
別置 記号

911.1
あの胸が岬のように遠
かった

永田和宏 新潮社 3-0500954072

913.6 はじめての 島本理生 水鈴社 3-0500943987

文庫 913.6 ア
これは経費で落ちませ
ん！9

青木祐子 集英社 3-0500953239

913.6 ア 青い雪 麻加朋 光文社 3-0500945873

913.6 イ 威風堂々　上 伊東潤 中央公論新社 3-0500934603

913.6 イ 威風堂々　下 伊東潤 中央公論新社 3-0500934604

913.6 イ オオルリ流星群 伊予原新 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500944584

913.6 イ 連鎖犯 生馬直樹 光文社 3-0500937329

文庫 913.6 イ 恋大蛇 今村翔吾 祥伝社 3-0500952260

文庫 913.6 イ イクサガミ 天 今村翔吾 講談社 3-0500943879

文庫 913.6 イ 朝の茶柱 泉ゆたか 実業之日本社 3-0500941482

913.6 イ コンクールシェフ！ 五十嵐貴久 講談社 3-0500949920

文庫 913.6 ウ 京乱 上田秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500952782

913.6 ウ 名探偵・浅見光彦全短編 内田康夫 光文社 3-0500945871

913.6 オ ブラック・ムーン 逢坂剛 中央公論新社 3-0500945425

文庫 913.6 カ 密室黄金時代の殺人 鴨崎暖炉 宝島社 3-0500940930

913.6 カ 信長、鉄砲で君臨する 門井慶喜 祥伝社 3-0500942564

913.6 キ チンギス記　13 北方謙三 集英社 3-0500953975

913.6 コ
シャルロットのアルバイ
ト

近藤忠恵 光文社 3-0500945870

913.6 サ ショートケーキ。 坂木司 文藝春秋 3-0500958065

913.6 サ 誰かがこの町で 佐野広実 講談社 3-0500939479

913.6 サ 漆花ひとつ 澤田瞳子 講談社 3-0500947985

文庫 913.6 サ 決着の鬨 佐々木裕一 講談社 3-0500951485

（NDC900-999）
ラベルの記号

文　学

あたらしく入った本
2022年6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 913.6 サ 鬼役　32 坂岡真 光文社 3-0500958460

文庫 913.6 シ 元彼の遺言状 新川帆立 宝島社 3-0500911410

文庫 913.6 シ 弥勒 篠田節子 集英社 3-0500715589

913.6 シ 花咲小路二丁目の寫眞館 小路幸也 ポプラ社 3-0500943963

913.6 シ ハロー・グッドバイ 小路幸也 集英社 3-0500962553

文庫 913.6 ス 身代金の計 鈴木英治 双葉社 3-0500949636

文庫 913.6 タ
あきない世傳金と銀　12
出帆篇

髙田郁 角川春樹事務所 3-0500943421

913.6 タ かすてぼうろ 武川佑 光文社 3-0500924186

913.6 タ コスメの王様 高殿円 小学館 3-0500950852

913.6 タ
おいしいごはんが食べら
れますように

高瀬隼子 講談社 3-0500954079

文庫 913.6 ツ 凍りのくじら 辻村深月 講談社 3-0208081617

913.6 テ
タイムマシンに乗れない
ぼくたち

寺地はるな 文藝春秋 3-0500942234

913.6 ト 教育 遠野遥 河出書房新社 3-0500934588

ティーン
ズ 913.6 ナ

Re:ゼロから始める異世
界生活　29

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500953960

913.6 ナ アキレウスの背中 長浦京 文藝春秋 3-0500943161

913.6 ナ ミシンと金魚 永井みみ 集英社 3-0500941951

913.6 二
恋愛の発酵と腐敗につい
て

錦見映理子 小学館 3-0500942946

文庫 913.6 ハ 本所おけら長屋　18 畠山健二 PHP研究所 3-0500954155

913.6 ハ 古本食堂 原田ひ香 角川春樹事務所 3-0500951507

913.6 ハ 李王家の縁談 林真理子 文藝春秋 3-0500923455

913.6 ハ ロング・アフタヌーン 葉真中顕 中央公論新社 3-0500949618

文庫 913.6 ヒ はやぶさ新八御用帳　9 平岩弓枝 講談社 3-0500631393

913.6 ヒ マスカレード・ゲーム 東野圭吾 集英社 3-0500961133

913.6 フ 空にピース 藤岡陽子 幻冬舎 3-0500946262

913.6 フ スタッフロール 深緑野分 文藝春秋 3-0500959694

913.6 マ シェア 真梨幸子 光文社 3-0500953944

913.6 マ 所得倍増の男 松平節 朝日出版社 3-0500949739

文庫 913.6 ミ
ビブリア古書堂の事件手
帖　3

三上廷 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500953684

913.6 ミ アルツ村 南杏子 講談社 3-0500955712
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913.6 ミ 公孫龍　巻2 宮城谷昌光 新潮社 3-0500961289

913.6 ム 阿茶 村木嵐 幻冬舎 3-0500953948

文庫 913.6 モ
リアルの私はどこにい
る？

森博嗣 講談社 3-0500959945

文庫 913.6 モ 恋ほおずき 諸田玲子 中央公論新社 3-0500931336

文庫 913.6 ヤ パイナップルの彼方 山本文緒 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500937344

913.6 ヤ 花屋さんが言うことには 山本幸久 ポプラ社 3-0500951579

913.6 ユ ついでにジェントルメン 柚木麻子 文藝春秋 3-0500957999

914 イ タダキ君、勉強してる？ 伊集院静 集英社 3-0500957227

914 イ 大人の流儀　11 伊集院静 講談社 3-0500955721

916 ム 家族 村井理子 亜紀書房 3-0500938617

916 ワ
東大教授、若年性アルツ
ハイマーになる

若井克子 講談社 3-0500936458

923 眠りの航路 呉明益 白水社 3-0500902684

929.1 イスラーム精肉店 ソンホンギュ 神泉社 3-0500938983

933 タ
この道の先に、いつもの
赤毛

アン・タイラー 早川書房 3-0500951971

文庫 933 テ フルスロットル
ジェフリー・
ディーヴァー

文藝春秋 3-0500957208

933 ア 永遠の真夜中の都市
チャーリー・
ジェーン・アン
ダーズ

東京創元社 3-0500949729

933 ウ
プロジェクト・ヘイル・
メアリー　上

アンディ・ウィ
アー

早川書房 3-0500930925

933 ウ
プロジェクト・ヘイル・
メアリー　下

アンディ・ウィ
アー

早川書房 3-0500930927

933 ハ ガラスの顔
フランシス・
ハーディング

東京創元社 3-0500920657

933 へ
ミッドナイト・ライブラ
リー

マット・ヘイグ
ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500941979

934
『ニューヨーク・タイム
ズ』のドナルド・キーン

ドナルド・キー
ン

中央公論新社 3-0500942576

989 瞬間
ヴィスワヴァ・
シンボルスカ

未知谷 3-0500959417

別置 記号

情報科学 007.1
一般教養としての人口知
能入門

上野春樹 近代科学社 3-0500939293

情報科学 007.6 Python実践レシピ
Pythonエンジニ
ア育成推進協会

技術評論社 3-0500936560

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 010 日本の図書館　2021

日本図書館協会
図書館調査事業
委員会日本の図
書館調査委員会

日本図書館協会 3-0500955062

019 名著の話 伊集院光 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500943969

070 オッサンの壁 佐藤千矢子 講談社 3-0500959940

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和4年2月号

日本経済新聞社 3-0500956710

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和4
年2月号

毎日新聞社 3-0500956708

104 現代哲学の論点 仲正昌樹 ＮＨＫ出版 3-0500949987

141 思考実験 榛葉豊 講談社 3-0500944500

141
なぜ、いま思考力が必要
なのか？

池上彰 講談社 3-0500945087

146.8
なんでも見つかる夜に、
こころだけが見つからな
い

東畑開人 新潮社 3-0500951919

146.8 SNSコミュニケーション 浮世満理子
日本能率協会マネジ
メントセンター

3-0500939005

146.8 言葉を失ったあとで 信田さよ子 筑摩書房 3-0500926518

154 コロナ倫理学 森田浩之 論創社 3-0500933089

ティーン
ズ 159

生きのびるための「失
敗」入門

雨宮処凛 河出書房新社 3-0500938249

159 幸福幻想 中村うさぎ 毎日新聞出版 3-0500946864

159 80歳の壁 和田秀樹 幻冬舎 3-0500954972

159 心を鍛える 堀江貴文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500944287

159 ちょうどいい孤独 鎌田實 かんき出版 3-0500927866

160 日本人のための宗教原理 小室直樹 徳間書店 3-0500934031

182 教養としての仏教思想史 木村清考 筑摩書房 3-0500928273

193
ここが変わった！「聖書
協会共同訳」旧約編

大島力
日本キリスト教団出
版局

3-0500958643

209
建築から世界史を読む方
法

祝田秀全 河出書房新社 3-0500945407

209
1日1ページで身につく！
歴史と地理の新しい教養
365

伊藤賀一 幻冬舎 3-0500955714

209
もういちど読む山川世界
史ＰＬＵＳ　ヨーロッ
パ・アメリカ編

木村靖二 山川出版社 3-0500940830

209
もういちど読む山川世界
史ＰＬＵＳ　アジア編

木村靖二 山川出版社 3-0500940829
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210.1 「合戦」の日本史 本郷和人 中央公論新社 3-0500949623

210.3 鎌倉殿誕生 関幸彦 山川出版社 3-0500948984

210.4 鎌倉幕府と室町幕府 山田徹 光文社 3-0500951904

210.4 鎌倉殿と13人の合議制 本郷和人 河出書房新社 3-0500939140

210.4 一冊でわかる鎌倉時代 大石学 河出書房新社 3-0500938920

210.5 幕末社会 須田努 岩波書店 3-0500938859

210.5 江戸藩邸へようこそ 久住祐一郎
集英社インターナ
ショナル

3-0500957905

288 徳川15代将軍解体新書 河合敦 ポプラ社 3-0500949632

289 キ 北里柴三郎 海堂尊 筑摩書房 3-0500950288

289 キ
ルース・ベイダー・ギン
ズバーグ　アメリカを変
えた女性

ルース・ベイ
ダー・ギンズ
バーグ

晶文社 3-0500939175

291.3 箱根　23 昭文社 3-0500936679

291.3 鎌倉・横浜　2022 成美堂出版 3-0500948023

291.3
地図で楽しむ本当にすご
い神奈川

都道府県研究会 宝島社 3-0500949687

293.8 ヘルシンキ生活の練習 朴沙羅 筑摩書房 3-0500922266

297 狩りと漂泊 角幡唯介 集英社 3-0500954494

別置 記号

302
一気にわかる！池上彰の
世界情勢　2022

池上彰 毎日新聞出版 3-0500938276

302.2 教えて！タリバンのこと 内藤正典 ミシマ社 3-0500954472

文庫 304 属国民主主義論 内田樹 朝日新聞出版 3-0500948484

310 いのちの政治学 中島岳志
集英社クリエイティ
ブ

3-0500919871

311 ファシズムとロシア
マルレーヌ・ラ
リュエル

東京堂出版 3-0500947263

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

5



314
「トランプ信者」潜入一

年
横田増生 小学館 3-0500946393

316
場所からたどるアメリカ
と奴隷制の歴史

クリント・スミ
ス

原書房 3-0500945927

316
令和2年改正個人情報保
護法Q＆A

田中浩之 中央経済社 3-0500939020

カウン
ター 320

六法全書　令和4年版1
（公法　刑事法　条約）

佐伯仁志 有斐閣 3-0500953609

カウン
ター 320

六法全書　令和4年版2
（民事法　社会法　産業
法）

佐伯仁志 有斐閣 3-0500953610

331 オークション・デザイン
ポール・ミルグ
ロム

早川書房 3-0500944517

参考 332
世界経済の潮流　2021年
2

内閣府政策統括
官室（経済財政
分析担当）

日経印刷 3-0500955058

332.2 中国経済の謎
トーマス・オー
リック

ダイヤモンド社 3-0500955779

カウン
ター 335.4

会社四季報　2022年　2
集（春号）

東洋経済新報社 3-0500956568

336 アマゾンの最強の働き方
コリン・ブライ
ヤー

ダイヤモンド社 3-0500939202

338
教養としての「金融＆
ファイナンス」大全

野崎浩成 日本実業出版社 3-0500947302

338
なぜ信用金庫は生き残る
のか

鳥羽田継之 祥伝社 3-0500940896

338
ジェイソン流お金の増や
し方

厚切りジェイソ
ン

ぴあ 3-0500921014

364
これ一冊でわかる！障害
年金のしくみと手続き

吉野千賀 ナツメ社 3-0500937413

367.1
最後の講義完全版これか
らの時代を生きるあなた
へ

上野千鶴子 主婦の友社 3-0500945496

369 ケアとアートの教室
東京藝術大学
Diversity on
the Arts

左右社 3-0500941916

369
子ども・若者ケアラーの
声からはじまる

斎藤真緒 クリエイツかもがわ 3-0500946002

370 子どもが心配 養老孟司 PHP研究所 3-0500944281
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370
子どもが教育を選ぶ時代
へ

野本響子 集英社 3-0500944492

370 子どもが心配 養老孟司 PHP研究所 3-0500944281

371 メタ認知 三宮真智子 中央公論新社 3-0500942573

372 女教師たちの世界一周 堀内真由美 筑摩書房 3-0500944511

376.1
お誕生表・壁面・保育
グッズ12か月の環境づく
り

ひかりのくに 3-0500941177

参考 376.8
全国大学学部・学科案内
号2023年入試対策用

旺文社 3-0500956570

参考 376.8
首都圏中学受験案内
2023

晶文社学校案内
編集部

晶文社 3-0500956517

参考 376.8
首都圏高校受験案内
2023年度用

晶文社学校案内
編集部

晶文社 3-0500956518

参考 376.8 小学入試情報　2023
教育図書21編集
部

教育図書21 3-0500957289

378 ろう者と聴者の懸け橋に 鈴木隆子 大月書店 3-0500944575

382
ビジネスエリートの必須
教養「世界の民族」超入
門

山中俊之 ダイヤモンド社 3-0500942630

388
勝てる投資家は、「こ
れ」しかやらない

上岡正明 PHP研究所 3-0500932251

388 昔話の扉をひらこう 小澤俊夫 暮らしの手帖 3-0500937130

391 小鳥と狼のゲーム
サイモン・パー
キン

東京創元社 3-0500939190

別置 記号

404 科学と芸術 酒井邦嘉 中央公論新社 3-0500945429

410 数式図鑑 横山明日希 講談社 3-0500944499

430
「化学の歴史」が一冊で
まるごとわかる

齋藤勝裕 ベレ出版 3-0500950797

443 ブラックホール 二間瀬敏史 中央公論新社 3-0500945422

465 ウイルス学者の責任 宮沢孝幸 PHP研究所 3-0500954866

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 人類の起源 篠田謙一 中央公論新社 3-0500945420

489 ビーバー
ベン・ゴールド
ファーブ

草思社 3-0500939482

491
文系のためのめっちゃや
さしい脳

河西春郎 ニュートンプレス 3-0500948093

493.7 認知症世界の歩き方 筧裕介 ライツ社 3-0500906521

494 がんの？に答える本 日本がん協会 学研プラス 3-0500940918

496
50歳を過ぎたら要注意！
「聞こえづらい」をほっ
とかない

平野幸雄 産業能率大学出版部 3-0500940311

498.5
なにをどれだけ食べたら
いいの？

香川明夫 女子栄養大学出版部 3-0500954430

498.6
成田空港検疫で何が起き
ていたのか

田中一成 扶桑社 3-0500939493

498.9 刑務所の精神科医 野村俊明 みすず書房 3-0500906160

504
ビジネスモデルの未来予
報図51

齊田興哉 CCCメディアハウス 3-0500940794

516
東海道新幹線「のぞみ」
30年の軌跡

青田孝 交通新聞社 3-0500940400

523
中性ヨーロッパ城郭・築
城歴史百科

チャールズ・
フィリップス

原書房 3-0500945129

527 秀和レジデンス 谷島香奈子 トゥーヴァージンズ 3-0500944622

535 世界を変えた12の時計
デイヴィッド・
ルーニー

河出書房新社 3-0500946786

ティーン
ズ 536 電車の顔図鑑　5 江口明男 天夢人 3-0500944257

537 脱ペーパードライバー 森下えみこ ナツメ社 3-0500951592

情報科学 547.4
図解AWSの仕組みとサー
ビスがたった1日でよく
わかる

上野史瑛 SBクリエイティブ 3-0500940940

情報科学 547.4
いちばんやさしい新しい
サーバーの基本

宮原徹 インプレス 3-0500937676

548
トコトンやさしいサービ
スロボットの本

清水祐一郎 日刊工業新聞社 3-0500943295

別置 記号

590
60代からシンプルに穏や
かに暮らす

smile editors 主婦と生活社 3-0500917885

590
50代ひとり暮らし小さ
く、気持ちよく

岸本葉子
ミスター・パート
ナー

3-0500940839

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

8



子育て 596 おいしい子育て 平野レミ ポプラ社 3-0500943954

596 まいにち酒ごはん日記 ツレヅレハナコ 幻冬舎 3-0500959668

596.6
科学でわかるパンの「な
ぜ？」

梶原慶春 柴田書店 3-0500938305

597
家じゅうの「めんどくさ
い」をなくす。

sea ダイヤモンド社 3-0500930082

689
ディズニーキャストざわ
ざわ日記

笠原一郎 三五館シンシャ 3-0500937712

694
スマホで困ったときに開
く本　2022/2023

朝日新聞出版 3-0500951783

別置 記号

721 狩野探幽・山雪 山下善也 ミネルヴァ書房 3-0500942654

721 風景との対話 東山魁夷 新潮社 3-0190196302

723 愛のぬけがら
エドヴァルド・
ムンク

幻冬舎 3-0500946263

723
フェルメール生涯と全作
品

大友義博 宝島社 3-0500936687

750
もっと知りたいアイヌの
美術

山﨑幸治 東京美術 3-0500947720

762.3
世界史で深まるクラッシ
クの名曲

内藤博文 青春出版社 3-0500941513

770 清く楽しく美しい推し活 河西邦剛 東京法令出版 3-0500940404

774 歌舞伎江戸百景 藤澤茜 小学館 3-0500943425

780 祝祭の陰で2020/2021 雨宮処凛 岩波書店 3-0500955554

783.7
統計学が見つけた野球の
真理

鳥越規央 講談社 3-0500952251

784
たかがジャンプされど
ジャンプ

城田憲子 集英社 3-0500939118

796
中飛車の逆襲　対三間飛
車編

竹内雄悟 マイナビ出版 3-0500860385

801
やさしくわかるはじめて
の手話

手話教室華乃樹 ナツメ社 3-0500949322

801
『その他の外国文学』の
翻訳者

白水社編集部 白水社 3-0500945524

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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809 伝わる仕組み 藤井貴彦 新潮社 3-0500944200

837 推し活英語 劇団雌猫 学研プラス 3-0500949971

867
図解スペイン語日常会話
ニュアンス使い分けブッ
ク

平見尚隆 ベレ出版 3-0500950448

別置 記号

郷土 010 港北本との出会いマップ
横浜市港北区地
域振興課

横浜市港北区役所地
域振興課

3-0500950913

郷土 015 西区×読書
横浜市西区役所
地域振興課

横浜市西区役所地域
振興課

3-0500943364

郷土 015 読書ノート
磯子区地域振興
課

磯子区地域振興課 3-0500943367

郷土 016
横浜市立図書館100周年
記念資料集

横浜市中央図書
館企画運営課

横浜市中央図書館企
画運営課

3-0500960612

郷土作家 019 闘う読書日記 佐藤祐介 アートデイズ 3-0500932141

郷土 019 20歳の20冊
横浜市教育委員
会

横浜市教育委員会 3-0500943362

郷土 192
図説横浜キリスト教文化
史

横浜プロテスタ
ント史研究会

有隣堂 3-0190392890

郷土青葉
区 210.2 港北の遺跡をたずねて

港北の遺跡をた
ずねて編集委員
会

横浜市港北区 3-0193025346

郷土 210.2 縄文ムラの原風景
御所野縄文博物
館

御所野縄文博物館 3-0500917597

郷土 213
横浜市歴史博物館紀要
第25号

横浜市歴史博物
館

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500953130

郷土 291.3 地図で楽しむ横浜の近代 岡田直 風媒社 3-0500800875

郷土 314
はたちの投票Ｂｏｏｋ
2022

横浜市・区選挙
管理委員会

横浜市・区選挙管理
委員会

3-0500950914

郷土 318 つるみ生活・防災マップ
横浜市鶴見区役
所

横浜市鶴見区役所 3-0500938834

郷土 318 さんさんガイド
横浜市旭区役所
区政推進課広報
相談係

横浜市旭区役所区政
推進課広報相談係

3-0500947812

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 318.4
横浜市会特別委員会記録
令和3年

横浜市会 横浜市会議会局 3-0500962450

郷土 318.5 監査報告書　令和3年度
横浜市監査委員
会

横浜市監査委員会 3-0500955871

郷土 349
決算第一・決算第二特別
委員会連合審査会（総合
審査）記録　令和2年度

横浜市会議会局
議事課

横浜市会議会局議事
課

3-0500959538

郷土 349 令和4年度予算案
横浜市財政局財
政課

横浜市財政局財政課 3-0500943368

郷土 349
決算第一特別委員会記録
令和2年度

横浜市会議会局
議事課

横浜市会議会局議事
課

3-0500959498

郷土 351
横浜市統計書　第100回
（令和2年度）

横浜市政策局総
務部統計情報課

横浜市 3-0500959539

郷土 361.4
横浜市民意識調査　令和
3年度

横浜市政策局政
策部政策課

横浜市政策局政策部
政策課

3-0500958702

郷土 369.1
第4期保土ケ谷区地域福
祉保健計画　令和3/7年
度

保土ケ谷区役所
福祉保健課事業
企画担当

保土ケ谷区役所福祉
保健課事業企画担当

3-0500936642

郷土 369.3
横浜市土砂災害ハザード
マップ　泉区

横浜市建築局建
築防災課

横浜市建築局建築防
災課

3-0500939387

郷土書庫 370 シ
私立学校現況　令和3年5
月1日現在

横浜市教育委員
会事務局教育政
策推進課

横浜市教育委員会事
務局教育政策推進課

3-0500918468

別置 378
ケース別発達障害の子ど
もたちと保護者をサポー
トする本　幼児編

酒井幸子 ナツメ社 3-0500944233

郷土 383.8 ヨコハマ洋食文化事始め 草間俊郎 雄山閣出版 3-0199028676

郷土 462
横浜の川と海の生物　第
15報（河川編）

横浜市環境科学
研究所

横浜市環境科学研究
所

3-0500909589

郷土 498.1 病院要覧　令和3年
横浜市立大学付
属市民総合医療
センター

横浜市立大学付属市
民総合医療センター

3-0500943369

郷土 518.1 横浜水道ガイド
横浜市水道局総
務課

横浜市水道局総務課 3-0500939389

郷土 521
馬場花木園　旧藤本家住
宅耐震改修その他工事報
告書

横浜市環境創造
局公園緑地整備
課

横浜市環境創造局公
園緑地整備課

3-0500906663

郷土作家 718 石仏を楽しむ石仏百容画 久野秀晴 プラトル 3-0500931731

郷土 756 サムライアーマー 馬事文化財団 馬事文化財団 3-0500895540

11



郷土 789
馬(馬具)に由来する種目
と馬術競技

馬事文化財団 3-0500895483

「あたらしく入った本」6月号は、令和4年4月から令和4年5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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