ
リーン

講談社 3-0500927205

443 宇宙はなぜ美しいのか 村山斉 幻冬舎 3-0500924443

443
マルチメッセンジャー天文学
が捉えた新しい宇宙の姿

田中雅臣 講談社 3-0500930362

451 竜巻 小林文明 成山堂書店 3-0500920680

453
徹底図解メガ地震がやってく
る！

角田史雄 ビジネス社 3-0500934143

469 図解人類の進化 斎藤成也 講談社 3-0500922853

490 図解医療の世界史 久繁哲徳 丸善出版 3-0500934137

491 人体の取扱説明書 ニュートンプレス 3-0500822747

491 脳とAI 酒井邦嘉 中央公論新社 3-0500934611

491
脳と人工知能をつないだら、
人間の能力はどこまで拡張で
きるのか

紺野大地 講談社 3-0500930360

493.1 LOH症候群 堀江重郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500920560

493.1
ぜんぶわかる高齢者のからだ
と病気

秋下雅弘 成美堂出版 3-0500931886

493.2
薬いらずの特効法中性脂肪・
コレステロールを下げる50の
コツ

宝島社 3-0500927767

493.4 膵臓の病気がわかる本 糸井隆夫 講談社 3-0500926457

493.4 腸活にいいこと超大全 小林弘幸 宝島社 3-0500929462

493.4 胃は歳をとらない 三輪洋人 集英社 3-0500930875

493.7 起立性調節障害〈OD〉 田中大介 講談社 3-0500926456
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493.7
「適応障害」って、どんな病
気！

浅井逸郎 大和出版 3-0500920916

493.7
発達障害のある人の「ものの
見方・考え方」

高岡佑壮 ミネルヴァ書房 3-0500922553

493.7
精神科医が教えない「プチ強
迫性障害」という「幸せ」

杉山崇 双葉社 3-0500931831

493.7
認知症の人は何を考えている
のか？

渡辺哲弘 講談社 3-0500922960

493.8 イベルメクチン 大村智 河出書房新社 3-0500926483

493.8
感染症はぼくらの社会をいか
に変えてきたのか

小田中直樹 日経BP 3-0500800843

494
脊柱管狭窄症自力で克服！
腰の名医が教える最新１分体
操大全

文響社 3-0500845440

494
下肢静脈瘤は「足の甲テーピ
ング」で9割よくなる！

佐藤達朗 河出書房新社 3-0500824854

495
最先端治療子宮がん・卵巣が
ん

国立がん研究セン
ター中央病院腫瘍
内科、婦人腫瘍科

法研 3-0500921267

496
耳鳴りめまい聞こえにくい耳
の悩みに90秒ですっきり「耳
うらほぐし」

中川雅文 主婦の友社 3-0500927961

497 歯を疑え！ 丸橋賢 幻冬舎 3-0500917691

文庫 498
人は愛するに足り、真心は信
ずるに足りる

中村哲 岩波書店 3-0500908086

498.3 不眠症の9割は歩くだけで治る 長尾和宏 山と溪谷社 3-0500930909

498.3 長生き1分片足立ち 伊賀瀬道也 文響社 3-0500860319

498.3 今日からはじめる養生学 伊藤和憲
集英社インターナショ
ナル

3-0500927823

498.3 脳メンテナンス大全
クリステン・ウィ
ルミア

日経BP 3-0500934370

498.3
脳を最大限に活かす究極の運
動法

久賀谷亮 朝日新聞出版 3-0500931361

498.3
図解眠れなくなるほど面白い
睡眠の話

西野精治 日本文芸社 3-0500884933

498.3 最強脳
アンデシュ・ハン
セン

新潮社 3-0500922541

498.4 痛み、肥え、貧す
レオナルド・トラ
サンデ

光文社 3-0500931747
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498.5
120歳まで元気に生きる最強の
サプリ＆健康長寿術

金森茂樹 扶桑社 3-0500931306

498.5 糖質中毒 牧田善二 文藝春秋 3-0500937659

498.6
お父さん、お母さんが知って
おきたいダニとアレルギーの
話

髙岡正敏 あさ出版 3-0500923850

498.6 新型コロナと向き合う 横倉義武 岩波書店 3-0500916679

498.6 ｍＲＮＡワクチンの衝撃 ジョー・ミラー 早川書房 3-0500934045

498.6
誰も書けない「コロナ対策」
のA級戦犯

木村盛世 宝島社 3-0500928558

499 くすり大図鑑 掛谷秀昭 ニュートンプレス 3-0500922324

499
モデルナはなぜ3日でワクチン
をつくれたのか

田中道昭
集英社インターナショ
ナル

3-0500927824

521 家康と家臣団の城 加藤理文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500922583

521 図説日本住宅の歴史 平井聖 学芸出版社 3-0500918337

527 矩計図って何なん！？ 蕪木孝典 オーム社 3-0500921219

527 ほんとうのバリアフリー建築 阿部一雄 講談社エディトリアル 3-0500924536

537 日本車は生き残れるか 桑島浩彰 講談社 3-0500878463

538
宇宙飛行士野口聡一の全仕事
術

野口聡一 世界文化ブックス 3-0500925890

543
トコトンやさしい環境発電の
本

山﨑耕造 日刊工業新聞社 3-0500922939

547.4
インフラエンジニアの知識と
実務がこれ1冊でしっかりわか
る教科書

インフラエンジニ
ア研究会

技術評論社 3-0500908624

情報科
学

547.4 Zoomやさしい教科書 相川浩之 SBクリエイティブ 3-0500924595

情報科
学

548
やさしくはじめるラズベ
リー・パイ

クジラ飛行机 マイナビ出版 3-0500916822

549
よくわかる最新半導体デバイ
スの基本と仕組み

佐藤淳一 秀和システム 3-0500920937
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571
トコトンやさしい乾燥技術の
本

立元雄治 日刊工業新聞社 3-0500918272

572
よくわかる最新全固体電池の
基本と仕組み

斎藤勝裕 秀和システム 3-0500929479

589
見て、さわって、書いて、描
くはじめてのガラスペン

武田建 実務教育出版 3-0500925434

589 レゴ 蛯谷敏 ダイヤモンド社 3-0500925930

別置

590 簡単得する暮らしのお手入れ 便利屋つばさ メディアパル 3-0500929100

591
「お金じょうずさん」の小さ
な習慣

市居愛 PHP研究所 3-0500932247

592
自分でできるリフォーム＆修
繕大百科

ワン・パブリッシング 3-0500911099

593.5
“着ない服”がゼロになる！
稼働率100％クローゼットの作
り方

小山田早織 講談社 3-0500918237

595 眉の本 レイナ 光文社 3-0500879647

596 ふたりの食卓 根岸規雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500916495

596 ひとりを愉しむ食事 有元葉子 文化学園文化出版局 3-0500879012

596 干し芋の丸かじり 東海林さだお 朝日新聞出版 3-0500923329

596 パリの“食べる”スープ 辻仁成 プレジデント社 3-0500917472

596 3皿でコース 渡辺麻記 主婦の友社 3-0500927956

596 まだ毎日が最後の晩餐 玉村豊男 天夢人 3-0500928303

596.2
南仏の台所からプロヴァンス
のいつものごはん

ダヴィッド・ミ
シャール

イカロス出版 3-0500927448

596.2 オードブル教本 坂田阿希子 東京書籍 3-0500918563

596.2 そそる！うち中華 今井亮 学研プラス 3-0500920674

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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596.2 OH！ざわつくおにぎり おにぎり劇場 小学館 3-0500927415

596.3 肝を喰う 小泉武夫 東京堂出版 3-0500925109

596.3 教養としてのラーメン 青木健 光文社 3-0500937324

596.3 毎日食べたいべジおかず エダジュン 小学館 3-0500928124

596.6 テーブルブレッド ムラヨシマサユキ グラフィック社 3-0500919579

596.6
季節のくだものでつくる焼き
菓子

嶋崎かづこ 柴田書店 3-0500923904

596.6
ヨックモックの贈るクッキー
レシピ

ヨックモック 世界文化ブックス 3-0500927991

596.6
シートケーキとレイヤーケー
キ

原亜樹子 東京書籍 3-0500926547

596.7
ワイン迷子のための家飲みガ
イド

安齋喜美子 集英社 3-0500927126

596.7 カクテル完全ガイド 編集工房桃庵 池田書店 3-0500920975

子育て 598
子どもが体調悪いとき、どう
したらいいの？

小野英一
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500902641

子育て 599
赤ちゃんと一緒に楽しむあそ
びアイデアBOOK

開一夫 朝日新聞出版 3-0500878013

610 その農地、私が買います 高橋久美子 ミシマ社 3-0500917114

616 豆くう人々 長谷川清美 農山漁村文化協会 3-0500931008

626
仲卸人が教える本当においし
い野菜・果物の見分け方

藤井雅人
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500917856

626
タネ屋がこっそり教える野菜
づくりの極意

市川啓一郎 農山漁村文化協会 3-0500919903

626 有機の土づくり超基本と応用 ブティック社 3-0500921080

645
図書館司書30人が選んだ猫の
本棚

高野一技 郵研社 3-0500918347

645 まる　ありがとう 養老孟司 西日本出版社 3-0500925916

649 猫が30歳まで生きる日 宮崎徹 時事通信出版局 3-0500896644

666
なぜ日本の列車は秒刻みで動
くのか

荒木文宏 交通新聞社 3-0500913908
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673
なぜ駅弁がスーパーで売れる
のか？

長浜淳之介 交通新聞社 3-0500913907

673
イラストでひと目でわかるお
客様に嫌がられる接客喜ばれ
る接客

平山枝美 日本実業出版社 3-0500917753

675
レコメンデーション・エンジ
ン

マイケル・シュ
レージ

ニュートンプレス 3-0500914994

686 鉄道旅のトラブル対処術 松本典久 天夢人 3-0500922315

694 最新スマホ用語＆操作事典
秀和システム編集
本部

秀和システム 3-0500916699

別置

702 西洋美術史 秋山聰
カルチュア・コンビニ
エンス・クラブ株式会
社美術出版社

3-0500931420

718 鎌倉仏像さんぽ
「鎌倉仏像さん
ぽ」編集室

メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500922308

720 妄想美術館 原田マハ SBクリエイティブ 3-0500934678

721 戯画を楽しむ 濱田信義 玄光社 3-0500931404

723 大人の雑学西洋画家事典 らちまゆみ ワニブックス 3-0500934675

723
366日絵画でめぐるファッショ
ン史

海野弘
パイインターナショナ
ル

3-0500923851

723 絵の中のモノ語り 中野京子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500932577

727 たのしごとデザイン論 カイシトモヤ
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500915744

740 教養としての写真全史 島原学 筑摩書房 3-0500914177

750 宮廷のデザイン 八條忠基 平凡社 3-0500921196

751 金継ぎと漆 加藤利恵子 目の眼 3-0500928005

757 かざる日本 橋本麻里 岩波書店 3-0500929026

763
楽譜がよめなくても90分でい
きなりピアノが弾ける本

monaca:factory ダイヤモンド社 3-0500937433

763 「伴奏ピアノ術」の極意 ユリヤ・レヴ
アーバンプロ出版セン
ター

3-0500903490

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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778
韓国映画・ドラマ　わたした
ちのおしゃべりの記録2014-
2020

西森路代/ハント
ンヒョン

駒草出版株式会社ダン
ク出版事業部

3-0500857574

778 青嵐の庭にすわる 森下典子 文藝春秋 3-0500924504

780 検証コロナと五輪 吉見俊哉 河出書房新社 3-0500930889

780 経済学者が語るスポーツの力 佐々木勝 有斐閣 3-0500912545

783.1 NBAの対コロナ作戦 ベン・ゴリヴァー 河出書房新社 3-0500925051

783.4 サッカーシステム大全 岩政大樹 マイナビ出版 3-0500925083

787 江戸釣百物語 長辻象平 河出書房新社 3-0500925052

789 はじめよう弓道 原田隆次
ベースボール・マガジ
ン社

3-0500922616

801 通訳の仕事始め方・続け方
通訳・翻訳ジャー
ナル編集部

イカロス出版 3-0500911888

810 日本語の大疑問 国立国語研究所 幻冬舎 3-0500924440

810 オンライン授業を考える 山田智久 くろしお出版 3-0500923713

810 日本語はこわくない 飯間浩明 PHP研究所 3-0500923441

814 世にも美しい三字熟語 西角けい子 ダイヤモンド社 3-0500917517

814
かなり役立つ！古文単語キャ
ラ図鑑

岡本梨奈 新星出版社 3-0500650900

816 朝日新聞記者の200字文章術 真田正明 さくら舎 3-0500919236

816
ぎりぎり合格への論文マニュ
アル

山内志朗 平凡社 3-0500922311

821 明解！漢字名探偵 山口謠司 さくら舎 3-0500928196

829.1 実用韓国語文法　中級 閔珍英 IBCパブリッシング 3-0500914605

829.5 モンゴル語のしくみ 温品康三 白水社 3-0500925115

829.7
ニューエクスプレス+アムハラ
語

若狭基道 白水社 3-0500914654

830
バッチリ身につく英語の学び
方

倉林秀男 筑摩書房 3-0500928279
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835
大西泰斗のそれわ英語ぢゃな
いだらふ

大西泰斗 幻冬舎 3-0500914124

837
こんなとき英語でどう言う
の？

スーパーファジー ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500923415

837 コロナ時代の英会話 上田麻鈴 イカロス出版 3-0500911887

857
とってもナチュラルふだんの
ひとことフランス語

トリコロル・パリ 白水社 3-0500925113

874
よく使うイタリア語の慣用句
1100

竹下ルッジェリア
ンナ

白水社 3-0500916131

889 クロアチア語のしくみ 三谷惠子 白水社 3-0500925118

893 バスク語のしくみ 吉田浩美 白水社 3-0500925119

別置

郷土 010 神奈川の図書館　2021
神奈川県図書館協
会

神奈川県図書館協会 3-0500923531

郷土 213
横浜市歴史博物館調査研究報
告　第17号

横浜市歴史博物館
横浜市ふるさと歴史財
団

3-0500929285

郷土 213 鎌倉武士と横浜 盛本昌広 有隣堂 3-0500931331

郷土 213 横浜中華街 山下清海 筑摩書房 3-0500930394

郷土 316
横浜市人権施策基本指針　概
要版

横浜市市民局人権
課

横浜市市民局人権課 3-0500911208

郷土 318.4
横浜市会常任委員会記録　令
和3年　第2回　定例会

横浜市会 横浜市会議会局 3-0500936644

郷土 318.5
横浜市の情報公開と個人情報
保護

横浜市市民局市民
情報課

横浜市市民局市民情報
課

3-0500927587

郷土 364
横浜市の国民健康保険　令和2
年度実績

横浜市健康福祉局
生活福祉部保険年
金課

横浜市健康福祉局生活
福祉部保険年金課

3-0500936643

郷土 366.3 ワーキングガイド　2021/2022
横浜市経済局雇用
労働課

横浜市経済局雇用労働
課

3-0500929283

郷土 498.1 病院要覧　令和3年度
横浜市立大学付属
病院

横浜市立大学付属病院 3-0500929284

郷土 509 横浜市の工業　令和2年
横浜市政策局総務
部統計情報課

横浜市政策局総務部統
計情報課

30500931096

郷土 518.2 水質試験年報　令和2年度
横浜市環境創造局
下水道施設部下水
道水質課

横浜市環境創造局下水
道施設部下水道水質課

3-0500929282

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 683
横浜港統計年報　第81回　令
和2年（2020年）

横浜市港湾局港湾
物流部物流運営課

横浜市港湾局港湾物流
部物流運営課

3-0500936640

郷土 706
AFTERGLOW 一光の破片をつか
まえる

横浜トリエンナー
レ組織委員会/監

横浜トリエンナーレ組
織委員会

3-0500872729

「あたらしく入った本」3月号は、令和4年1月から同年2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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