
別置

910 文豪と印影 西川清史 左右社 3-0500933454

文庫本 910 ア 安倍晴明読本　陰陽宮総集編 谷恒生 小学館 3-0201006948

910 セ
百歳いつまでも書いていたい
小説家・瀬戸内寂聴の生きか
た

瀬戸内寂聴 ＮＨＫ出版 3-0500949988

911.3
角川　俳句大歳時記　春　新
版

茨木和生／編集委
員

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500947325

911.5 記憶クッキー　詩集 あわやまり 七月堂 3-0500915558

912 エ 善人たち 遠藤周作 新潮社 3-0500954967

文庫本 913.6
Ｊミステリー　２０２２ＳＰ
ＲＩＮＧ

東野圭吾／ほか著 光文社 3-0500958457

ティー
ンズ

913.6 短編少年
集英社文庫編集部
／編

集英社 3-0500489938

文庫本 913.6 短編工場
集英社文庫編集部
／編

集英社 3-0212076752

913.6 ア 帰郷 浅田次郎 集英社 3-0500391774

文庫本 913.6 ア 月島慕情 浅田次郎 文藝春秋 3-0209082407

913.6 ア 和らぎの国小説・推古天皇 天津佳之
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500946847

913.6 ア 新しい星 彩瀬まる 文藝春秋 3-0500923803

文庫本 913.6 ア 阪急電車 有川浩 幻冬舎 3-0210056797

文庫本 913.6 イ ルーズヴェルト・ゲーム 池井戸潤 講談社 3-0500143210

913.6 イ
マイクロスパイ・アンサンブ
ル

伊坂幸太郎 幻冬舎 3-0500963192

文庫本 913.6 イ ＲＥＶＥＲＳＥ 石田衣良 集英社 3-0500051702

文庫本 913.6 イ 天才 石原慎太郎 幻冬舎 3-0500557396

文庫本 913.6 イ 江戸を造った男 伊東潤 朝日新聞出版 3-0500628123

913.6 イ 天下を買った女 伊東潤 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500963672

913.6 イ 奔流の海 井岡瞬 文藝春秋 3-0500939144

913.6 イ まっとうな人生 絲山秋子 河出書房新社 3-0500967744

文庫本 913.6 イ セカンド・ラブ 乾くるみ 文藝春秋 3-0212034570

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

電話045(901)1225
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913.6 イ
生皮　あるセクシャルハラス
メントの光景

井上荒野 朝日新聞出版 3-0500957687

913.6 ウ 布武の果て 上田秀人 集英社 3-0500964335

文庫本 913.6 ウ 渦中　辻番奮闘記　４ 上田秀人 集英社 3-0500944999

文庫本 913.6 ウ 退き口　隠密鑑定秘禄　１ 上田秀人 徳間書店 3-0500958841

913.6 ウ くるまの娘 宇佐見りん 河出書房新社 3-0500966149

913.6 オ 猫弁と幽霊屋敷 大山淳子 講談社 3-0500969549

文庫本 913.6 オ 口笛の上手な白雪姫 小川洋子 幻冬舎 3-0500803957

913.6 オ 余烈 小栗さくら 講談社 3-0500963324

913.6 カ 奏鳴曲　北里と鴎外 海堂尊 文藝春秋 3-0500945136

913.6 カ タラント 角田光代 中央公論新社 3-0500945424

文庫本 913.6 カ ドラママチ 角田光代 文藝春秋 3-0209043036

913.6 カ 広重ぶるう 梶よう子 新潮社 3-0500971291

文庫本 913.6 カ 潜入味見方同心　４ 風野真知雄 講談社 3-0500960380

913.6 カ 春のこわいもの 川上未映子 新潮社 3-0500947213

文庫本 913.6 カ 伊豆の踊子　改版 川端康成 岩波書店 3-0203069098

文庫本 913.6 キ 玻璃の天 北村薫 文藝春秋 3-0209065270

913.6 キ グロテスク 桐野夏生 文藝春秋 3-0203047157

913.6 コ 爆弾 呉勝浩 講談社 3-0500961504

913.6 コ 石礫　機捜２３５ 今野敏 光文社 3-0500969495

文庫本 913.6 サ 風に訊け 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500965169

文庫本 913.6 サ 狂う潮 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500972040

913.6 サ 渚の蛍火 坂上泉 双葉社 3-0500961172

913.6 サ 孤蝶の城 桜木紫乃 新潮社 3-0500967585

文庫本 913.6 シ 小僧の神様　他十篇　改版 志賀直哉／作 岩波書店 3-0202064167

913.6 シ その日のまえに 重松清 文藝春秋 3-0205057783

文庫本 913.6 シ 激流　上 柴田よしき 徳間書店 3-0209015615

文庫本 913.6 シ 激流　下 柴田よしき 徳間書店 3-0209015618

913.6 シ 情熱の砂を踏む女 下村敦史 徳間書店 3-0500963700

913.6 シ 剣持麗子のワンナイト推理 新川帆立 宝島社 3-0500957986

913.6 シ 競争の番人 新川帆立 講談社 3-0500965822

文庫本 913.6 ス さまよう人　長編時代小説 鈴木英治 光文社 3-0500965138

913.6 ソ 鎮魂 染井為人 双葉社 3-0500967537

文庫本 913.6 チ 出世商人（あきんど）５ 千野隆司 文藝春秋 3-0500965173
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913.6 チ
死神と天使の円舞曲（ワル
ツ）

知念実希人 光文社 3-0500969214

913.6 ツ 脱北航路 月村了衛 幻冬舎 3-0500959667

913.6 ツ 二重らせんのスイッチ 辻堂ゆめ 祥伝社 3-0500959672

913.6 ツ トリカゴ 辻堂ゆめ 東京創元社 3-0500910172

913.6 ト 小さき王たち　第１部 堂場瞬一 早川書房 3-0500961408

文庫本 913.6 ナ やめるな外科医 中山祐次郎 幻冬舎 3-0500957585

文庫本 913.6 ナ 泣くな研修医 中山祐次郎 幻冬舎 3-0500775094

913.6 ナ 棘の家 中山七里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500970478

文庫本 913.6 ニ
十津川警部赤穂・忠臣蔵の殺
意

西村京太郎 新潮社 3-0500816817

文庫本 913.6 ネ 封筒 根岸彰 文芸社 3-0500612480

913.6 ノ 龍時　０３－０４ 野沢尚 文藝春秋 3-0204050820

文庫本 913.6 ハ 我らがパラダイス 林真理子 集英社 3-0500770050

文庫本 913.6 ハ スイート・ホーム 原田マハ ポプラ社 3-0500956534

文庫本 913.6 ハ 本日は、お日柄もよく 原田マハ 徳間書店 3-0500058105

文庫本 913.6 ヒ 天空の蜂 東野圭吾 講談社 3-0198065834

文庫本 913.6 ヒ カエルの楽園 百田尚樹 新潮社 3-0500516864

文庫本 913.6 ヒ 彩の女　下 平岩弓枝 文藝春秋 3-0190535827

913.6 フ 菜の花の道 藤原緋沙子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500955437

文庫本 913.6 マ うつくしが丘の不幸の家 町田そのこ 東京創元社 3-0500963360

913.6 マ 宙（そら）ごはん 町田そのこ 小学館 3-0500969945

913.6 ミ 名もなき子 水野梓 ポプラ社 3-0500967569

913.6 ミ 子宝船 宮部みゆき ＰＨＰ研究所 3-0500969649

文庫本 913.6 ヤ
端午のとうふ　江戸人情短編
傑作選

山本一力 朝日新聞出版 3-0500957685

文庫本 913.6 ヤ 利休にたずねよ 山本兼一 ＰＨＰ研究所 3-0210073886

913.6 ヤ 高望の大刀 夜弦雅也
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500946840

913.6 ヨ 十三階の仇（ユダ） 吉川英梨 双葉社 3-0500967171

文庫本 913.6 ヨ 白い航跡　上　新装版 吉村昭 講談社 3-0209092989

文庫本 913.6 ヨ 白い航跡　下　新装版 吉村昭 講談社 3-0209092990

文庫本 913.6 ヨ 満願 米澤穂信 新潮社 3-0500508909

914 イ 捨てない生きかた 五木寛之 マガジンハウス 3-0500939226

914 キ
６０歳、ひとりを楽しむ準備
人生を大切に生きる５３のヒ
ント

岸本葉子 講談社 3-0500952747

3



文庫本 914 サ 鳥が教えてくれた空 三宮麻由子 集英社 3-0204061930

914 セ

よく生きることはよく書くこ
と
ジャーナリスト千本健一郎の
文章教室　１９８５－２０１
５

千本健一郎 静人舎 3-0500969441

914 マ 万感のおもい 万城目学 夏葉社 3-0500967637

914 ヨ 「自分」の壁 養老孟司 新潮社 3-0500171324

文庫本 916 オ レイテ戦記　下 大岡昇平 中央公論社 3-0206080726

916 カ 食べることと出すこと 頭木弘樹 医学書院 3-0500802925

文庫本 916 マ 日本の黒い霧　上　新装版 松本清張 文藝春秋 3-0204089754

923 歩道橋の魔術師 呉明益 白水社 3-0500265097

926
三つの名を持つ少女　その孤
独と愛の記憶

三毛 石風社 3-0500945386

929.5
タランタ・バブへの手紙
ナーズム・ヒクメット詩選

ナーズム・ヒク
メット

大同生命国際文化基金 3-0500952139

文庫本 931 わたしたちの登る丘
アマンダ・ゴーマ
ン

文藝春秋 3-0500965185

933 イ 充たされざる者　上 カズオ・イシグロ 中央公論社 3-0197043514

933 イ 充たされざる者　下 カズオ・イシグロ 中央公論社 3-0197043515

933 ス あの図書館の彼女たち
ジャネット・スケ
スリン・チャール
ズ

東京創元社 3-0500960773

文庫本 933 テ
死亡告示　トラブル・イン・
マインド

ジェフリー・
ディーヴァー

文藝春秋 3-0500965183

ティー
ンズ

933 ヒ
チップス先生さようなら　改
版

ヒルトン 新潮社 3-0190469601

933 ヘ
すべての月、すべての年　ル
シア・ベルリン作品集

ルシア・ベルリン 講談社 3-0500962349

936 キャッチ・アンド・キル
ローナン・ファ
ロー

文藝春秋 3-0500959294

949 印（サイン）
アーナルデュル・
インドリダソン

東京創元社 3-0500965856

文庫本 951 ランボー詩集　改版 堀口大学／訳 新潮社 3-0190325598

953 ル 異常（アノマリー）
エルヴェ・ル・テ
リエ

早川書房 3-0500940970

969 手紙　親愛なる子供たちへ
樋口了一／日本語
補足詞

角川書店 3-0209014976

976 フォンターネ山小屋の生活
パオロ・コニェッ
ティ

新潮社 3-0500947215

別置

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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情報科
学

007.6

パワポで描く！図とイラスト
ＰｏｗｅｒＰｏｉｎｔによる
教材・レポート・資料で使え
る素材の作成から動きのある
表現まで

澤崎敏文 技術評論社 3-0500963782

児童書
研究

017
どう使う？学校図書館と１人1
台端末　はじめの一歩

全国学校図書館協
議会『どう使う？
学校図書館と1人1
台端末』編集委員
会／編著

全国学校図書館協議会 3-0500969443

ティー
ンズ

019
未来のきみを変える読書術
なぜ本を読むのか？

苫野一徳 筑摩書房 3-0500907227

子育て 028

こんなとき子どもにこの本を
あなたの子育てに確かなヒン
トを与える１１７冊の絵本
第３版

下村昇 自由国民社 3-0200054958

070 新聞記者 望月衣塑子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500529983

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和４年３
月号

毎日新聞社 3-0500964630

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和４
年３月号

日本経済新聞社 3-0500964632

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和４
年４月号

日本経済新聞社 3-0500970962

文庫本 130
哲学のきほん　七日間の特別
講義

ゲルハルト・エル
ンスト

早川書房 3-0500468494

文庫本 135 いまこそ、希望を サルトル 光文社 3-0500662031

141
何でもないことで心が疲れる
人のための本　「隠れ内向」
とつきあう心理学

榎本博明
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500914965

150
新しい道徳　「いいことをす
ると気持ちがいい」のはなぜ
か

北野武 幻冬舎 3-0500304144

159
まだ間に合う　元駐米大使の
置き土産

藤崎一郎 講談社 3-0500944154

182
日本仏教史入門　釈迦の教え
から新宗教まで

松尾剛次 平凡社 3-0500944017

188.7 親鸞と道元 平岡聡 新潮社 3-0500944504

188.7
真宗と現代葬儀　「葬儀」と
「死」のゆくえ

蒲池勢至 法藏館 3-0500935567

209
世界滅亡国家史　消えた４８
か国で学ぶ世界史

ギデオン・デ
フォー

サンマーク出版 3-0500957255

210 世界遺産の日本史 佐藤信／編 筑摩書房 3-0500965610

210.3 古代史入門事典 武光誠 東京堂出版 3-0500947265

210.4 一冊でわかる室町時代 大石学／監修 河出書房新社 3-0500962934

219
ドキュメント<アメリカ世
（ゆー）>の沖縄

宮城修 岩波書店 3-0500953909

222 思考と行動の中国史 竹内康浩 山川出版社 3-0500953701

230 十字軍全史 ダン・ジョーンズ 河出書房新社 3-0500955278
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238
物語ウクライナの歴史　ヨー
ロッパ最後の大国

黒川祐次 中央公論新社 3-0202052346

外国語 253
Ｔｈｅ　ｃｏｍｍａｎｄｅｒ
ｓ

Ｂｏｂ　Ｗｏｏｄ
ｗａｒｄ．

Ｓｉｍｏｎ＆Ｓｃｈｕ
ｓｔｅｒ

3-0193075234

285
世界を変えた３１人の人生の
講義

デイヴィッド
Ｍ．ルーベンシュ
タイン

文響社 3-0500965579

文庫本 288
源氏の血脈　武家の棟梁への
道

野口実 講談社 3-0500950299

289 オ
大村益次郎　全国を以て一大
刀と為す

竹本知行 ミネルヴァ書房 3-0500950316

289 シ
経営者交代　ロッテ創業者は
なぜ失敗したのか

松崎隆司 ダイヤモンド社 3-0500940948

289 タ
「オードリー・タン」の誕生
だれも取り残さない台湾の天
才ＩＴ相

石崎洋司 講談社 3-0500960762

289 マ

女帝そして母、マリア・テレ
ジア　ハプスブルク帝国の繁
栄を築いたマリー・アントワ
ネット

エリザベート・バ
ダンテール

原書房 3-0500961429

290
読むだけで世界地図が頭に入
る本　世界２１２の国と地域
が２時間でわかる

井田仁康／編著 ダイヤモンド社 3-0500957713

地図 290 世界大地図帳　８訂版 梅棹忠夫／監修 平凡社 3-0500793327

地図 291 日本分県大地図　３訂版 平凡社／編 平凡社 3-0500901711

291.3
歴史と地理がいっきにわかる
東京２３区大全　＋多摩・島
しょ地域３９市町村

伊藤賀一 ＳＢクリエイティブ 3-0500949025

291.3
湘南ハイク　鎌倉・逗子・葉
山・横須賀・三浦の山と海歩
き　新版

山と溪谷社 3-0500952815

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　川崎市高
津区　２０２１１１

ゼンリン 3-0500933734

291.3
横浜ＬＯＶＥ　Ｗａｌｋｅｒ
２０２２

角川アスキー総合研究
所

3-0500954811

291.6 奈良・大和路　第１１版 実業之日本社 3-0500957393

別置

302.1
不思議の国ニッポン　海外メ
ディアは見た

クーリエ・ジャポ
ン／編

講談社 3-0500944473

302.1
日本でわたしも考えた　イン
ド人ジャーナリストが体感し
た禅とトイレと温泉と

パーラヴィ・アイ
ヤール

白水社 3-0500947966

304
「知の巨人」が暴く世界の常
識はウソばかり

副島隆彦 ビジネス社 3-0500941183

304 希望のつくり方 玄田有史 岩波書店 3-0210077410

311 ホッブズ　リヴァイアサン 梅田百合香 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500943974

311
ポリコレの正体　「多様性尊
重」「言葉狩り」の先にある
ものは

福田ますみ 方丈社 3-0500925096

記号

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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312.1
検証安倍政権　保守とリアリ
ズムの政治

アジア・パシ
フィック・イニシ
アティブ

文藝春秋 3-0500937660

312.1 官邸は今日も間違える 千正康裕 新潮社 3-0500930885

312.1 首相官邸の２８００日 長谷川榮一 新潮社 3-0500952283

312.8
日本の総理大臣大全　伊藤博
文から岸田文雄まで１０１代
で学ぶ近現代史

八幡和郎 プレジデント社 3-0500939004

ティー
ンズ

312.9
１３歳からの地政学　カイゾ
クとの地球儀航海

田中孝幸 東洋経済新報社 3-0500946818

316
子どもと楽しむ雑草ブーケ＆
室内飾り　お散歩で見つけた
草花でつくる

へんみゆかり いかだ社 3-0500949957

316
あなたのルーツを教えて下さ
い

安田菜津紀／文・
写真

左右社 3-0500945031

318.6
東洋経済ＩＮＮＯＶＡＴＩＶ
Ｅ　ＳＤＧｓに取り組む自治
体特集

東洋経済新報社 3-0500849984

319.1 永田町中国代理人 長尾たかし 産経新聞出版 3-0500951936

320 重要判例解説　令和３年度 有斐閣 3-0500959886

ティー
ンズ

321
法は君のためにある　みんな
とうまく生きるには？

小貫篤 筑摩書房 3-0500916485

324
大人になるってどういうこ
と？　みんなで考えよう１８
歳成人

神内聡 くもん出版 3-0500938942

327 破産法・民事再生法　第５版 伊藤眞 有斐閣 3-0500956558

332.1
２０２５年日本経済再生戦略
国にも組織にも頼らない力が
日本を救う

成毛眞 ＳＢクリエイティブ 3-0500964665

335
ストーリーでわかる！法務部
の仕事１２か月

出澤秀二 学陽書房 3-0500940327

335.1
ＥＳＧがよくわかる本　企業
経営の必須知識

森尚樹 秀和システム 3-0500959337

336
ゼロからわかるファイナンス
思考　働く人と会社の成長戦
略

朝倉祐介 講談社 3-0500961501

336
エフォートレス思考　努力を
最小化して成果を最大化する

グレッグ・マ
キューン

かんき出版 3-0500927867

336.1 イノベーションの普及
エベレット・ロ
ジャーズ

翔泳社 3-0207075097

336.1
社内プレゼンの資料作成術
完全版

前田鎌利 ダイヤモンド社 3-0500956024

336.4
職場に活かすＴＡ実践ワーク
人材育成、企業研修のための
２５のワーク

畔柳修 金子書房 3-0212031330

336.9
経理業務の基本　この1冊です
べてわかる

小島孝子 日本実業出版社 3-0500937790

336.9
財務会計・入門　企業活動を
描き出す会計情報とその活用
法　第１５版

桜井久勝 有斐閣 3-0500951539

338 教養としての金融危機 宮崎成人 講談社 3-0500937657
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338
世界一わかりやすい図解金融
用語

石原敬子 秀和システム 3-0500951934

338

“投資信託・ファンドラッ
プ・債権・株”損をする本当
の理由と賢い選び方　証券会
社出身者が教える資産運用の
真実

友田行洋 産経新聞出版 3-0500906563

338 お金の未来 山本康正 講談社 3-0500968054

361.3
元ＦＢＩ捜査官が教える「情
報を引き出す」方法

ジャック・シェー
ファー

東洋経済新報社 3-0500944627

361.4
なぜ人に会うのはつらいのか
メンタルをすり減らさない３
８のヒント

斎藤環 中央公論新社 3-0500934599

361.4
報道しない自由　「見えない
東京の壁」とマスメディアの
終焉

西村幸祐 ワニ・プラス 3-0500945963

361.9
ランキング　私たちはなぜ順
位が気になるのか？

ぺーテル・エール
ディ

日本評論社 3-0500840773

366.8
お隣は外国人　北海道で働
く、暮らす

「お隣は外国人」
編集委員会／編

北海道新聞社 3-0500944143

367.3
ＤＶにさらされる子どもたち
親としての加害者が家族機能
に及ぼす影響　新訳版

ランディ・バンク
ロフト

金剛出版 3-0500937492

367.6
虐待リスク　構築される子育
て標準家族

上野加代子 生活書院 3-0500940956

367.7
定年後の遊び方　心理学から
のアプローチ

赤井誠生 毎日新聞出版 3-0500945961

367.7 老～い、どん！　２ 樋口恵子 婦人之友社 3-0500962612

368
常識として知っておきたい裏
社会

懲役太郎 彩図社 3-0500955361

368
ルポ座間９人殺害事件　被害
者はなぜ引き寄せられたのか

渋井哲也 光文社 3-0500937002

369.2
弱った親と自分を守るお金と
おトクなサービス超入門
知ットク介護

安藤なつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500946790

369.3 東京大空襲の戦後史 栗原俊雄 岩波書店 3-0500946214

369.3

防災アプリ特務機関ＮＥＲＶ
最強の災害情報インフラをつ
くったホワイトハッカーの１
０年

川口穣 平凡社 3-0500946821

369.3
最期の声　ドキュメント災害
関連死

山川徹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500943970

369.7
ボランティアと有償ボラン
ティア

安立清史 弦書房 3-0500941946

374 政治学者、ＰＴＡ会長になる 岡田憲治 毎日新聞出版 3-0500945962

375
東洋経済ＡＣＡＤＥＭＩＣ
ＳＤＧｓに取り組む小・中・
高校特集

東洋経済新報社 3-0500800936

375
東洋経済ＡＣＡＤＥＭＩＣ
ＳＤＧｓに取り組む小・中・
高校特集　Ｖｏｌ．２

東洋経済新報社 3-0500900327

ティー
ンズ

375
１００年無敵の勉強法　何の
ために学ぶのか？

鎌田浩毅 筑摩書房 3-0500907226
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376.1 にほんのわらべうた　４ 近藤信子 福音館書店 3-0201024075

376.1
記入に役立つ！５歳児の指導
計画　第２版

横山洋子／編著 ナツメ社 3-0500563949

378
インクルーシブ保育論　第２
版

伊丹昌一／編著 ミネルヴァ書房 3-0500937115

378
場面緘黙支援入門　幼稚園や
学校で話せない子どものため
の

園山繁樹 学苑社 3-0500940913

380 民俗学入門 菊地暁 岩波書店 3-0500938860

383.6
<洗う>文化史　「きれい」と
は何か

国立歴史民俗博物
館／編

吉川弘文館 3-0500943173

383.8
世界の発酵食をフィールド
ワークする

横山智／編著 農山漁村文化協会 3-0500940383

383.8 西アジア・シリア食文化論 平田昌弘 農山漁村文化協会 3-0500965898

386
日本の祭り　[２０２０～２１
年版]

日本の祭りネット
ワーク／監修

日本の祭りネットワー
ク

3-0500862103

386 花と日本人 桜井満 雄山閣出版 3-0194051484

386 祭 小川直之／監修
パイインターナショナ
ル

3-0500938702

388 図説日本妖怪史 香川雅信 河出書房新社 3-0500939475

389
ＡＮＴＨＲＯ　ＶＩＳＩＯＮ
人類学的思考で視るビジネス
と世界

ジリアン・テット
日経ＢＰ日本経済新聞
出版本部

3-0500939165

391 インテリジェンス用語事典 川上高司／監修 並木書房 3-0500944557

別置

404 科学のトリセツ 元村有希子 毎日新聞出版 3-0500956382

410
教養としての「数学１・Ａ」
論理的思考力を最短で手に入
れる

永野裕之 ＮＨＫ出版 3-0500958077

410
屈辱の数学史　Ａ　ＣＯＭＥ
ＤＹ　ＯＦ　ＭＡＴＨＳ　Ｅ
ＲＲＯＲＳ

マット・パーカー 山と渓谷社 3-0500951525

420
宇宙を支配する「定数」万有
引力定数から光速、プランク
定数まで

臼田孝 講談社 3-0500944501

443
なぜ宇宙は存在するのか　は
じめての現代宇宙論

野村泰紀 講談社 3-0500959949

453 地震と火山と防災のはなし 楠城一嘉／編著 成山堂書店 3-0500954897

467
遺伝子とは何か？　現代生命
科学の新たな謎

中屋敷均 講談社 3-0500959950

470
やけに植物に詳しい僕の街の
スキマ植物図鑑

瀬尾一樹 大和書房 3-0500839105

480
いただきますの水族館　北の
大地の水族館で学ぶ「いの
ち」のつながり

中村元 瀬戸内人 3-0500509681

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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490 人はどう死ぬのか 久坂部羊 講談社 3-0500952268

493.6
ウルトラ図解骨粗鬆症　いつ
までも丈夫な骨でいられるた
めに

竹内靖博／監修 法研 3-0500960020

493.7 アルツハイマー征服 下山進 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500844428

493.7
すぐに忘れてしまう自分が怖
くなったら読む本　認知症を
予防・克服する新習慣！

浦上克哉／監修 徳間書店 3-0500955704

493.8

今だから知りたい新型コロナ
ウィルス感染症治療薬　薬の
登場でパンデミックは収まる
のか？

中西貴之 技術評論社 3-0500954572

493.8
ゲノムに聞け　最先端のウイ
ルスとワクチンの科学

中村祐輔 文藝春秋 3-0500952718

496
黄斑変性・浮腫で失明しない
ために　わかりやすい最新治
療　改訂新版

平松類 時事通信出版局 3-0500952100

カウン
ター

498.1 病院の実力　２０２２総合編
読売新聞医療部／
編

読売新聞東京本社 3-0500948269

498.3
タキミカ体操　日本最高イン
ストラクターの「心まで若返
る」生き方レッスン

瀧島未香 サンマーク出版 3-0500928157

498.3 スタンフォードの眠れる教室 西野精治 幻冬舎 3-0500959669

498.6
マンガでよくわかる新型コロ
ナの読むワクチン

西村秀一 幻冬舎 3-0500947965

501 デザイン物産展ニッポン 美術出版社 3-0208064239

501
コレぜ～んぶＵＤなんで
す！！

伊藤順子
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500948427

519
環境経済学　『沈黙の春』か
ら気候変動まで

スティーヴン・ス
ミス

白水社 3-0500934109

519.8
絶滅危惧種はそこにいる　身
近な生物保全の最前線

久保田潤一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500942821

526
いつかは訪れたい美しき世界
の寺院・神殿

マイケル・ケリガ
ン

日経ナショナルジオグ
ラフィック社

3-0500961820

527
図解版安くて小さい家を建て
る方法のすべてがわかる本

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500959972

情報科
学

547.4 迷惑メール白書　２０２１
迷惑メール対策推
進協議会／編

迷惑メール対策推進協
議会

3-0500916664

ティー
ンズ

548
１０代と考える「スマホ」
ネット・ゲームとかしこくつ
きあう

竹内和雄 岩波書店 3-0500944145

ティー
ンズ

588
ＳＤＧｓ時代の食べ方　世界
が飢えるのはなぜ？

井出留美 筑摩書房 3-0500916486

589 アパレルに未来はある 川島蓉子 日経ＢＰ 3-0500928301

別置

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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590
みんなの持たない暮らし日記
シンプル衣食住を楽しむ秘
訣。

ＳＥ編集部／編 翔泳社 3-0500371529

591
超図解お金再入門　キホンか
ら新常識までまわかり！

伊藤亮太／監修 ＰＨＰ研究所 3-0500953323

592
重曹・酢・石けんでナチュラ
ルおそうじ　家じゅうキレ
イ！

佐光紀子 扶桑社 3-0204078768

593.3 リネンとコットンで作る服 坂内鏡子 日本放送出版協会 3-0209017708

593.3
大人のかわいいワンピース＆
スカート

こうの早苗 ＮＨＫ出版 3-0211003226

593.3
すっきり見えてゆったり着ら
れる大人服

藤塚未紀 日本ヴォーグ社 3-0500769981

593.3

縫いながら覚えられるホーム
ソーイング基礎ＢＯＯＫ　Ｍ
ａｙ　Ｍｅスタイル　増補改
訂版

伊藤みちよ 日本ヴォーグ社 3-0500954047

593.8
服育のすすめ　子どもが自分
で“合う”服を選べるように
なる

安積陽子 ＷＡＶＥ出版 3-0500952862

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　５
（ｎｏ．１６２）

主婦と生活社 3-0500957853

594.2

クロスステッチの童話刺しゅ
う　赤ずきん　親指姫　ヘン
ゼルとグレーテル　赤毛のア
ン

オノエメグミ アップルミンツ 3-0500604100

594.2
クロスステッチ英国スタイル
クラシックな刺しゅうの小品
集

笹尾多恵 日本ヴォーグ社 3-0500343961

595 はじめてのやせ筋トレ とがわ愛 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500654931

596
茶呑みめし　むりなく、むだ
なく、きげんよく食と暮らし
の８８話

大原千鶴 文藝春秋 3-0500946766

596 沢村貞子の献立日記
高橋みどり／ほか
著

新潮社 3-0212068646

子育て 596
絵本の中の幸せスープレシピ
大好きな絵本から飛び出し
た、魔法のスープたち３５

東條真千子 辰巳出版 3-0208092609

596.3
粉寒天でヘルシーレシピ　決
定版！

日本放送出版協会
／編

日本放送出版協会 3-0206051566

596.3
元気が出る野菜炒め　家にあ
るものでぱぱっと作れる最強
の健康おかず！

牛尾理恵 主婦と生活社 3-0500952359

596.4
つくる人も、食べる人も幸せ
なおべんとう

足立洋子 婦人之友社 3-0500950412

597
収め、納める。すっきり片づ
く、きれいが続く収納

川上ユキ 世界文化社 3-0212010738

611 エシカルフード 山本謙治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500950253

617
「生活の木」の暮らしのハー
ブ３６５日　育てる・食べ
る・飾る

生活の木メディカ
ルハーブガーデン
薬香草園／監修

家の光協会 3-0500951530

625
カラー図鑑果物の秘密　利用
法・効能・歴史・伝承

ジル・デイヴィー
ズ

西村書店東京出版編集
部

3-0500951205
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627
花を育ててみたいのですが。
枯らさないコツ、花屋が教え
ます

花福こざる 家の光協会 3-0500951527

629
簡単ＤＩＹでできる花壇と寄
せ植え　はじめてでも１日で
完成！

井上まゆ美 主婦の友社 3-0500947323

636 桑の文化誌
ピーター・コール
ズ

原書房 3-0500952837

645
ほとんどネコのこと　岩合さ
んの月曜日

岩合光昭 クレヴィス 3-0500947269

673

コールセンターもしもし日記
ご意見ご要望、クレーム、恫
喝・・・反論せずにお聞きし
ます

吉川徹 三五館シンシャ 3-0500952924

別置

文庫本 704
今日の芸術　時代を創造する
ものは誰か

岡本太郎 光文社 3-0199014187

723
戦慄の絵画史　西洋美術で味
わう、知的恐怖の物語

岡部昌幸／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500940874

723
言葉にする前のそのまま　三
重野慶画集

三重野慶 芸術新聞社 3-0500929466

723
もっと知りたいミロ　生涯と
作品

松田健児 東京美術 3-0500944226

724
アクリル画バイブル　画材・
色・表現技法のすべてがわか
る

マリリン・スコッ
ト

マール社 3-0500951228

725
『黒板アート』のアイデア事
典　<素材集め>から<制作>ま
でバッチリ！

小野大輔 明治図書出版 3-0500948410

726 大邱の夜、ソウルの夜 ソンアラム／作 ころから 3-0500948867

726 魔笛
ミヒャエル・ゾー
ヴァ／画

講談社 3-0202039632

726 横山光輝で読む三国志 渡邉義浩 潮出版社 3-0500948040

748 夕暮れ東京 鷹野晃 淡交社 3-0207064473

756
名刀にあえる美術館・博物
館・神社　国宝・重要文化財
級の名刀鑑賞を楽しもう

「刀剣ファン」編
集部

天夢人 3-0500952818

760
＜ＣＤ付＞クラシックＢＯＯ
Ｋ　この一冊で読んで聴いて
１０倍楽しめる！

飯尾洋一 三笠書房 3-0500940919

778
映画はいつも「眺めのいい部
屋」政治学者のシネマ・エッ
セイ

村田晃嗣 ミネルヴァ書房 3-0500955262

779
明治維新と噺家たち　江戸か
ら東京への変転の中で

柏木新 本の泉社 3-0500945474

780
スポーツパフォーマンスと視
覚　競技力と眼の関係を理解
する

日本スポーツ視覚
研究会／編

ナップ 3-0500722271

783.4 運命のタックル 荒川慶 幻冬舎 3-0500955593

文庫本 789
心を静める　大事な場面で実
力を１２０％発揮する方法

藤平信一 幻冬舎 3-0212027594

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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801
おしゃべりな脳の研究　内
言・聴声・対話的思考

チャールズ・ファ
ニーハフ

みすず書房 3-0500957251

810 うまれることば、しぬことば 酒井順子 集英社 3-0500946947

817
世界のいまを知り未来をつく
る評論文読書案内　高校生か
ら大人の学び直しまで

小池陽慈 晶文社 3-0500950768

821
漢字の音　中国から日本、古
代から現代へ

落合淳思 東方書店 3-0500939981

830 英語の新常識 杉田敏
集英社インターナショ
ナル

3-0500942213

835
真・英文法大全　７００万人
を教えた著者が英語の核心を
伝える

関正生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500955647

別置

郷土青
葉

740
視る装置１９～２０世紀のカ
メラの変遷　横浜市所蔵カメ
ラ・写真コレクション展

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

3-0500947868

郷土青
葉

748
中井菜央　雪の刻　あざみ野
フォト・アニュアル

中井菜央／写真
横浜市民ギャラリーあ
ざみ野

3-0500947869

郷土 213
横浜市史資料室紀要　第１２
号

横浜市ふるさと歴
史財団近現代歴史
資料課市史資料室
担当

横浜市資料室 3-0500962472

郷土 314
選挙のあゆみ　第３２集（令
和３年）

横浜市選挙管理委
員会事務局／編

横浜市選挙管理委員会
事務局

3-0500959852

郷土 318
南区区民生活マップ［令和４
年度］

横浜市南区区政推
進課／編

横浜市南区区政推進課 3-0500955867

郷土 318
みどり区区民生活・防災マッ
プ[令和４年３月]

横浜市緑区役所／
編

横浜市緑区役所 3-0500958699

郷土 349
横浜市市税関係冷機　令和４
年１月

横浜市財政局主税
部税制課／編

横浜市財政局主税部財
政課

3-0500958673

郷土 351
金沢区統計要覧　２０２１－
２０２２

横浜市金沢区役所
総務課／編

横浜市金沢区役所総務
課

3-0500955869

郷土 351
西区っていいね！令和４年
（２０２２年）版　データで
みる西区

横浜市西区役所総
務課／編

横浜市西区役所総務課 3-0500958697

郷土 351
データブック港南　令和３年
度

港南区総務部総務
課統計選挙係／編

港南区総務部総務課統
計選挙係

3-0500958731

郷土 358
横浜市の人口　令和３年中の
人口動態と令和４年１月１日
現在の年齢別人口

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

3-0500959540

郷土 364
国民健康保険ガイドブック
令和４年度

横浜市健康福祉局
生活福祉部保険年
金課／編

横浜市健康福祉局生活
福祉部保険年金課

3-0500953136

郷土 367.1
第５次横浜市男女共同参画行
動計画２０２１－２０２５

横浜市政策局男女
共同参画推進課／
編

横浜市政策局男女共同
参画推進課

3-0500882570

郷土 494

現役世代のためのがん防災マ
ニュアル　横浜市版　「が
ん」は誰にでも突然やってく
る災害のようなもの！　保存
版

押川勝太郎／監修 がんと働く応援団 3-0500943365

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 518.1 横浜の水道　２０２２
横浜市水道局広報
課／編

横浜市水道局広報課 3-0500959851

郷土 518.8

郊外住宅地の再生とエリアマ
ネジメント　団地をタネにま
ちをつなぐ横浜・洋光台の実
践

洋光台エリア会議
／編著

学芸出版社 3-0500956933

郷土 519.8
横浜の環境　２０２１年版
横浜市環境管理計画年次報告
書

横浜市環境創造局
政策課／編

横浜市環境創造局政策
課

3-0500953142

「あたらしく入った本」7月号は、令和4年6月から同年7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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