
別置

文庫本 910 日本古代文学入門　増補 三浦佑之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500907118

ティー
ンズ

913.6
きみが見つける物語　不思議
な話編　十代のための新名作

いしいしんじ 角川書店 3-0210004413

ティー
ンズ

913.6
きみが見つける物語　運命の
出会い編　十代のための新名
作

あさのあつこ 角川書店 3-0212031239

ティー
ンズ

913.6
きみが見つける物語　友情編
十代のための新名作

坂木司 角川書店 3-0208059995

ティー
ンズ

913.6
きみが見つける物語　休日編
十代のための新名作

角田光代 角川書店 3-0208053140

文庫本 913.6 屍者の帝国 伊藤計劃 河出書房新社 3-0500212681

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

913.6 警官の道 呉勝浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500931002

文庫本 913.6 ア レインツリーの国 有川浩 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500307407

文庫本 913.6 ア 塩の街 有川浩 角川書店 3-0210004412

文庫本 913.6 ア 空の中 有川浩 角川書店 3-0208045190

文庫本 913.6 イ 虐殺器官　新版 伊藤計劃 早川書房 3-0500187857

913.6 イ オールドボーイ 色川武大 小学館 3-0500898594

ティー
ンズ

913.6 ウ 鹿の王　３ 上橋菜穂子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500507233

文庫本 913.6 ウ 勘定侍柳生真剣勝負　５ 上田秀人 小学館 3-0500940762

ティー
ンズ

913.6 カ 檸檬　６３刷改版 梶井基次郎 新潮社 3-0204006218

文庫本 913.6 カ ごんげん長屋つれづれ帖　１ 金子成人 双葉社 3-0500821656

文庫本 913.6 カ ごんげん長屋つれづれ帖　２ 金子成人 双葉社 3-0500860258

913.6 ク
朱より赤く　高岡智照尼の生
涯

窪美澄 小学館 3-0500938583

文庫本 913.6 コ 向島・箱屋の新吉　新章２ 小杉健治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500930854

913.6 コ おはようおかえり 近藤史恵 ＰＨＰ研究所 3-0500920930

文庫本 913.6 サ
げんげ　新・酔いどれ小藤次
１０

佐伯泰英 文藝春秋 3-0500561714

文庫本 913.6 サ
光る海　新・酔いどれ小藤次
２２

佐伯泰英 文藝春秋 3-0500942193

電話045(901)1225

あたらしく入った本
2022年4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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文庫本 913.6 サ
女誡扇奇譚　佐藤春夫台湾小
説集

佐藤春夫 中央公論新社 3-0500806029

文庫本 913.6 サ 千両かざり　女細工師お凛 西條奈加 新潮社 3-0500816820

文庫本 913.6 サ
消えた姫君　身代わり若殿葉
月定光　６

佐々木裕一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500815026

文庫本 913.6 サ
再興への道　身代わり若殿葉
月定光　７

佐々木裕一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500863557

913.6 サ
六つの村を越えて髭をなびか
せる者

西條奈加 ＰＨＰ研究所 3-0500935845

文庫本 913.6 シ 世に棲む日日　３　新装版 司馬遼太郎 文藝春秋 3-0203025755

文庫本 913.6 シ 世に棲む日日　４　新装版 司馬遼太郎 文藝春秋 3-0203025756

文庫本 913.6 シ 項羽と劉邦　中巻 司馬遼太郎 新潮社 3-0205067554

文庫本 913.6 シ
こちら横浜市港湾局みなと振
興課です

真保裕一 文藝春秋 3-0500911759

913.6 ス 落花流水 鈴木るりか 小学館 3-0500941208

913.6 ス ブラックボックス 砂川文次 講談社 3-0500939127

文庫本 913.6 タ 痴人の愛 谷崎潤一郎 新潮社 3-0204022166

文庫本 913.6 タ 脳人間の告白 高嶋哲夫 河出書房新社 3-0500679814

文庫本 913.6 ツ 朝が来る 辻村深月 文藝春秋 3-0500619382

913.6 ナ おわかれはモーツァルト 中山七里 宝島社 3-0500931000

文庫本 913.6 ニ 武田信玄　火の巻　新装版 新田次郎 文藝春秋 3-0205032585

文庫本 913.6 ハ みずうみの妻たち　下 林真理子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500624021

文庫本 913.6 ハ ランチ酒 原田ひ香 祥伝社 3-0500821507

913.6 ホ アクトレス 誉田哲也 光文社 3-0500937326

文庫本 913.6 ミ まほろ駅前番外地 三浦しをん 文藝春秋 3-0212073364

文庫本 913.6 ミ
ブレイブ・ストーリー　下
改版

宮部みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500884049

文庫本 913.6 ミ 三千枚の金貨　上 宮本輝 光文社 3-0500012705

文庫本 913.6 ミ 三千枚の金貨　下 宮本輝 光文社 3-0500012706

913.6 ミ
かくして彼女は宴で語る　明
治耽美派推理帖

宮内悠介 幻冬舎 3-0500939111

文庫本 913.6 モ
総務課の渋澤君のお弁当　ひ
とくち召し上がれ

森崎緩 宝島社 3-0500927208

913.6 ヤ バベルの塔の人々 山西均
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500935891

文庫本 913.6 ヨ 新・平家物語　７ 吉川英治 講談社 3-0190305776
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文庫本 913.6 ヨ スペードの女王　改版 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500922824

913.6 ヨ 驟雨 吉行淳之介 春陽堂書店 3-0500923397

文庫本 914 ウ 百鬼園随筆 内田百間 新潮社 3-0202025173

文庫本 914 オ 真夜中の栗 小川糸 幻冬舎 3-0500942792

文庫本 914 ノ 犬棒日記 乃南アサ 双葉社 3-0500891403

文庫本 915 サ
星／南方紀行　佐藤春夫中国
見聞録

佐藤春夫 中央公論新社 3-0500886388

文庫本 915 モ
『五足の靴』をゆく　明治の
修学旅行

森まゆみ 集英社 3-0500923273

文庫本 916 ヨ 関東大震災　新装版 吉村昭 文藝春秋 3-0204057547

923 繁花　上 金宇澄 早川書房 3-0500939155

923 繁花　下 金宇澄 早川書房 3-0500939156

930
エラリー・クイーン完全ガイ
ド

飯城勇三 星海社 3-0500925066

文庫本 932 検察側の証人
アガサ・クリス
ティー

早川書房 3-0204036125

文庫本 932 理想の夫　改版
オスカー・ワイル
ド

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500937361

933 ク レニーとマーゴで１００歳
マリアンヌ・ク
ローニン

新潮社 3-0500940289

文庫本 933 ス アリスが語らないことは
ピーター・スワン
ソン

東京創元社 3-0500939034

ティー
ンズ

933 ト バスカヴィル家の犬 コナン・ドイル ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500136573

文庫本 933 ノ テメレア戦記　１　[上] ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0500927935

文庫本 933 ノ テメレア戦記　１　[下] ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0500927934

ティー
ンズ

933 ハ 大地　１　改版 パール・バック 新潮社 3-0500640843

ティー
ンズ

933 ハ 大地　２　改版 パール・バック 新潮社 3-0500590610

ティー
ンズ

933 ハ 大地　３　改版 パール・バック 新潮社 3-0500699778

ティー
ンズ

933 ハ 大地　４　改版 パール・バック 新潮社 3-0500650268

文庫本 933 ハ ベイジルの戦争
スティーヴン・ハ
ンター

扶桑社 3-0500896608

933 ミ 夜の声
スティーブン・ミ
ルハウザー

白水社 3-0500918282

936
ＧＲＯＵＰ！　心がぐちゃぐ
ちゃな私を救ったグループセ
ラピーの記録

クリスティ・テー
ト

ＣＣＣメディアハウス 3-0500934088

文庫本 953 法王庁の抜け穴 ジッド 光文社 3-0500935755

954
マルグリット・デュラスの食
卓

マルグリット・
デュラス

悠書館 3-0500934085
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960
父ガルシア＝マルケスの思い
出　さようなら、ガボとメル
セデス

ロドリゴ・ガルシ
ア

中央公論新社 3-0500928250

別置

情報科
学

007.6
ｍａｃＯＳ　Ｍｏｎｔｅｒｅ
ｙパーフェクトマニュアル

井村克也 ソーテック社 3-0500925991

情報科
学

007.6
ほしいデータを瞬時に「検
索」「出力」するＥｘｃｅｌ
活用術

不二桜 技術評論社 3-0500938643

情報科
学

007.6
はじめてのマック　２０２２
Ｗｉｎｄｏｗｓとは違うＭａ
ｃのキホン

マイナビ出版 3-0500932093

007.6 超入門デジタルセキュリティ 中谷昇 講談社 3-0500938245

015
読書会の教室　本がつなげる
新たな出会い参加・開催・運
営の方法

竹田信弥 晶文社 3-0500931397

019

今日は何の日？今日も本の
日！　まちの本屋が店先の黒
板にほぼ毎日書いたブックガ
イド

逢坂肇 苦楽堂 3-0500926101

024
Ａｍａｚｏｎ　Ｍｅｃｈａｎ
ｉｓｍ　イノベーション量産
の方程式

谷敏行 日経ＢＰ 3-0500924529

070
ヒトラーと海外メディア　独
裁成立期の駐在記者たち

ダニエル・シュ
ネーデルマン

白水社 3-0500934112

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和３
年１２月号

日本経済新聞社 3-0500941099

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和３年１
２月号

毎日新聞社 3-0500941097

121 江戸と学びと思想家たち 辻本雅史 岩波書店 3-0500924067

141
「あとから怒りがわいてくる
人」のための処方箋

戸田久実 新星出版社 3-0500925849

141
モチベーションの心理学
「やる気」と「意欲」のメカ
ニズム

鹿毛雅治 中央公論新社 3-0500937054

159
「運と不運」には理由があり
ます　銀座のママは見た、成
功を遠ざける残念な習慣３３

伊藤由美 ワニ・プラス 3-0500899006

159
４０代にとって大切な１７の
こと

本田健 きずな出版 3-0500939997

160 性(セックス）と宗教 島田裕巳 講談社 3-0500937655

164 神話でたどる日本の神々 平藤喜久子 筑摩書房 3-0500920874

186
全国「刀剣」御朱印ガイド
名刀の印と聖地をめぐる

「刀剣巡礼」編集
室

メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500925605

文庫本 209
覇権の流れがわかる！海洋の
地政学

宮崎正勝 ＰＨＰ研究所 3-0500927192

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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209 人類５０００年史　４ 出口治明 筑摩書房 3-0500935081

210 歴史をなぜ学ぶのか 本郷和人 ＳＢクリエイティブ 3-0500934677

210.1 読む年表日本の歴史 増補新版 渡部昇一 ワック 3-0500931057

210.2
縄文ｖｓ．弥生　先史時代を
九つの視点で比較する

設楽博己 筑摩書房 3-0500935082

210.2
邪馬台国再考　女王国・邪馬
台国・ヤマト政権

小林敏男 筑摩書房 3-0500935086

210.2
地図でスッと頭に入る縄文時
代

山田康弘／監修 昭文社 3-0500923813

文庫本 210.4 源頼朝の世界 永井路子 朝日新聞出版 3-0500927487

210.4
面白すぎる！鎌倉・室町　１
５大合戦と１０のキーワード

中央公論新社 3-0500929973

210.6 西南戦争のリアル　田原坂 中原幹彦 新泉社 3-0500928607

210.6 明治維新の研究 津田左右吉 毎日ワンズ 3-0500915706

210.7
日本人の宿題　歴史探偵、平
和を謳う

半藤一利 ＮＨＫ出版 3-0500935459

213
江戸　平安時代から家康の建
設へ

齋藤慎一 中央公論新社 3-0500931315

213
神奈川から考える世界史　歩
いて、見て、感じる歴史

藤田賀久／編著 えにし書房 3-0500933995

文庫本 222
完本中国再考　領域・民族・
文化

葛兆光 岩波書店 3-0500922226

文庫本 225
インド史　南アジアの歴史と
文化

辛島昇 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500922839

230
ヨーロッパ史入門　原形から
近代への胎動

池上俊一 岩波書店 3-0500932107

238 図説ソ連の歴史　増補改訂版 下斗米伸夫 河出書房新社 3-0500925411

268 アンデスの考古学　新版 関雄二 同成社 3-0500929393

280
人間晩年図鑑　２００８－１
１年３月１１日

関川夏央 岩波書店 3-0500934280

281
人物で読み解く日本史３６５
人

佐藤優／監修 新星出版社 3-0500927970

281
日本史人物<あの時、何歳？事
典　０歳から８５歳まで１，
２００人の事跡

吉川弘文館編集部
／編

吉川弘文館 3-0500932573

288
最上氏三代　民のくたびれに
罷り成り候

松尾剛次 ミネルヴァ書房 3-0500927996

288 人名の世界地図　カラー新版
２１世紀研究会／
編

文藝春秋 3-0500922843

289 ホ
史伝北条義時　武家政権を確
立した権力者の実像

山本みなみ 小学館 3-0500931762
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289 ホ
「わきまえない女」だった北
条政子

跡部蛮 双葉社 3-0500931828

290 地球の歩き方　Ｗ０８
地球の歩き方編集
室／編集

地球の歩き方 3-0500898120

文庫本 291 汽車旅１２カ月　新装版 宮脇俊三 河出書房新社 3-0500927414

291 風土紀　日本の古典 橋本雅之／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500922838

291.3

鎌倉社寺案内　散策＆観賞古
都鎌倉編　日本初の武家政権
の地・文化人も愛した海と
山・華やぐ花

ユニプラン 3-0500919157

291.3
るるぶ草津伊香保みなかみ四
万‘２３

ＪＴＢパブリッシング 3-0500929322

291.7
山口・萩・下関　‘２３　門
司港・津和野

昭文社 3-0500930315

291.9
るるぶ福岡‘２２　博多　天
神

ＪＴＢパブリッシング 3-0500927764

292.2
香港　旅の雑学ノート　出街
／街坊／享受

山口文憲 河出書房新社 3-0500931758

文庫本 297 アムンセンとスコット 本多勝一 朝日新聞出版 3-0500927489

別置

302.1
寡欲都市ＴＯＫＹＯ　若者の
地方移住と新しい地方創生

原田曜平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500934300

302.2 タリバンの眼　戦場で考えた 佐藤和孝 ＰＨＰ研究所 3-0500930142

304
世界のニュースを日本人は何
も知らない

谷本真由美 ワニブックス 3-0500728328

304
世界のニュースを日本人は何
も知らない　３

谷本真由美 ワニブックス 3-0500927449

304
過去を「巨視」して未来を考
える　ズームバック×オチア
イ

落合陽一 ＮＨＫ出版 3-0500934704

304
パクスなき世界　コロナ後の
正義と自由とは

日本経済新聞社／
編

日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500898660

304 日本のタブー３．０
望月衣塑子／ほか
著

宝島社 3-0500935105

文庫本 309
未完のレーニン　<力>の思想
を読む

白井聡 講談社 3-0500928540

311
暴走するポピュリズム　日本
と世界の政治危機

有馬晋作 筑摩書房 3-0500898659

参考書 314
国会便覧　令和３年１２月臨
時版

シュハリ・イニシア
ティブ

3-0500935226

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

6



316 ＡＩ監獄ウイグル
ジェフリー・ケイ
ン

新潮社 3-0500936474

参考書 317 消防白書　令和３年版 総務省消防庁／編 日経印刷 3-0500942704

317
誉田哲也が訊く！　警察監修
プロフェッショナルの横顔

誉田哲也 光文社 3-0500937330

318.6
田舎はいやらしい　地域活性
化は本当に必要か？

花房尚作 光文社 3-0500937004

319.1 日本の対中大戦略 兼原信克 ＰＨＰ研究所 3-0500930145

324
夫婦別姓　家族と多様性の各
国事情

栗田路子 筑摩書房 3-0500920870

324
財産消滅　老後の過酷な現実
と財産を守る１０の対策

岡信太郎 ポプラ社 3-0500935806

324
介護等に貢献した娘・息子・
嫁・婿、配偶者のためのあた
らしい相続のかたち

山田＆パートナー
ズ／編著

日本法令 3-0500935895

325
図解いちばんやさしく丁寧に
書いた会社法の本

佐藤孝幸／監修 成美堂出版 3-0500936737

332.1
ハンドブック日本経済史　徳
川期から安定成長期まで

平井健介／編著 ミネルヴァ書房 3-0500930945

334
わかりやすい土地読本［令和
３年］

土地情報センター
／編

土地情報センター 3-0500915815

334 ソ連兵へ差し出された娘たち 平井美帆 集英社 3-0500939119

335.1
Ｉｎｖｅｎｔ＆Ｗａｎｄｅｒ
ジェフ・ベゾス　Ｃｏｌｌｅ
ｃｔｅｄ　Ｗｒｉｔｉｎｇｓ

ジェフ・ベゾス／
寄稿

ダイヤモンド社 3-0500928187

335.8
政策起業家　「普通のあな
た」が社会のルールを変える
方法

駒崎弘樹 筑摩書房 3-0500935083

336.3
シン・君主論　２０２Ｘ年、
リーダーのための教科書

冨山和彦 日経ＢＰ 3-0500934369

336.4 「あざとい」伝え方入門 山本御稔
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500935149

336.9
税理士の事件簿　プロの失敗
から学ぶ、税金がらみのお金
とのうまい付き合い方

楠木尚成 現代書林 3-0500862351

337 日本貨幣カタログ　２０２２
日本貨幣商協同組
合／編集

日本貨幣商協同組合 3-0500921576

338
金融サービスの未来　社会的
責任を問う

新保恵志 岩波書店 3-0500932102

338 敗者のゲーム
チャールズ・エリ
ス

日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500934373
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343 コロナ政策の費用対効果 原田泰 筑摩書房 3-0500928270

345 租税法概説　第４版 中里実／編 有斐閣 3-0500932287

361.4

なぜあなたは自分の「偏見」
に気づけないのか　逃れられ
ないバイアスとの「共存」の
ために

ハワード・Ｊ・ロ
ス

原書房 3-0500914583

361.4
ふしぎな日本人　外国人に理
解されないのはなぜか

塚谷泰生 筑摩書房 3-0500935087

361.5
韓国カルチャー　隣人の素顔
と現在

伊東順子 集英社 3-0500936704

361.6
ゴーイング・ダーク　１２の
過激主義組織潜入ルポ

ユリア・エブナー 左右社 3-0500934324

361.8
ノブレス・オブリージュ　イ
ギリスの上流階級

新井潤美 白水社 3-0500934110

366.4
個人型確定拠出年金ｉＤｅＣ
ｏ活用入門　一番やさしい！
一番くわしい！　改訂新版

竹川美奈子 ダイヤモンド社 3-0500928215

367.1
女性たちで子を産み育てると
いうこと　精子提供による家
族づくり

牟田和恵 白澤社 3-0500915998

367.2
ＪＪとその時代　女のコは雑
誌に何を夢見たのか

鈴木涼美 光文社 3-0500929736

367.6
ひきこもりの真実　就労より
自立より大切なこと

林恭子 筑摩書房 3-0500928267

367.9
ノンバイナリーがわかる本
ｈｅでもｓｈｅでもない、ｔ
ｈｅyたちのこと

エリス・ヤング 明石書店 3-0500933588

368

コロナ禍のアメリカを行く
ピュリツァー賞作家が見た繁
栄から取り残された人々の物
語

デール・マハリッ
ジ

原書房 3-0500923840

369.2
介護ビジネス業界のしくみと
仕事がこれ１冊でしっかりわ
かる教科書

髙山善文 技術評論社 3-0500927873

369.3
被災地に寄り添う災害ボラン
ティアセンターの運営

山下弘彦 全国社会福祉協議会 3-0500891157

子育て 378
赤ちゃんの発達障害に気づい
て・育てる完全ガイド　対
象：０歳～３歳　新版

黒澤礼子 講談社 3-0500928521

378
ろうと手話　やさしい日本語
がひらく未来

吉開章 筑摩書房 3-0500922554

383.1
写真でたどる美しいドレス図
鑑

リディア・エド
ワーズ

河出書房新社 3-0500924499

383.8
船の食事の歴史物語　丸木
舟、ガレー船、戦艦から豪華
客船まで

サイモン・スポル
ディング

原書房 3-0500930490

383.8
鉄道の食事の歴史物語　蒸気
機関車、オリエント急行から
新幹線まで

ジェリ・クィンジ
オ

原書房 3-0500930489
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383.8 プディングの歴史
ジェリ・クィンジ
オ

原書房 3-0500915002

386
なぜ神楽は応仁の乱を乗り越
えられたのか

中本真人 新典社 3-0500930086

別置

文庫本 401 科学と仮説
アンリ・ポアンカ
レ

筑摩書房 3-0500935450

411
複素数のつくりかた　代数の
考え方で演算を組み立てる

海老原円 オーム社 3-0500924553

417
ゼロからはじめデータサイエ
ンス入門　Ｒ・Ｐｙｔｈｏｎ
一挙両得

辻真吾 講談社 3-0500928543

417 統計学の絵本 竹内俊彦 オーム社 3-0500931800

420 身近な素材で実験する物理 初田真知子／共著 丸善出版 3-0500938987

420
物理学図鑑　　Ｗａｙ　ｏｆ
ｍａｋｉｎｇ　ｓｅｎｓｅ
ｏｆ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ

福江純／共著 オーム社 3-0500931795

420 世界は物理でできている
ジム・アル＝カ
リーリ

ニュートンプレス 3-0500930474

421
量子で読み解く生命・宇宙・
時間

吉田伸夫 幻冬舎 3-0500939149

435
知られざる水の化学　水の惑
星地球の誕生から飲み水まで

齋藤勝浩 技術評論社 3-0500934699

440
宇宙は数式でできている　な
ぜ世界は物理法則に支配され
ているのか

須藤靖 朝日新聞出版 3-0500935868

440
文系のためのめっちゃやさし
い宇宙　理科が苦手な人で
も、どんどん楽しく読める！

吉田直紀／監修 ニュートンプレス 3-0500934348

440
ＪＡＸＡの先生！宇宙のきほ
んを教えてください！

中谷一郎 ポプラ社 3-0500935150

440

清少納言がみていた宇宙と、
わたしたちのみている宇宙は
同じなのか？　新しい博物学
への招待

池内了 青土社 3-0500931384

443
宇宙の終わり　凍る、つぶれ
る、生まれかわる！すべての
シナリオがわかる！！

ニュートンプレス 3-0500936761

450
地球の中身　何があるのか、
何が起きているのか

廣瀬敬 講談社 3-0500937708

461
地球外生命　アストロバイオ
ロジーで探る生命の起源と未
来

小林憲正 中央公論新社 3-0500931316

469
人類はできそこないである
失敗の進化史

斎藤成也 ＳＢクリエイティブ 3-0500927885

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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文庫本 470
野に咲く花の生態図鑑　秋冬
篇

多田多恵子 筑摩書房 3-0500929348

474
素晴らしき、きのこの世界
ヴィジュアル版

ポール・スタメッ
ツ／編著

原書房 3-0500933501

474
菌類が世界を救う　キノコ・
カビ・酵母たちの脅威の能力

マーリン・シェル
ドレイク

河出書房新社 3-0500938581

488
日本野鳥の会のとっておきの
野鳥の授業

日本野鳥の会／編 山と渓谷社 3-0500925540

489 クジラのおなかに入ったら 松田純佳 ナツメ社 3-0500921970

489
ゾウが教えてくれたこと　ゾ
ウオロジーのすすめ

入江尚子 化学同人 3-0500933101

491
腎臓が寿命を決める　老化加
速物質リンを最速で排出する

黒尾誠 幻冬舎 3-0500939148

491
文系のためのよくわかる死と
は何か　生と死の境界とは？
死の不思議を丸ごと解説！

小林武彦／監修 ニュートンプレス 3-0500927160

491
生命を守るしくみオートファ
ジー　老化、寿命、病気を左
右する精巧なメカニズム

吉森保 講談社 3-0500937711

491
イラスト＆図解知識ゼロでも
楽しく読める！人体のしくみ

大和田潔／監修 西東社 3-0500937087

491
生命知能と人工知能　ＡＩ時
代の脳の使い方・育て方

高橋宏知 講談社 3-0500936467

491
はたらく内臓　元気のしくみ
と不調の原因がわかる！内臓
機能大全

坂井建雄／監修 中央公論新社 3-0500937375

491 エレガントな免疫　上 マット・リヒテル ニュートンプレス 3-0500930483

493.1
糖尿病の基本の食事　改訂新
版

春日雅人／監修 学研プラス 3-0500920675

493.1
糖尿病の？がわかる！イラス
トＢＯＯＫ　「あなた糖尿病
ですよ」と告げられたら

細井雅之／編著 メディカ出版 3-0500930195

493.2
食べた飲んで中性脂肪とコレ
ステロールをへらす本

栗原毅 興陽館 3-0500934065

493.7
安心な認知症　マンガとＱ＆
Ａで、本人も家族も幸せにな
れる！

繁田雅弘／監修 主婦と生活社 3-0500931440

493.7 薬に頼らず認知症を治す方法 竹内孝仁 エクスナレッジ 3-0500931362

493.7
家族のためのうつ病　知って
おきたい声のかけ方、支え方

神庭重信／監修 ＮＨＫ出版 3-0500924053

493.7
脳科学で探る認知症予防
「健全な脳」のつくり方と新
しい治療法

稲場秀明 花伝社 3-0500936576

493.7 図解やさしくわかる強迫症
原井宏明／監修・
著

ナツメ社 3-0500929368
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493.9
心の病気にかかる子どもたち
精神疾患の予防と回復

水野雅文 朝日新聞出版 3-0500937409

494
腎臓病の人のためのひと目で
よくわかる食品成分表　最新
改訂版

富野康日己／監修 学研プラス 3-0500920672

494
がん治療革命ウイルスでがん
を治す

藤堂具紀 文藝春秋 3-0500930366

496
３０秒で耳の聞こえがよくな
る「耳体操」　耳鳴、難聴、
めまいを改善！

柴田友里絵 ＰＨＰ研究所 3-0500937045

498
他者と生きる　リスク・病
い・死をめぐる人類学

磯野真穂 集英社 3-0500936703

498
「総合診療かかりつけ医」が
患者を救う

菊地大和
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500930444

498.1
コロナとＷＨＯ　感染症対策
の「司令塔」は機能したか

笹沢教一 集英社 3-0500922535

498.1

Ｄｒ．おまちの「お医者さ
ま」ウォッチング　現役医師
が本音で教える「医者」の見
極め

もののおまち 言視舎 3-0500934066

498.1
コロナ禍における医療・介護
従事者への心のケア　支援の
現場から

前田正治／編著 誠信書房 3-0500935753

498.1
医業継承　地域医療を未来へ
繋ぐ、医療法人の相続・承継
とＭ＆Ａ

余語光
ダイヤモンド・ビジネ
ス企画

3-0500935217

498.1
保健所の「コロナ戦記」ＴＯ
ＫＹＯ２０２０-２０２１

関なおみ 光文社 3-0500929732

文庫本 498.3
精神科医が教えるすりへらな
い心のつくり方

保坂隆 大和書房 3-0500935111

498.3
ＨＥＡＬＴＨ　ＲＵＬＥＳ
病気のリスクを劇的に下げる
健康習慣

津川友介 集英社 3-0500939117

498.3
医師がすすめる太らず病気に
ならない毎日ルーティン

石黒成治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500938975

498.4
季節の不調が必ずラク～にな
る本　花粉症　夏バテ　カゼ

瀬戸佳子 文化学園文化出版局 3-0500940355

子育て 498.5
ママと赤ちゃんのための妊娠
中のおいし食事３０５　最新
版

梅原永能／医学監
修

西東社 3-0500926654

498.5 食材と栄養素の話 牧野直子／監修 日本文芸社 3-0500924259

498.6
新型コロナとワクチン　わた
したちは正しかったのか

峰宗太郎 日経ＢＰ 3-0500926556

498.6
それでも闘いは続く　コロナ
医療最前線の７００日

国立国際医療研究
センター

集英社インターナショ
ナル

3-0500925040

498.6
ルポ自助２０２０-　頼りにな
らないこの国で

石井光太 筑摩書房 3-0500941151
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498.6
コロナ戦記　医療現場と政治
の７００日

山岡淳一郎 岩波書店 3-0500920824

498.6
秘闘　私の「コロナ戦争」全
記録

岡田晴恵 新潮社 3-0500932178

参考書 499
今日の治療薬　２０２２　解
説と便覧

島田和幸／編集 南江堂 3-0500935057

499
小林製薬アイデアをヒットさ
せる経営　絶えざる創造と革
新の追求

小林一雅 ＰＨＰ研究所 3-0500937788

507
やりたいことから引ける！ジ
オラマテクニックバイブル

瀬川たかし 成美堂出版 3-0500925892

516 踏切の世界 ｃｈｏｋｋｙ 天夢人 3-0500930914

518.8 図説わかる都市計画 森田哲夫／編著 学芸出版社 3-0500929888

519
はじめて学ぶ環境倫理　未来
のために「しくみ」を問う

吉永明弘 筑摩書房 3-0500928278

519.7
トコトンやさしい消臭・脱臭
の本

光田恵／編著 日刊工業新聞社 3-0500926186

520 迷宮と迷路の文化史
Ｗ・Ｈ・マシュー
ズ

東京堂出版 3-0500943905

523 日本の近代建築ベスト５０ 小川格 新潮社 3-0500936718

524
図解でよく分かる建築構造入
門

江尻憲泰 エクスナレッジ 3-0500925878

527

認知症家族に寄り添う介護し
やすい家づくり　みんなが心
地よく過ごせる間取りとリ
フォームのヒント

堀越智／編著 日刊工業新聞社 3-0500934106

527
誰も教えてくれない家づくり
のすべて　２０２２年度版

新井聡 エクスナレッジ 3-0500926976

538
超速でわかる！宇宙ビジネス
図解

片山俊大 すばる舎 3-0500922555

情報科
学

547.4

エンタープライズのためのＧ
ｏｏｇｌｅ　Ｃｌｏｕｄ　ク
ラウドを活用したシステムの
構築と運用

遠山雄二／著・監
修

翔泳社 3-0500936540

情報科
学

547.4
正しく怖がるフィッシング詐
欺

大角祐介 オーム社 3-0500914657

情報科
学

547.4

インフラ／ネットワークエン
ジニアのためのネットワーク
「動作試験」入門　システム
のあるべき姿を知り、障害や
不具合を回避する

みやたひろし ＳＢクリエイティブ 3-0500929434

情報科
学

547.4

Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｌｏｕｄ実
践活用術　ＡＩ・機械学習編
ハンズオンで分かりやすく学
べる

Ｇｏｏｇｌｅ／監
修

日経ＢＰ 3-0500878543

情報科
学

547.4

Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｌｏｕｄ実
践活用術　データ分析・シス
テム基礎編　ハンズオンで分
かりやすく学べる

Ｇｏｏｇｌｅ／監
修

日経ＢＰ 3-0500890339
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547.4 ＮＥＴＦＬＩＸ戦略と流儀 長谷川朋子 中央公論新社 3-0500912877

情報科
学

547.8
今すぐ使えるかんたんＹｏｕ
Ｔｕｂｅ動画編集入門

入江祐也 技術評論社 3-0500927967

情報科
学

547.8
ｉＭｏｖｉｅ入門　短時間で
できるサクサク動画編集

藤川佑介 マイナビ出版 3-0500931484

549
学びやすいアナログ電子回路
第２版

二宮保／共著 森北出版 3-0500920308

581
研心坂下勝美の包丁　唯一無
二の研ぎの技術、新たな包丁
理論の提言

坂下勝美 旭屋出版 3-0500933185

別置

590
はじめてのひとり暮らし安心
ガイド

造事務所／編 メディアパル 3-0500937075

590
ゼロ・ウェイスト・ホーム
ごみを出さないシンプルな暮
らし

ベア・ジョンソン ＫＴＣ中央出版 3-0500418913

592
これならできる！ＤＩＹで作
る収納家具

山田芳照 ナツメ社 3-0500930095

593
一生使い続けたい！ハンドメ
イドの基礎＆応用ＢＯＯＫ
完全編集版

主婦と生活社／編 主婦と生活社 3-0500930475

593.8 花嫁着付し師という仕事 杉山幸恵
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500922902

593.8
「いつでもおしゃれ」を実現
できる幸せなクローゼットの
育て方

ミランダかあちゃ
ん　輪湖もなみ

ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

3-0500577759

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　３
（ｎｏ．１６１）

主婦と生活社 3-0500944046

594.2
野口光が教える一生使える
ダーニング術　大切にしたい
ものをお繕い

野口光 秀和システム 3-0500931446

594.3 冬の日の編みもの 三國万里子 文化学園文化出版局 3-0212076406

594.3
あみぐるみ基本のきほん　７
つのＬＥＳＳＯＮでたのしく
学べる

いちかわみゆき 文化学園文化出版局 3-0500929116

文庫本 596 やっぱり食べに行こう。 原田マハ 毎日新聞出版 3-0500917566

596
おいしすぎるたんぱく質おか
ず　植物性たっぷり×動物性
ちょっぴり

藤井恵 新星出版社 3-0500933481

596
おいしいの秘密 オルランドの
家で作れるイタリア料理

小串貴昌 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500930510

596
圧力鍋の生涯作り続けたいレ
シピ１００　忙しい人ほど楽
になる！

石原洋子 主婦と生活社 3-0500928638

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
一生ものの副菜　あるもので
「もう一品」作れるようにな
る

髙山かづえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500929453

596
定番おかず１００一生ものの
味つけレシピ　黄金比がひと
目でわかる

石原洋子 家の光協会 3-0500929861

596 免疫力が上がる２品献立 浜内千波 主婦と生活社 3-0500928641

596
アペロとスイーツと朝ごはん
の贈り物

若山曜子 立東舎 3-0500928582

596.2
ホットクックで作るときめき
アジアごはん

阪下千恵 日東書院本社 3-0500931353

596.2
三國シェフのベスト・レシピ
１３６　スーパーの食材でフ
ランス家庭料理をつくる

三國清三 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500931847

596.2
はじめてでも美味しく作れる
ロシア料理

ヴィタリ・ユシュ
マノフ

世界文化ブックス 3-0500926470

596.2 簡単・生地から作る本格点心 市川友茂 講談社 3-0500917688

596.2
ミシュランガイド東京　２０
２２

日本ミシュランタイヤ 3-0500927793

596.3

農家直伝たくさんとれた野菜
の保存と料理　家庭菜園の収
穫のコツから、ムダなく味わ
うレシピまで

池上正子 永岡書店 3-0500875445

596.7

ＴＨＥ　ＣＯＦＦＥＥ　ＢＯ
ＯＫ　基礎知識から生産国情
報、焙煎、レシピ、バリスタ
テクニック　新版

アネット・モルド
ヴァ

誠文堂新光社 3-0500929411

子育て 599
最新オールインワン離乳食
１品作るだけで栄養ＯＫ！

太田百合子／総監
修

ベネッセコーポレー
ション

3-0500926427

599 イクメンの罠 榎本博明 新潮社 3-0500936717

611
就農案内読本　２０２１　農
業を仕事にしたい人の完全攻
略マニュアル

全国新規就農相談
センター／監修

全国農業会議所 3-0500895923

611 楽しい山里暮らし実践術 大内正伸／絵と文 ワン・パブリッシング 3-0500917869

612
農的暮らしをはじめる本　都
市住民のＪＡ活用術

榊田みどり 農山漁村文化協会 3-0500937118

625 キウイフルーツ 三輪正幸 ＮＨＫ出版 3-0500923457

628
ジャム、ゼリー、マーマレー
ドの歴史

サラ・Ｂ・フッド 原書房 3-0500938604

645
フェレット飼育バイブル　長
く元気に暮らす５０のポイン
ト

田向健一／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500895346

670

ＮＦＴの教科書　ビジネス・
ブロックチェーン・法律・会
計まで　デジタルデータが資
産になる未来

天羽健介／編著 朝日新聞出版 3-0500915620

673 日本流通史　小売業の近現代 満薗勇 有斐閣 3-0500928716

14



674

とりあえず、素人っぽく見え
ないデザインのコツを教えて
ください！　初心者のための
デザイン書

ｉｎｇｅｃｔａｒ
－ｅ

インプレス 3-0500937088

675

仕事に使えるＹｏｕＴｕｂｅ
動画術　自前でできる！動画
の企画から撮影・編集・配信
のすべて

家子史穂／共著 翔泳社 3-0500929796

別置

参考書 703 美術名典　２０２２
美術名典編集部／
編集

芸術新聞社 3-0500932308

709 法から学ぶ文化政策 小林真理 有斐閣 3-0500925602

723
フェルメールとそのライバル
たち　絵画市場と画家の戦略

小林賴子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500922345

723
東京藝大で教わる西洋美術の
見かた　基礎から身につく大
人の教養

佐藤直樹 世界文化社 3-0500849142

723
もっと知りたい佐伯祐三　生
涯と作品

熊田司 東京美術 3-0500931792

726
クリエイターとクライアント
はなぜ不毛な争いを繰り広げ
てしまうのか？

福原慶匡 星海社 3-0500933076

756
日本刀入門　この一冊で魅力
がわかる

刀剣ファン編集部 天夢人 3-0500936774

ティー
ンズ

763
中学生・高校生のピアノ最新
ヒットソングス　２０２１年
秋冬号　中級対応

シンコーミュージッ
ク・エンタテイメント

3-0500913439

763 老後とピアノ 稲垣えみ子 ポプラ社 3-0500937082

767 平成のヒット曲 柴那典 新潮社 3-0500922540

768
歴史からでも楽しい！おもし
ろ日本音楽

釣谷真弓 東京堂出版 3-0500920887

779
ゼロから分かる！マンガ落語
入門

稲田和浩／監修 世界文化社 3-0500932309

779 自意識のコメディの日々 オークラ 太田出版 3-0500927416

780 オリンピック１００話
ムスタファ・ケス
ス

白水社 3-0500931903

780
スポーツからみる東アジア史
分断と連帯の２０世紀

高嶋航 岩波書店 3-0500932104

780
スポーツにおけるハラスメン
トの弁護士実務

佐藤大和／編著 第一法規 3-0500926683

784
フィギュアとは“生き様”を
観るスポーツである！

織田信成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500936785

786
焚き火のすべて　ビジュアル
版

阪口克／文・写真 草思社 3-0500922910

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
羽生善治の実戦次の一手　奇
蹟の実戦将棋レッスン

羽生善治 河出書房新社 3-0500933448

801
気持ちが伝わるはじめての手
話　手の動きがすぐにマネで
きる「ミラー撮影」採用

谷千春／監修 主婦の友社 3-0500925513

809
キー入力がぐんぐん速くな
る！タイピングマスター帖

朝岳健二 マイナビ出版 3-0500931799

810
日本語のふしぎ発見！　日常
のことばに隠された秘密

岸本秀樹 教養検定会議 3-0500920564

811 異体字解読字典　新装版 山田勝美／監修 柏書房 3-0500932187

813 辞書の成り立ち 沖森卓也／編著 朝倉書店 3-0500918308

815
「させていただく」の使い方
日本語と敬語のゆくえ

椎名美智 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500934301

816 日本語文章チェック事典 石黒圭／編著 東京堂出版 3-0500912956

829 日本語の隣人たち１＋２ 中川裕／監修 白水社 3-0500922039

829.1
本当によくわかる韓国語初級
慶大の超人気授業が本になっ
た！

髙木丈也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500922423

参考書 829.4
プログレッシブインドネシア
語辞典　インドネシア語⇔日
本語

舟田京子／編集委
員

小学館 3-0500567209

830
ドラゴン・イングリッシュ基
本英文１００　改訂新版

竹岡広信 講談社 3-0500925384

830

ビジネスに効く！英語の教養
東進ハイスクール人気講師の
英語学習が楽しくなる３７の
知恵

土岐田健太 ビジネス社 3-0500934145

831
「英語耳」独習法　これだけ
でネイティブの英会話を楽に
自然に聞き取れる

松澤喜好 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500934302

832
英語の語源大全　時間を忘れ
るほど面白い

清水建二 三笠書房 3-0500938947

参考書 833
スーパー・アンカー和英辞典
第４版

山岸勝榮／編集主
幹

学研プラス 3-0500929904

834
放送通訳の現場からー難語は
こうして突破する　旬な英語
や新語をどう訳す？

袖川裕美 イカロス出版 3-0500931929

835
英語の前置詞使いわけ図鑑
イラストでイメージがつかめ
る

清水建二 アスコム 3-0500919901

836
英語日記表現辞典　書きたい
表現がすべてここにある　増
補改訂版

ハミョンオク アルク 3-0500923360

837
誰でもできる指さしカンタ
ン！英会話　英語がしゃべれ
なくても大丈夫！

Ｊリサーチ出版／
編

Ｊリサーチ出版 3-0500923902
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837

２択でチェック！もう会話に
困らない英文法　Ｂａｓｉｃ
Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｇｒａｍｍ
ａｒ　ｆｏｒ　Ｄａｉｌｙ
Ｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎ

田中茂範 ＮＨＫ出版 3-0500921184

837

英語でもっとわかる！ＳＤＧ
ｓの環境問題　Ｅｎｖｉｒｏ
ｎｍｅｎｔ　Ｅｎｅｒｇｙ
Ｅｃｏｎｏｍｙ　＆　Ｏｕｒ
Ｌｉｖｅｓ

有馬純 コスモピア 3-0500923888

867 スペイン語の感情表現集 佐竹謙一 白水社 3-0500931902

別置

青葉郷
土

379 まち活　活動団体ガイド
青葉区区民活動支
援センター／編

青葉区区民活動支援セ
ンター

3-0500932435

郷土青
葉

706 對木裕里ばらばらの速度
横浜市民ギャラ
リーあざみ野／編

横浜市民ギャラリーあ
ざみ野

3-0500925320

郷土 016
神奈川の図書館一覧　２０２
１年１１月　本と情報の森
へ！

神奈川県図書館協
会事務局／編

神奈川県図書館協会事
務局

3-0500929952

郷土 017

[横浜市]学校図書館利活用の
手引き　ダイジェスト版　～
情報センター・学習セン
ター・読書センターを生かし
た学びづくり～ダイジェスト
版

横浜市教育委員会
／編

横浜市教育委員会 3-0500928054

郷土 071

横浜市学校図書館利活用の手
引　～学習センター・情報セ
ンター・読書センター機能を
生かした学びづくり～

横浜市教育委員会
／編

横浜市教育委員会 3-0500860171

郷土 291.3
横濱ガイドＭＡＰ　Ｖｏｌ．
１７　Ａｕｔｕｍｎ

ルーツ 3-0500915457

郷土 318.2
横浜特別自治市　横浜にふさ
わしい都市のかたち　第２版

横浜市政策大都市
制度推進本部室制
度企画課／編

横浜市政策大都市制度
推進本部室制度企画課

3-0500934180

郷土 318.4
横浜市会定例会　令和３年
第３回

横浜市会／編 横浜市会議会局 3-0500915454

郷土 361.9 横浜の市民活動と地域自治 石井大一朗／編著 東信堂 3-0500933112

郷土 369.3
横浜市浸水ハザードマップ(神
奈川区）　保存版

横浜市 3-0500918738

郷土 519.1

横浜みどりアップ計画の評
価・提案　横浜みどりアップ
計画市民推進会議　２０２０
年度報告書

横浜みどりアップ
計画市民推進会議
／編

横浜市環境創造局政策
課

3-0500936652

郷土 519.1
横浜みどりアップ計画［２０
１９－２０２３］２０２０
（令和２）年度事業報告書

横浜市環境創造局
みどりアップ推進
課／編

横浜市環境創造局みど
りアップ推進課

3-0500921445

郷土 780
神奈川パラリンピックガイド
おうちで楽しく観戦しよう！

神奈川県スポーツ
局オリンピック・
パラリンピック課
／編

神奈川県スポーツ局オ
リンピック・パラリン
ピック課

3-0500914679

「あたらしく入った本」4月号は、令和4年2月から同年3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

記号
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