
別置 記号

904 ぜんぶ本の話 池澤夏樹 毎日新聞出版 3-0500793290

913.6 ア 彼女が知らない隣人たち あさのあつこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500954167

913.6 ア ななみの海 朝比奈あすか 双葉社 3-0500944210

大活字 913.6 イ 抜討ち半九郎　上 池波正太郎 埼玉福祉会 3-0500927559

大活字 913.6 イ 抜討ち半九郎　下 池波正太郎 埼玉福祉会 3-0500927560

913.6 イ 我が友、スミス 石田夏穂 集英社 3-0500937371

913.6 イ 砂嵐に星屑 一穂ミチ 幻冬舎 3-0500942789

文庫本 913.6 イ 浪人奉行　１２ノ巻 稲葉稔 双葉社 3-0500935161

文庫本 913.6 イ 彼方の友へ 伊吹有喜 実業之日本社 3-0500819491

913.6 イ 幸村を討て 今村翔吾 中央公論新社 3-0500953317

913.6 イ
心心　東京の星、上海の
月

石田衣良 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500953802

913.6 ウ 香君　上 上橋菜穂子 文藝春秋 3-0500953823

913.6 ウ 香君　下 上橋菜穂子 文藝春秋 3-0500953824

大活字 913.6 オ ことり　上 小川洋子 埼玉福祉会 3-0500927575

大活字 913.6 オ ことり　下 小川洋子 埼玉福祉会 3-0500927576

文庫本 913.6 オ 歩道橋シネマ 恩田陸 新潮社 3-0500939953

ティーン
ズ 913.6 オ

ツインスター・サイクロ
ン・ランナウェイ　２

小川一水 早川書房 3-0500944512

913.6 オ いえ 小野寺史宜 祥伝社 3-0500942563

文庫本 913.6 カ Ｂｕｒｎ． 加藤シゲアキ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500507232

913.6 キ 燕は戻ってこない 桐野夏生 集英社 3-0500948895

文庫本 913.6 キ

最後の夜　大江戸木戸番
始末　１３
文庫書下ろし／傑作時代
小説

喜安幸夫 光文社 3-0500789285

913.6 ク 雨のなまえ 窪美澄 光文社 3-0500405448

913.6 コ
無明　警視庁強行犯係・
樋口顕

今野敏 幻冬舎 3-0500951895

（NDC900-999）
ラベルの記号

文　学

あたらしく入った本
2022年5月

電話045(901)1225

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

1



文庫本 913.6 サ 銀杏手ならい 西條奈加 祥伝社 3-0500812719

文庫本 913.6 サ 独り立ち 佐伯泰英 光文社 3-0500950713

文庫本 913.6 サ ホリデー・イン 坂木司 文藝春秋 3-0500476834

913.6 サ 少女を埋める 桜庭一樹 文藝春秋 3-0500938631

913.6 シ 朱色の化身 塩田武士 講談社 3-0500951910

文庫本 913.6 シ 輝跡 柴田よしき 文藝春秋 3-0500561717

文庫本 913.6 ス
町方燃ゆ　長編時代小説
父子十手捕物日記

鈴木英治 光文社 3-0500950723

913.6 セ 夏の体温 瀬尾まいこ 双葉社 3-0500952008

913.6 タ 博士の長靴 瀧羽麻子 ポプラ社 3-0500951576

913.6 タ
白銀騎士団（シルバー・
ナイツ）

田中芳樹 光文社 3-0500953692

文庫本 913.6 タ
あきない世傳金と銀　１
２　出帆篇

髙田郁 角川春樹事務所 3-0500943421

文庫本 913.6 チ
西洋菓子店プティ・フー
ル

千早茜 文藝春秋 3-0500662566

文庫本 913.6 チ
借金道場　雇われ師範・
豊之助

千野隆司 双葉社 3-0500288075

文庫本 913.6 チ
淡雪の記憶　神酒クリ
ニックで乾杯を

知念実希人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500372428

文庫本 913.6 チ
獅子の寝床　神田職人え
にし譚　４

知野みさき 角川春樹事務所 3-0500943422

913.6 ツ レジェンドアニメ！ 辻村深月 マガジンハウス 3-0500947669

文庫本 913.6 ツ ディス・イズ・ザ・デイ 津村記久子 朝日新聞出版 3-0500912157

913.6 テ
包帯クラブルック・アッ
ト・ミー！

天童荒太 筑摩書房 3-0500951106

文庫本 913.6 ト
悪の包囲　ラストライン
５

堂場瞬一 文藝春秋 3-0500949167

文庫本 913.6 ト あらくれ・新世帯 徳田秋声 岩波書店 3-0500922222

大活字 913.6 ナ 長いお別れ　上 中島京子 埼玉福祉会 3-0500837158

大活字 913.6 ナ 長いお別れ　下 中島京子 埼玉福祉会 3-0500837159

文庫本 913.6 ナ 贖罪の奏鳴曲（ソナタ） 中山七里 講談社 3-0500106770

913.6 ナ 人面島 中山七里 小学館 3-0500951927

文庫本 913.6 ナ わたしの美しい庭 凪良ゆう ポプラ社 3-0500926640

大活字 913.6 ニ 陽炎　上 新田次郎 埼玉福祉会 3-0500927557

大活字 913.6 ニ 陽炎　下 新田次郎 埼玉福祉会 3-0500927558

文庫本 913.6 ニ 山が見ていた 新田次郎 文藝春秋 3-0500927374

913.6 ノ 皆のあらばしり 乗代雄介 新潮社 3-0500932179
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913.6 ハ 月の王 馳星周 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500956462

913.6 ハ 奇跡 林真理子 講談社 3-0500943984

文庫本 913.6 ハ
そのマンション、終の住
処でいいですか？

原田ひ香 新潮社 3-0500939950

文庫本 913.6 ヒ 黒い手帳 久生十蘭 光文社 3-0500943148

913.6 マ 無月の譜 松浦寿輝 毎日新聞出版 3-0500952076

文庫本 913.6 マ 当確師 真山仁 中央公論新社 3-0500641944

913.6 マ あの頃な マンボウやしろ 角川春樹事務所 3-0500943418

文庫本 913.6 マ
松本清張初文庫化作品集
１

松本清張 双葉社 3-0205081987

文庫本 913.6 マ
松本清張初文庫化作品集
２

松本清張 双葉社 3-0205092316

文庫本 913.6 マ
松本清張初文庫化作品集
４

松本清張 双葉社 3-0206026167

文庫本 913.6 マ

生けるパスカル　松本清
張プレミアム・ミステ
リー
傑作推理小説

松本清張 光文社 3-0500142140

文庫本 913.6 マ

梅雨と西洋風呂　松本清
張プレミアム・ミステ
リー
長編推理小説

松本清張 光文社 3-0500311928

文庫本 913.6 ミ
田舎の紳士服店のモデル
の妻

宮下奈都 文藝春秋 3-0500058090

文庫本 913.6 ミ 草花たちの静かな誓い 宮本輝 集英社 3-0500854051

913.6 ム 風の港 村山早紀 徳間書店 3-0500949930

913.6 ヤ 刑事弁護人 薬丸岳 新潮社 3-0500952431

913.6 ユ
チョウセンアサガオの咲
く夏

柚月裕子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500956901

913.6 ワ 戦をせんとや生まれけむ 若木未生 祥伝社 3-0500949887

913.6 おしゃべりな部屋 川村元気 中央公論新社 3-0500949617

文庫本 913.6
商売繁盛　時代小説アン
ソロジー

朝井まかて ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500831478

914 ア ないものねだるな 阿川佐和子 中央公論新社 3-0500942575

914 オ 沖縄ノート 大江健三郎 岩波書店 3-0500906765

文庫本 914 オ 針と糸 小川糸 毎日新聞出版 3-0500939540

914 オ 月曜日は水玉の犬 恩田陸 筑摩書房 3-0500953336

914 カ 生きがいについて 神谷美恵子 みすず書房 3-0204072636

文庫本 914 カ
すべてはあの謎にむかっ
て

川上未映子 新潮社 3-0500474449

914 シ
きれいになりたい気がし
てきた

ジェーン・スー 光文社 3-0500945878
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914 ハ カムカムマリコ 林真理子 文藝春秋 3-0500953299

914 ヨ 人生の旅をゆく 吉本ばなな ＮＨＫ出版 3-0500946809

915
藤原定家『明月記』の世
界

村井康彦 岩波書店 3-0500824024

916 エ
ママがもうこの世界にい
なくても　私の命の日記

遠藤和 小学館 3-0500925861

923 セレモニー 王力雄 藤原書店 3-0500687085

929.5 毛皮のコートのマドンナ
サバハッティ
ン・アリ

大同生命国際文化基
金

3-0500915198

929.9 スモモの木の啓示
ショクーフェ・
アーザル

白水社 3-0500939995

930
シャーロック・ホームズ
の建築

北原尚彦／文 エクスナレッジ 3-0500944638

933 タ 名探偵と海の悪魔
スチュアート・
タートン

文藝春秋 3-0500946270

934

イースターに間にあうか
しら　ウェンディさんの
Ｂ＆Ｂはイギリスでいち
ばん

ウェンディ・
チャンドラー

山と渓谷社 3-0199060598

936
アウシュヴィッツを描い
た少年　僕は銃と鉄条網
に囲まれて育った

トーマス・ジー
ヴ

ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500936499

文庫本 949
零下１８度の棺　刑事
ファビアン・リスク

ステファン・
アーンヘム

ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500640144

文庫本 949 悪い弁護士は死んだ　上
レイフ・ＧＷ・
ペーション

東京創元社 3-0500949734

文庫本 949 悪い弁護士は死んだ　下
レイフ・ＧＷ・
ペーション

東京創元社 3-0500949735

別置 記号

007.3
デジタル・ファシズム
日本の資産と主権が消え
る

堤未果 ＮＨＫ出版 3-0500902999

情報科学 007.6
今すぐ使えるかんたんＩ
ｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ
ＣＣ

まきのゆみ 技術評論社 3-0500600950

情報科学 007.6
いろいろ作って楽しむ！
速習プログラミング

日経ソフトウエ
ア／編

日経ＢＰ 3-0500939440

018
アーキビストとしてはた
らく　記録が人と社会を
つなぐ

下重直樹／編 山川出版社 3-0500953400

児童書研
究 019

この本読んで！　第８２
号（２０２２春）

出版文化産業振興財
団

3-0500948608

021
トラブルを防ぐ著作権侵
害の判断と法的対応

南部朋子／共著 日本法令 3-0500929441

参考書 059 世界年鑑　２０２２
共同通信社／編
著

共同通信社 3-0500950847

参考書 059 読売年鑑　２０２２年版 読売新聞東京本社 3-0500948968

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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参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和４年１月号

日本経済新聞社 3-0500947918

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和４
年１月号

毎日新聞社 3-0500947916

140

がんばらない生き方大全
世界最先端の心理学が教
える「無理せずパフォー
マンスが上がる」方法
珠玉の心理テクニック８
８

内藤誼人 ＳＢクリエイティブ 3-0500936743

141
〈叱る依存〉がとまらな
い

村中直人 紀伊國屋書店 3-0500941124

145
洗脳大全　パブロフから
ソーシャルメディアまで

ジョエル・ディ
ムズディール

青土社 3-0500943494

159

すぐやる人だけがチャン
スを手に入れる　すぐや
るカエルの冒険ストー
リーに学ぶ「すぐやる技
術」

久米信行 ぱる出版 3-0500403340

159

２０３０年得する生き
方、損する習慣　圧倒的
な富の差がつくとても小
さなこと

船ケ山哲 徳間書店 3-0500895845

文庫本 159

ファーストクラスに乗る
人のシンプルな習慣
３％のビジネスエリート
が実践していること

美月あきこ 祥伝社 3-0212074174

162
なんとなく、仏教　無宗
教の正体

木村文輝 大法輪閣 3-0500926266

文庫本 183 よくわかるお経読本 瓜生中 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500200310

188.4 あなたの心に青空を 瀬戸内寂聴 光文社 3-0500946247

文庫本 209 古代文明ミステリー 博学面白倶楽部 三笠書房 3-0500742860

文庫本 210.2
邪馬台国とヤマト建国の
謎

関裕二 ＰＨＰ研究所 3-0500927191

210.3
頼朝の時代　１１８０年
代内乱史

河内祥輔 文藝春秋 3-0500928077

210.4
承久の乱　真の「武者の
世」を告げる大乱

坂井孝一 中央公論新社 3-0500650431

210.7
人種戦争－レイス・
ウォー－　太平洋戦争も
う一つの真実

ジェラルド・
ホーン

祥伝社 3-0500284320

219
九州戦国城郭史　大名・
国衆たちの築城記

岡寺良 吉川弘文館 3-0500931755

222
世界史のなかの蒙古襲来
モンゴルから見た高麗と
日本

宮脇淳子 扶桑社 3-0500932169

233
ヴィクトリア朝英国人の
日常生活　貴族から労働
者階級まで　上

ルース・グッド
マン

原書房 3-0500504184

233
ヴィクトリア朝英国人の
日常生活　貴族から労働
者階級まで　下

ルース・グッド
マン

原書房 3-0500504185
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文庫本 233
英国流旅の作法　グラン
ド・ツアーから庭園文化
まで

中島俊郎 講談社 3-0500796928

234
スパルタを夢見た第三帝
国　二〇世紀ドイツの人
文主義

曽田長人 講談社 3-0500928538

239
一冊でわかるギリシャ史
世界と日本がわかる国ぐ
にの歴史

長谷川岳男／監
修

河出書房新社 3-0500946776

288
皇室ＴＨＥ　ＩＭＰＥＲ
ＩＡＬ　ＦＡＭＩＬＹ
９１号（令和３年夏）

扶桑社 3-0500908961

290
地球の歩き方　Ｊ　０３
（２０２３～２０２４年
版）

地球の歩き方編
集室／編集

地球の歩き方 3-0500951990

290 地球の歩き方　Ｗ１５
地球の歩き方編
集室／編集

地球の歩き方 3-0500949767

290
地球の歩き方　永久保存
版　Ｊ０２

地球の歩き方編
集室／編集

地球の歩き方 3-0500951991

291.2
岩手　盛岡・花巻・平泉
’２３

昭文社 3-0500930314

291.3
１日１ページ、意外と知
らない東京のすべて３６
５

文響社／編 文響社 3-0500947696

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜
市戸塚区　２０２１１２

ゼンリン 3-0500933711

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜
市旭区　２０２１１２

ゼンリン 3-0500933707

291.3 伊香保・草津　群馬 昭文社 3-0500930068

291.5
河口湖・山中湖　富士
山・勝沼

昭文社 3-0500930067

291.9
沖縄ベストスポット
〔２０２２〕

昭文社 3-0500926947

291.9
石垣島　竹富島　西表島
小浜島　由布島　新城島
波照間島

地球の歩き方 3-0500951992

文庫本 297 北極圏１万２０００キロ 植村直己 山と溪谷社 3-0500126719

別置 記号

302.1 ２０３０年の東京
河合雅司／
〔述〕

祥伝社 3-0500947936

302.2
モルディブを知るための
３５章

荒井悦代／編著 明石書店 3-0500930420

312.5
トランプ大統領のクーデ
ター　米連邦議会襲撃事
件の深層

園田耕司 筑摩書房 3-0500948019

312.8
覚えておきたい総理の顔
１００　歴代総理のガイ
ドブック

本間康司 清水書院 3-0500918617

315
「ＮＨＫから国民を守る
党」とは何だったのか？

選挙ウォッ
チャーちだい

新評論 3-0500938237

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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317
防衛事務次官冷や汗日記
失敗だらけの役人人生

黒江哲郎 朝日新聞出版 3-0500936064

319.2

イスラエルｖｓ．ユダヤ
人　中東版「アパルトヘ
イト」とハイテク軍事産
業

シルヴァン・シ
ペル

明石書店 3-0500938388

324
「選択的」夫婦別姓　Ｉ
Ｔ経営者が裁判を起こ
し、考えたこと

青野慶久 ポプラ社 3-0500920288

324

これからの相続対策は
「残す・貯める」から
「資産活用」へ　お父さ
ん、お母さん、家族みん
なで考える相続の本

曽根惠子
ダイヤモンド・ビジ
ネス企画

3-0500925919

324
借金問題解決法　９９．
９％解決できる！

神坪浩喜
みらいパブリッシン
グ

3-0500898115

326
罪を償うということ　自
ら獄死を選んだ無期懲役
囚の覚悟

美達大和 小学館 3-0500865912

327
僕に方程式を教えてくだ
さい　少年院の数学教室

髙橋一雄 集英社 3-0500952263

329
ウィシュマさんを知って
いますか？　名古屋入管
収容場から届いた手紙

眞野明美 風媒社 3-0500917141

331
アメリカの高校生が学ん
でいる経済の教室

デーヴィッド・
Ａ・メイヤー

ＳＢクリエイティブ 3-0500940938

331
完全理解ゲーム理論・契
約理論

鈴木豊 勁草書房 3-0500899019

文庫本 331
経済学の名著５０冊が１
冊でざっと学べる

蔭山克秀 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500937364

332.1
資本主義の方程式　経済
停滞と格差拡大の謎を解
く

小野善康 中央公論新社 3-0500937053

332.1

日本が先進国から脱落す
る日　“円安という麻
薬”が日本を貧しくし
た！！

野口悠紀雄 プレジデント社 3-0500947242

335.4

０円で会社を買って、死
ぬまで年収１０００万円
個人でできる「事業買
収」入門

奥村聡 光文社 3-0500683214

336.1

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｐ
ｏｗｅｒ　ＢＩの教科書
基本操作からレポート作
成までわかる！

片平毅一郎 秀和システム 3-0500937122

336.3
なぜ、日本の職場は世界
一ギスギスしているのか

沢渡あまね ＳＢクリエイティブ 3-0500927884

336.3
管理ゼロで成果はあがる
「見直す・なくす・やめ
る」で組織を変えよう

倉貫義人 技術評論社 3-0500658151
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336.3
組織は「言葉」から変わ
る。　ストーリーでわか
るエンゲージメント入門

黒田天兵 朝日新聞出版 3-0500762552

336.4 話 リアズ・メグジ アチーブメント出版 3-0500934069

337 おかねってなぁに？ 澁澤健／監修
日本商工会議所青年
部

3-0500890706

337 物価とは何か 渡辺努 講談社 3-0500936052

338

〈理論〉〈事例〉〈Ｑ＆
Ａ〉から学ぶビリオネア
の東京不動産投資　不安
な“資産家”から充実人
生の“投資家”への道

福田郁雄 現代書林 3-0500889401

338

ウォーレン・バフェット
の「仕事と人生を豊かに
する８つの哲学」　資産
１０兆円の投資家は世界
をどう見ているのか

桑原晃弥 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500925934

338

図解住宅ローンのしくみ
と新常識　知りたいこと
がよくわかる！
安心プランが作れる！

菅原隆行 ナツメ社 3-0500897872

361.4
リスクコミュニケーショ
ン　多様化する危機を乗
り越える

福田充 平凡社 3-0500936483

361.4
日本の問題は文系にある
なぜ日本からイノベー
ションが消えたのか

山本尚 産経新聞出版 3-0500945091

子育て 367
あっ！そうなんだ！わた
しのからだ　幼児に語る
性と生

中野久恵／編著 エイデル研究所 3-0500870378

367.2 東大女子という生き方 秋山千佳 文藝春秋 3-0500952719

ティーン
ズ 369.1 介護福祉士になるには 渡辺裕美／編著 ぺりかん社 3-0500936742

369.2

しゃべらなくても楽し
い！シニアに超やさしい
筋トレ・脳トレ・スト
レッチ体操５０

斎藤道雄 黎明書房 3-0500939988

369.2
外国人のためのやさしく
学べる介護の知識・技術

甘利庸子／編著 中央法規出版 3-0500934124

369.3
災害情報と避難　その理
論と実際

中村功 晃洋書房 3-0500929141

369.3

福島環境再生１００人の
記憶　震災から１０年。
１００人の証言で綴る福
島のこれまでとこれか
ら。

環境省環境再
生・資源循環局
／編著

マスターリンク 3-0500876661

369.3
兵士は起つ　自衛隊史上
最大の作戦

杉山隆男 新潮社 3-0500022265
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376.4
若葉出づる頃　新制高校
の誕生

関千枝子 西田書店 3-0200033809

379
世界一やさしい超勉強法
１０１

原マサヒコ 飛鳥新社 3-0500872901

383.8
空と宇宙の食事の歴史物
語　気球、旅客機からス
ペースシャトルまで

リチャード・
フォス

原書房 3-0500940744

384 伝承遊び考　１ 加古里子 小峰書店 3-0206076873

384 伝承遊び考　２ 加古里子 小峰書店 3-0207053926

384 伝承遊び考　３ 加古里子 小峰書店 3-0208003685

384 伝承遊び考　４ 加古里子 小峰書店 3-0208050300

387 鬼の話 次重寛禧 吉備人出版 3-0500920540

文庫本 387 日本人の死生観 五来重 講談社 3-0500914166

388 昔話・伝説を知る事典 野村純一／編
アーツアンドクラフ
ツ

3-0500931430

別置 記号

文庫本 401 科学と仮説
ポアンカレ　ア
ンリ

岩波書店 3-0500931244

404 科学の方法 中谷宇吉郎 岩波書店 3-0500930339

407
英語科学論文をどう書く
か　新しいスタンダード

保田幸子 ひつじ書房 3-0500930008

413 新しい微積分　上 長岡亮介 講談社 3-0500932499

413 新しい微積分　下 長岡亮介 講談社 3-0500932500

421
ゼロから学ぶ量子力学
量子世界への、はじめの
一歩

竹内薫 講談社 3-0500952249

430 基礎化学 梶原篤／共著 サイエンス社 3-0500933602

432
実験を安全に行うために
続続

化学同人編集部
／編

化学同人 3-0500930999

442
天体観測記録集　眼視と
フィルムカメラによる，
５０年の天文現象の記録

橋本秋恵 誠文堂新光社 3-0500930012

445 火星の歩き方 臼井寛裕 光文社 3-0500929733

454
教養としての「日本列島
の地形と地質」

橋本純 ＰＨＰ研究所 3-0500930970

454 東京スリバチ街歩き 皆川典久 イースト・プレス 3-0500934163

467

遺伝子の不思議としくみ
入門　イラスト図解
遺伝子から「自分」を知
る！

島田祥輔 朝日新聞出版 3-0500931015

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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469
未来のルーシー　人間は
動物にも植物にもなれる

中沢新一 青土社 3-0500763969

485
エビはすごいカニもすご
い　体のしくみ、行動か
ら食文化まで

矢野勲 中央公論新社 3-0500931317

491
〈図解〉ウイルスと除菌
のことがよくわかる！本

内海洋 あさ出版 3-0500935194

491 エレガントな免疫　下
マット・リヒテ
ル

ニュートンプレス 3-0500930484

491
肝臓のはなし　基礎知識
から病への対処まで

竹原徹郎 中央公論新社 3-0500953311

491
自己とは何なのか？　意
識・自我・心についての
神経科学的考察

平野丈夫
幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500930441

491
人体完全ガイド　構造と
しくみ，機能を徹底図解

ニュートンプレス 3-0500938211

491
日本人の「遺伝子」から
みた病気になりにくい体
質のつくりかた

奥田昌子 講談社 3-0500952252

493.1
面白いほどわかる脂肪の
新常識

栗原毅／監修 宝島社 3-0500936685

493.4

ウルトラ図解潰瘍性大腸
炎・クローン病　正しい
寛解導入・維持でＱＯＬ
を向上させる

久松理一／監修 法研 3-0500929384

493.7
「脳呼吸」が整えばうつ
は改善する

宮野博隆
幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500932338

493.7 精神の病気　発達障害編 ニュートンプレス 3-0500930473

493.7
統合失調症　正しい理解
とケア

白石弘巳／監修 高橋書店 3-0500938282

子育て 493.9
じょうずにたべるたべさ
せる　摂食機能の発達と
援助

山崎祥子 芽ばえ社 3-0500922318

494
一流の前立腺がん患者に
なれ！　最適な治療を受
けるために

安江博 鹿砦社 3-0500923927

494

腰椎椎間板ヘルニアを治
す　脊椎専門の整形外科
医が教える最新の切る治
療、切らない治療

岡田英次朗 法研 3-0500937463

494
脊柱管狭窄症自分で治す
最強事典　２２人の名
医・専門家が極意を伝授

マキノ出版 3-0500936504

495
知っておきたい不妊症・
不育症ガイド

藤井知行／総監
修

時事通信出版局 3-0500931416

496
難聴を快聴に変える！ス
ゴイ集音器

津田博通
幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500885780

498
本当に正しい医療が、終
活を変える　お金と病気
で悩まない！

吉野敏明 かざひの文庫 3-0500416426
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498.1
鍼灸・整骨業界を目指す
キミへ

野本一也
幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500940406

498.3
アイデア想起メガネ　記
憶補助ツールを使って、
もの忘れにサヨウナラ

郭水泳
幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500880143

498.3 脳と体に効く指回し教室 栗田昌裕 広済堂出版 3-0207013905

文庫本 498.5
ほんとうの「食の安全」
を考える　ゼロリスクと
いう幻想

畝山智香子 化学同人 3-0500933105

498.5
最高の除脂肪食　「食べ
る」を増やして、絞る！

岡田隆 ポプラ社 3-0500949375

498.6

ねころんで読めるウィズ
コロナ時代の感染対策
専門医が教える正しく怖
がるための入門書

矢野邦夫 メディカ出版 3-0500937440

498.6
地球を駆ける　世界のハ
ンセン病の現場から

笹川陽平 工作舎 3-0500891924

498.8
健康リモートワーク読本
コロナ新時代の働き方
産業医が教える

山越志保
メディア・ケアプラ
ス

3-0500929428

501
基本を学ぶ構造力学　静
定から不静定の初歩まで

﨑元達郎 森北出版 3-0500925548

文庫本 518.8 丹下健三都市論集 丹下健三 岩波書店 3-0500915539

519
危機の向こうの希望
「環境立国」の過去、現
在、そして未来

加藤三郎 プレジデント社 3-0500817534

519.3

いちばんやさしい脱炭素
社会の教本　人気講師が
教えるカーボンニュート
ラルの最前線

藤本峰雄 インプレス 3-0500953715

521 秀吉と家臣団の城 中井均 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500930136

523
東西名品昭和モダン建築
案内

北夙川不可止／
文

書肆侃侃房 3-0500920120

524
備えのエクステリア＆
ガーデン　台風、地震な
どの災害に負けるな！

ブティック社 3-0500926951

527
一生使えるサイズ事典住
宅のリアル寸法　完全版

エクスナレッジ 3-0500940027

528

〈２代目社長奮闘記〉売
上目標をなくしたら利益
が１０年で１０倍になっ
た！　スモールカンパ
ニーは仕組みと感謝だけ
で成長する

茶橋昭夫 現代書林 3-0500907161

576
効果的な「組み合わせ」
がわかる化粧品成分事典

久光一誠／監修 池田書店 3-0500929096
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583
元町家具屋の今昔物語
横浜クラシック家具・ダ
ニエルのあゆみ

高橋保一 とりい書房 3-0500929059

別置 記号

590

イギリスの飾らないのに
豊かな暮らし３６５日
英国の人たちから学びた
い毎日を心地よく過ごす
ための鍵

江國まゆ 自由国民社 3-0500948951

591
１００円ちゃりんちゃり
ん投資　１００円が１０
１円になれば大成功！

石川貴康 プレジデント社 3-0500492556

593.3
１８世紀のドレスメイキ
ング　手縫いで作る貴婦
人の衣装

ローレン・ス
トーウェル

ホビージャパン 3-0500946830

593.3

Ｍａｙ　Ｍｅスタイルシ
ンプルワードローブ　シ
ンプルだからずっと飽き
ない服

伊藤みちよ 日本ヴォーグ社 3-0500820727

593.3 感じのいい大人服 美濃羽まゆみ 日本ヴォーグ社 3-0500886297

593.3
こだわりのパターンとテ
クニックで作るきれいな
服

香田あおい 文化学園文化出版局 3-0500582508

593.3
ほしいのはすっきり品よ
く見える服

藤塚未紀 日本ヴォーグ社 3-0500861464

593.3
大きな服を着る、小さな
服を着る。　いろんなサ
イズの服を楽しむ本

濱田明日香 文化学園文化出版局 3-0500354955

594
かんたん！かわいい！ハ
ンドメイドのピアス＆イ
ヤリング

島谷千穂／デザ
イン・製作

新星出版社 3-0500269644

594.7
いちばんよくわかるバッ
グ作りの本

鎌倉スワニー ブティック社 3-0500293847

595
だから私はメイクする
悪友たちの美意識調査

劇団雌猫／編著 柏書房 3-0500634037

文庫本 596 いわしバターを自分で 平松洋子 文藝春秋 3-0500949163

596
おいしく食べる食材の手
帖　簡単な知識とコツで
料理上手になる！！

野﨑洋光 池田書店 3-0500667151

596

くり返し作りたい、昔な
がらのおかず　定番１２
１レシピが失敗なしで
ちゃんと作れる！決定版

樋口秀子 宝島社 3-0500129357

596
大人ふたりの味わい献立
アイデアいっぱい！絶対
おいしい

脇雅世 新星出版社 3-0500254601

子育て 596
忙しママのための炊飯器
こどもごはん　野菜まる
ごと、いれるだけ！

ｍｅｅｅｒｏｏ
ｍ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500946791

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
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596.2
おすし　普段もハレの日
も作りたい、家族が喜ぶ

松田美智子 文化学園文化出版局 3-0500929115

596.3
ｔｈｅ鯨　懐かしくて新
しいクジラ料理の決定版

ミクロブストジャパ
ン

3-0500898913

596.3

藤井恵の「からだが整
う」おかゆ　腸活、ダイ
エット、アンチエイジン
グに。

藤井恵 文化学園文化出版局 3-0500946852

596.4
はじめてのスープ弁当
素材の切り方や量がひと
目でわかる

市瀬悦子 家の光協会 3-0500937134

596.6
卵黄・卵白を使い切る！
シフォンケーキ＆シフォ
ンロール

石橋かおり 主婦の友社 3-0500917218

文庫本 639 富岡日記 和田英 筑摩書房 3-0500170671

645
ペットの命を守る本　も
しもに備える救急ガイド

サニーカミヤ 緑書房 3-0500927863

645
私みたいな者に飼われて
猫は幸せなんだろうか？

能町みね子 東京ニュース通信社 3-0500945419

645
知りたい！考えてみた
い！どうぶつとの暮らし

川添敏弘／監著 駿河台出版社 3-0500919043

662
東シナ海　漁民たちの国
境紛争

佐々木貴文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500928544

675
ＬＩＮＥビジネス活用
〈公式ガイド〉　はじめ
てでもできる！

ＬＩＮＥ株式会
社

インプレス 3-0500930123

686 東急沿線の不思議と謎 浜田弘明／監修 実業之日本社 3-0500213074

別置 記号

702
食べる西洋美術史　「最
後の晩餐」から読む

宮下規久朗 光文社 3-0207002113

文庫本 726 ねこはい 南伸坊 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500740007

マンガ 726
ハイキュー！！　１～４
５

古舘春一 集英社

726 ミウラさんの友達 益田ミリ マガジンハウス 3-0500951561

755
図説ダイヤモンドの文化
史　伝説、通貨、象徴、
犯罪まで

マーシャ・ポイ
ントン

原書房 3-0500935557

759
出会いに心ときめくお雛
さまの世界

萬眞智子 世界文化社 3-0500870722

763

弦楽器メンテナンス完全
ガイド　美しい音色を奏
でるためのお手入れのコ
ツ５０

茅根健／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500933097

764
今日からはじめる！すぐ
できる！吹奏楽新時代の
指導メソッド

オザワ部長／編 学研プラス 3-0500929868

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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ティーン
ズ 778 アニメ業界で働く 小杉眞紀 ぺりかん社 3-0500923798

778 きえもの日記 高山なおみ 河出書房新社 3-0500262661

778
今日も元気だ映画を見よ
う　粒よりシネマ３６５
本

芝山幹郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500178906

778
忠臣蔵入門　映像で読み
解く物語の魅力

春日太一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500928546

781

人生１００年いきいき動
ける大人のストレッチ
動ける体を取り戻す！
毎日が楽しく自由に動く
体になる

村山巧 徳間書店 3-0500929069

783.7 広岡達朗人生の答え 藤平信一 ワニ・プラス 3-0500945502

792
心と体に効くお香のある
生活

椎名まさえ／監
修

日東書院本社 3-0500936771

830

ファイブアイズＥｎｇｌ
ｉｓｈ　「文化」と「習
慣」を学べば英語は身に
つく！

塩貝香織
ＩＢＣパブリッシン
グ

3-0500894685

834
これからの英単語
ニュースや会話で使用頻
度が急増中！

スティーヴ・
マックルーア

アルク 3-0500923361

836
自然な英語が書ける！上
級を目指すライティン
グ・トレーニング

佐藤昭弘 ＮＨＫ出版 3-0500935529

837 ニッポンのしきたり 土屋晴仁
ＩＢＣパブリッシン
グ

3-0500466281

840
みんなのドイツ語　１日
１５分で基礎から中級ま
でわかる

荻原耕平 白水社 3-0500895098

865
基礎から学べるはじめて
のスペイン語文法　オー
ルカラー

本橋祈 ナツメ社 3-0500929893

879 ロマンス言語学概論 菅田茂昭 早稲田大学出版部 3-0500704864

880
これからはじめるロシア
語入門

前田和泉 ＮＨＫ出版 3-0500922394

別置 記号

郷土青葉 213
横浜・恩田の歴史考　恩
古知新隊活動記録

恩古知新隊／編 恩古知新隊 3-0500904466

郷土資料 210.7
英国人青年の抑留日記
戦時下日本の敵国人抑留
所

シディングハ
ム・イーンド・
デュア／著

論創社 3-0500931760

郷土資料 291.3
横濱ガイドＭＡＰ　Ｖｏ
ｌ．１８　Ｗｉｎｔｅｒ

ルーツ 3-0500942108

郷土資料 291.3
畠山重忠ゆかりの地マッ
プ　～重忠歴訪～　ふる
さと旭を再発見！

旭区役所地域振
興課／〔編〕

旭区役所地域振興課 3-0500939349

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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郷土資料 518.8
横浜国際港都建設計画図
（地域・地区）　令和３
年４月現在

横浜市建築局／
〔編〕

横浜市建築局 3-0500949097

郷土資料 518.8
横浜国際港都建設計画図
（都市施設）　令和３年
４月現在

横浜市建築局／
〔編〕

横浜市建築局 3-0500949098

郷土資料 519.1

高速横浜環状北西線事後
調査結果報告書　横浜市
青葉区下谷本町～都筑区
川向町　その４

横浜市／〔編〕 横浜市 3-0500951308

郷土資料 610

横浜市の農業　２０２０
年農林業センサス農林業
経営体調査結果報告　令
和２年

横浜市政策局総
務部統計情報課
／編

横浜市政策局総務部
統計情報課

3-0500942109

郷土資料 685
神奈川中央交通１００年
史

神奈川中央交通
株式会社総務部
／編

神奈川中央交通 3-0500920081

郷土資料 780

第３期横浜市スポーツ推
進計画（素案）　皆様の
御意見をお寄せくださ
い。　概要版

横浜市市民局ス
ポーツ振興課／
〔編〕

〔横浜市市民局ス
ポーツ振興課〕

3-0500938835

「あたらしく入った本」5月号は、令和4年3月から令和4年4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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