
別置 記号

902
ＳＦが読みたい！　２０
２２年版

ＳＦマガジン編
集部／編

早川書房 3-0500943455

910 オ

折口信夫「まれびと」の
発見　おもてなしの日本
文化はどこから来たの
か？

上野誠 幻冬舎 3-0500963264

910 モ 森鴎外 海堂尊 筑摩書房 3-0500957962

911.3 角川　俳句大歳時記　夏
茨木和生／編集
委員

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500970682

文庫本 913.4 平家物語　全訳注　１ 杉本圭三郎 講談社 3-0500478755

913.6 ア 俺ではない炎上 朝倉秋成 双葉社 3-0500967172

913.6 ア ラブカは静かに弓を持つ 安壇美緒 集英社 3-0500964333

913.6 イ 禁猟区 石田衣良 集英社 3-0500976400

913.6 ウ
紙鑑定士の事件ファイル
〔２〕

歌田年 宝島社 3-0500949685

913.6 エ
影に対して　母をめぐる
物語

遠藤周作 新潮社 3-0500825522

913.6 オ 晩秋行 大沢在昌 双葉社 3-0500975847

文庫本 913.6 カ
南町奉行と餓舎髑髏　耳
袋秘帖

風野真知雄 文藝春秋 3-0500972124

文庫本 913.6 キ 姑獲鳥の夏 京極夏彦 講談社 3-0198052420

文庫本 913.6 キ 柔らかな頬（ほほ）　上 桐野夏生 文藝春秋 3-0204089746

913.6 コ 任侠楽団 今野敏 中央公論新社 3-0500975500

文庫本 913.6 サ
八丁越　新・酔いどれ小
籐次　２４

佐伯泰英 文藝春秋 3-0500978748

文庫本 913.6 サ
浮世小路の姉妹　文庫書
下ろし／長編時代小説

佐伯泰英 光文社 3-0500973551

913.6 シ
神様の果物　江戸菓子舗
照月堂

篠綾子 角川春樹事務所 3-0500891888

文庫本 913.6 シ 星合の空　代筆屋おいち 篠綾子 角川春樹事務所 3-0500398164

文庫本 913.6 シ 恋し撫子　代筆屋おいち 篠綾子 角川春樹事務所 3-0500339273

文庫本 913.6 シ
あんの信じるもの　お勝
手のあん　６

柴田よしき 角川春樹事務所 3-0500974270

文庫本 913.6 ス 小隊 砂川文次 文藝春秋 3-0500965176

913.6 セ 掬えば手には 瀬尾まい子 講談社 3-0500979423

文　学

あたらしく入った本
2022年8月

電話045(901)1225

（NDC900-999）
ラベルの記号

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号
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913.6 セ おんなの女房 蝉谷めぐ実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500939561

文庫本 913.6 ツ 春風譜 辻堂魁 祥伝社 3-0500972882

913.6 ツ
馬鹿みたいな話！　昭和
３６年のミステリ

辻真先 東京創元社 3-0500970462

913.6 ト ０　ＺＥＲＯ 堂場瞬一 河出書房新社 3-0500943884

913.6 ト 鷹の系譜 堂場瞬一 講談社 3-0500975910

913.6 ナ 女人入眼 永井紗耶子 中央公論新社 3-0500957644

913.6 ナ オリーブの実るころ 中島京子 講談社 3-0500975919

913.6 ハ 八月の母 早見和真 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500956496

913.6 ハ
横浜大戦争　川崎・町田
編

蜂須賀敬明 文藝春秋 3-0500962327

913.6 ヒ 天国からの宅配便 柊サナカ 双葉社 3-0500944021

913.6 ヒ スクイッド荘の殺人 東川篤哉 光文社 3-0500961112

913.6 フ 両手にトカレフ
ブレイディみか
こ

ポプラ社 3-0500972675

913.6 フ 団地のふたり 藤野千夜 Ｕ－ＮＥＸＴ 3-0500955692

ティーン
ズ 913.6 ホ 悪魔のいる天国 星新一 新潮社 3-0500198619

913.6 マ 墜落 真山仁 文藝春秋 3-0500977152

文庫本 913.6 ミ
カエルの小指　ａ　ｍｕ
ｒｄｅｒ　ｏｆ　ｃｒｏ
ｗｓ

道尾秀介 講談社 3-0500943427

文庫本 913.6 ミ 本所深川ふしぎ草紙 宮部みゆき 新潮社 3-0195048630

913.6 ム 信仰 村田沙耶香 文藝春秋 3-0500972941

913.6 ム 星屑 村山由佳 幻冬舎 3-0500979400

913.6 モ これはただの夏 燃え殻 新潮社 3-0500895272

文庫本 913.6 ヤ 大地の子　２ 山崎豊子 文藝春秋 3-0194001726

914 マ 違和感ワンダーランド 松尾貴史 毎日新聞出版 3-0500937704

923 複眼人 呉明益 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500866801

929.1 大丈夫な人 カンファギル 白水社 3-0500970803

外国語 933 Ｙ Ｔｏ　ｐａｒａｄｉｓｅ
Ｈａｎｙａ　Ｙ
ａｎａｇｉｈａ
ｒａ

Ｄｏｕｂｌｅｄａｙ 3-0500973069

933 テ ファイナル・ツイスト
ジェフリー・
ディーヴァー

文藝春秋 3-0500977414

933 ト かくも甘き果実
モニク・トゥル
ン

集英社 3-0500957228

文庫本 933 ノ テメレア戦記　２〔下〕
ナオミ・ノヴィ
ク／作

静山社 3-0500942625
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933 フ 最後の大君
スコット・
フィッツジェラ
ルド

中央公論新社 3-0500957643

933 リ もう行かなくては イーユン・リー 河出書房新社 3-0500967741

953 フ 夜の少年
ローラン・プ
ティマンジャン

早川書房 3-0500969299

954
ベイルート９６１時間
とそれに伴う３２１皿の
料理

関口涼子 講談社 3-0500963321

963 リャマサーレス短篇集
フリオ・リャマ
サーレス

河出書房新社 3-0500970342

983 万物は流転する
ワシーリー・グ
ロスマン

みすず書房 3-0500974821

別置 記号

ティーン
ズ 002

大学の学部・学科が一番
よくわかる本

四谷学院進学指
導部／編著

アーク出版 3-0500908632

007.3

テクノロジーが予測する
未来　ｗｅｂ３、メタ
バース、ＮＦＴで世界は
こうなる

伊藤穰一 ＳＢクリエイティブ 3-0500972407

情報科学 007.6

世界一わかりやすいパソ
コン入門テキスト　ベテ
ラン講師がつくりました
オールカラー

川上恭子 技術評論社 3-0500959752

014
『日本目録規則２０１８
年版』入門

木村麻衣子／編
著

日本図書館協会 3-0500940473

019 本屋大賞　２０２２
本の雑誌編集部
／編

本の雑誌社 3-0500957983

児童書研
究 019

この本読んで！　第８３
号（２０２２夏）

出版文化産業振興財
団

3-0500971916

020 図説本の歴史 樺山紘一／編 河出書房新社 3-0500962550

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和４年５月号

日本経済新聞社 3-0500977349

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和４
年４月号

毎日新聞社 3-0500970960

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和４
年５月号

毎日新聞社 3-0500977347

121
「新しさ」の日本思想史
進歩志向の系譜を探る

西田知己 筑摩書房 3-0500942839

124 中国倫理思想の考え方 水口拓寿 山川出版社 3-0500940828

141
他人をコントロールせず
にはいられない人

片田珠美 朝日新聞出版 3-0500929366

141

記憶はスキル　科学的研
究でわかった！人生が１
０倍楽しくなる記憶の
ルール

畔柳圭佑
クロスメディア・パ
ブリッシング

3-0500961807

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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文庫本 159 半径５メートルの野望 はあちゅう 講談社 3-0500388321

159

飯は食えるときに食って
おく寝れるときは寝る
自衛隊が教えてくれた人
生を明るく生きぬくコツ

ぱやぱやくん 育鵬社 3-0500968594

159

お金の本　死ぬまでお金
にこまらない！
これからの「お金づきあ
い」入門

ひろゆき 興陽館 3-0500965871

159

佐久間宣行のずるい仕事
術　僕はこうして会社で
消耗せずにやりたいこと
をやってきた

佐久間宣行 ダイヤモンド社 3-0500957949

159
世界の「頭のいい人」が
やっていることを１冊に
まとめてみた

中野信子 アスコム 3-0500903248

164
教科書で教えない世界神
話の中の『古事記』『日
本書紀』入門

鎌田東二 ビジネス社 3-0500971717

172
天皇の系譜と三種の神器
皇位継承のシンボル＝
鏡・玉・剣の物語

林順治 えにし書房 3-0500949867

175
地形と地理でわかる神社
仏閣の謎　カラー版

古川順弘 宝島社 3-0500950046

175
祈り方が９割　願いが叶
う神社参り入門

北川達也 ＣＯＢＯＬ 3-0500644869

202
考古学概論　初学者のた
めの基礎理論

山本孝文 ミネルヴァ書房 3-0500950076

204
歴史思考　世界史を俯瞰
して、思い込みから自分
を解放する

深井龍之介 ダイヤモンド社 3-0500956021

209
２０歳の自分に教えたい
現代史のきほん

池上彰 ＳＢクリエイティブ 3-0500964423

210 日本史を疑え 本郷和人 文藝春秋 3-0500968579

210.6
新説・明治維新　西鋭夫
講演録

西鋭夫 ダイレクト出版 3-0500599553

210.7
関口宏・保阪正康のもう
一度！近現代史帝国日本
の過ち

関口宏 講談社 3-0500963695

210.7
天皇・コロナ・ポピュリ
ズム　昭和史から見る現
代日本

筒井清忠 筑摩書房 3-0500957968

213
幻想の都鎌倉　都市とし
ての歴史をたどる

高橋慎一朗 光文社 3-0500967497

219
日本人として知っておき
たい琉球・沖縄史

原口泉 ＰＨＰ研究所 3-0500970740

220
民族と文明で読み解く大
アジア史

宇山卓栄 講談社 3-0500976067
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227
謎の海洋王国ディルムン
メソポタミア文明を支え
た交易国家の勃興と崩壊

安倍雅史 中央公論新社 3-0500934610

233 イギリスの歴史 君塚直隆 河出書房新社 3-0500953670

233
物語スコットランドの歴
史　イギリスのなかにあ
る「誇り高き国」

中村隆文 中央公論新社 3-0500968913

281 戦国武将、虚像と実像 呉座勇一 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500965207

288 秋篠宮 江森敬治 小学館 3-0500966143

288
皇室ＴＨＥ　ＩＭＰＥＲ
ＩＡＬ　ＦＡＭＩＬＹ
９３号（令和４年冬）

扶桑社 3-0500940681

289 イ 「私」という男の生涯 石原慎太郎 幻冬舎 3-0500975470

289 ホ
史伝北条政子　鎌倉幕府
を導いた尼将軍

山本みなみ ＮＨＫ出版 3-0500964773

289

ジェフ・ベゾス　発明と
急成長をくりかえすアマ
ゾンをいかに生み育てた
のか

ブラッド・ス
トーン

日経ＢＰ 3-0500961816

290
地球の歩き方　Ｊ　０４
（２０２３～２０２４年
版）

地球の歩き方編
集室／編集

地球の歩き方 3-0500967780

291.3 神奈川の教科書
ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500974792

291.3 るるぶ箱根　’２３
ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500967993

291.3
鎌倉　江の島・逗子・葉
山

朝日新聞出版 3-0500948944

291.3
歩いて楽しむ鎌倉　湘南
〔２０２２〕

ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500953830

別置 記号

302
わたしの心のレンズ　現
場の記憶を紡ぐ

大石芳野
集英社インターナ
ショナル

3-0500972614

302.2 はじめて出会う中国 園田茂人／編 有斐閣 3-0500954631

302.2 台湾を知るための７２章
赤松美和子／編
著

明石書店 3-0500956788

304
プーチンショック後の世
界と日本　データから真
実と未来を見抜け！

高橋洋一 徳間書店 3-0500964337

304
まだ誰も見たことのない
「未来」の話をしよう

オードリー・タ
ン／語り

ＳＢクリエイティブ 3-0500949027

304
大前研一世界の潮流２０
２２～２３スペシャル

大前研一 プレジデント社 3-0500970673

304
撤退論　歴史のパラダイ
ム転換にむけて

内田樹／編 晶文社 3-0500962998

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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314
日本の国会議員　政治改
革後の限界と可能性

濱本真輔 中央公論新社 3-0500961147

316

人種差別をしない・させ
ないための２０のレッス
ン　アンチレイシストに
なろう！

ティファニー・
ジュエル

ＤＵ　ＢＯＯＫＳ 3-0500939595

317 行政学 曽我謙悟 有斐閣 3-0500967081

317
警察官僚　０．２％未満
のキャリアの生態

古野まほろ 祥伝社 3-0500955954

319.1
危機の外交　岡本行夫自
伝

岡本行夫 新潮社 3-0500960435

319.2
ウクライナ戦争における
中国の対ロシア戦略　世
界はどう変わるのか

遠藤誉 ＰＨＰ研究所 3-0500960828

319.2
戦士たちの記録　パレス
チナに生きる

重信房子 幻冬舎 3-0500970337

319.2 恥韓の根源 シンシアリー 扶桑社 3-0500857544

319.3
ハンドブックヨーロッパ
外交史　ウェストファリ
アからブレグジットまで

岩間陽子／編著 ミネルヴァ書房 3-0500960465

319.3 プーチンの戦争
ナザレンコ・ア
ンドリー

ワック 3-0500963664

文庫本 322 徳政令　中世の法と慣習 笠松宏至 講談社 3-0500943177

323 憲法　１ 渋谷秀樹 有斐閣 3-0500954632

323 憲法　２ 渋谷秀樹 有斐閣 3-0500954923

324 物権法 秋山靖浩 日本評論社 3-0500955745

324 民法　２ 有斐閣 3-0500954550

324 新注釈民法　８
大村敦志／編集
代表

有斐閣 3-0500955019

324 民事法入門 野村豊弘 有斐閣 3-0500947675

325 基礎から学ぶ商法 小柿徳武 有斐閣 3-0500968138

326 プリズン・サークル 坂上香 岩波書店 3-0500955249

327 よくわかる　刑事訴訟法 椎橋隆幸／編著 ミネルヴァ書房 3-0500943996

327 現代の裁判 市川正人 有斐閣 3-0500957313

329
Ｑ＆Ａ外国人・留学生支
援「よろず相談」ハンド
ブック

永井弘行 セルバ出版 3-0500912990

331 池上彰の行動経済学入門 池上彰／監修 学研プラス 3-0500952000

332
来たれ、新たな社会主義
世界を読む２０１６－２
０２１

トマ・ピケティ みすず書房 3-0500960880

332.1
スタグフレーションの時
代

森永康平 宝島社 3-0500958518
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332.3 現代ヨーロッパ経済 田中素香 有斐閣 3-0500953708

335.1

そのビジネス課題、最新
の経済学で「すでに解
決」しています。　仕事
の「直感」「場当たり
的」「劣化コピー」「根
性論」を終わらせる

今井誠／編著 日経ＢＰ 3-0500962276

335.3
２１世紀中小企業論　多
様性と可能性を探る

渡辺幸男 有斐閣 3-0500954633

336.9 はじめて出会う会計学 川本淳 有斐閣 3-0500955633

336.9

フリーランスなら必ず
知っておきたいお金の不
安を解消する支援制度・
税金の知識＆ノウハウ

瀬口徹 同友館 3-0500940391

336.9
消費税＆インボイスが
ざっくりわかる本

高山弥生 税務研究会出版局 3-0500956544

336.9 新・現代会計入門 伊藤邦雄
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500952429

338 みずほ、迷走の２０年 河浪武史
日経ＢＰ日本経済新
聞出版

3-0500973723

345 もっと知りたい税のこと 財務省／〔編〕 財務省 3-0500899541

361 基礎社会学 間淵領吾／編 世界思想社 3-0500948505

361
社会学の名著５０冊が１
冊でざっと学べる

岡本裕一朗 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500960052

361.4
いじめをやめられない大
人たち

木原克直 ポプラ社 3-0500959688

361.4 フェイク 中野信子 小学館 3-0500971364

361.5

映画を早送りで観る人た
ち　ファスト映画・ネタ
バレ－コンテンツ消費の
現在形

稲田豊史 光文社 3-0500959658

361.5
新しい教養としてのポッ
プカルチャー　マンガ、
アニメ、ゲーム講義

内藤理恵子 日本実業出版社 3-0500947301

361.8 差別の日本史 塩見鮮一郎 河出書房新社 3-0500937021

364
私の老後私の年金　この
ままで大丈夫なの？教え
てください。

長尾義弘 河出書房新社 3-0500962249

364

図解いちばん親切な年金
の本　知っておきたい暮
らしのお金　２２－２３
年版
オールカラー

清水典子／監修 ナツメ社 3-0500967117

364
入門テキスト社会保障の
基礎

西村淳／編著 東洋経済新報社 3-0500957781
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366.2
キャリア理論家・心理学
者７７人の人物で学ぶ
キャリア理論

渡部昌平 福村出版 3-0500945248

ティーン
ズ 366.2 日本語教師になるには 益田美樹 ぺりかん社 3-0500930468

ティーン
ズ 366.2

青年海外協力隊員になる
には

益田美樹 ぺりかん社 3-0500839348

367.1
失敗しないためのジェン
ダー表現ガイドブック

新聞労連ジェン
ダー表現ガイド
ブック編集チー
ム

小学館 3-0500952811

367.4 不倫と正義 中野信子 新潮社 3-0500960693

367.7
最期まで在宅おひとりさ
まで機嫌よく

上野千鶴子 中央公論新社 3-0500973143

367.7
定年までに知らないとヤ
バイお金の話

岡崎充輝 彩図社 3-0500963008

369
最新介護福祉士養成講座
１

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500941620

369
最新介護福祉士養成講座
２

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500941621

369
最新介護福祉士養成講座
３

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500941622

369
最新介護福祉士養成講座
４

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500941623

369
最新介護福祉士養成講座
５

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500941624

369
最新介護福祉士養成講座
６

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500942265

369
最新介護福祉士養成講座
７

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500942266

369
最新介護福祉士養成講座
８

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500942274

369
最新介護福祉士養成講座
９

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500942275

369
最新介護福祉士養成講座
１０

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500942276

369
最新介護福祉士養成講座
１１

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500942277

369
最新介護福祉士養成講座
１２

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500942675

369
最新介護福祉士養成講座
１３

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500942676

369
最新介護福祉士養成講座
１４

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500942677

369
最新介護福祉士養成講座
１５

介護福祉士養成
講座編集委員会
／編集

中央法規出版 3-0500942678
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369.2
介護事業所・施設の選び
方が本当にわかる本　プ
ロの調査員が教える！

福岡浩 自由国民社 3-0500960497

369.2
認知症ｐｌｕｓ若年性認
知症　多職種協働で取り
組む生活支援

山川みやえ／編
集

日本看護協会出版会 3-0500957645

369.2
認知症の人を元気にする
言葉かけ・不安にさせる
言葉かけ

尾渡順子 中央法規出版 3-0500954567

369.9 マイホーム山谷 末並俊司 小学館 3-0500962964

371 よくわかる　教育心理学 中澤潤／編著 ミネルヴァ書房 3-0500951870

372
日本の教育、どうしてこ
うなった？　総点検・閉
塞３０年の教育政策

児美川孝一郎 大月書店 3-0500965273

379
子どもとつながる「お
話」の魔法

シルカ・ロー
ズ・ウエスト

ＮＨＫ出版 3-0500939274

379
独学の思考法　地頭を鍛
える「考える技術」

山野弘樹 講談社 3-0500952269

382
古代ローマの日常生活
２４の仕事と生活でたど
る１日

フィリップ・マ
ティザック

原書房 3-0500953377

383.8
アイヌのビーズ　美と祈
りの二万年

池谷和信／編 平凡社 3-0500957984

383.8
知っておきたい和食の文
化

佐藤洋一郎／編 勉誠社（制作） 3-0500942583

383.8 地球の歩き方　Ｗ１６
地球の歩き方編
集室／編集

地球の歩き方 3-0500969581

385
ドアはあけたらおさえま
しょう

ジョン・ブリッ
ジズ

サンマーク出版 3-0500964359

385
最後に「ありがとう」と
言えたなら

大森あきこ 新潮社 3-0500922566

386
有職故実から学ぶ年中行
事百科

八條忠基 淡交社 3-0500937785

カウン
ター 390 防衛年鑑　２０２２

防衛年鑑刊行会
／編

防衛メディアセン
ター

3-0500977597

396
ボマーマフィアと東京大
空襲　精密爆撃の理想は
なぜ潰えたか

マルコム・グ
ラッドウェル

光文社 3-0500969194

別置 記号

410
新体系・大学数学入門の
教科書　上

芳沢光雄 講談社 3-0500974721

410
新体系・大学数学入門の
教科書　下

芳沢光雄 講談社 3-0500974722

421
シュレーディンガー方程
式　ベクトルからはじめ
る量子力学入門

ダニエル・フラ
イシュ

岩波書店 3-0500949572

451
よくわかる高層気象の知
識　ＪＭＨ図から読み解
く

福地章 成山堂書店 3-0500964450

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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451
地球温暖化はなぜ起こる
のか　気候モデルで探る
過去・現在・未来の地球

真鍋淑郎 講談社 3-0500974723

486
かんたん識別！身近な
チョウ

森地重博 文一総合出版 3-0500969930

491 いちばんやさしい免疫学 安部良／監修 成美堂出版 3-0500954935

491 人体　病気編 ニュートンプレス 3-0500951620

493.1

運動をしなくても血糖値
がみるみる下がる食べ方
大全　北里大学北里研究
所病院糖尿病センター長
が教える

山田悟 文響社 3-0500920888

493.7
小さな町の精神科の名医
が教えるメンタルを強く
する食習慣

飯塚浩 アチーブメント出版 3-0500956103

493.8
ウイルス、パンデミッ
ク、そして免疫

アラップ・Ｋ．
チャクラボル
ティー

ニュートンプレス 3-0500943958

493.8 帯状疱疹治療大全
本田まりこ／監
修

講談社 3-0500955953

493.8
変異ウイルスとの闘い
コロナ治療薬とワクチン

黒木登志夫 中央公論新社 3-0500968915

493.9
子どものスキンケア・ヘ
アケア・フットケア

高山かおる／編
集

学研メディカル秀潤
社

3-0500964424

494

脊柱管狭窄症を自分で治
す！　手術をすすめられ
たら？手術でよくならず
再手術をすすめられた
ら？

大谷内輝夫 主婦の友社 3-0500792595

498
患者＋医師だからこそ見
えたデジタル医療現在の
実力と未来

髙尾洋之 日経ＢＰ 3-0500954117

498.1

最新医療事務のすべてが
わかる本　医療事務の仕
事と魅力を徹底紹介！
〔２０２２〕

青地記代子／監
修

日本文芸社 3-0500956872

498.3
図解すぐ眠れる！すごい
ツボ押し

中根一 ビジネス社 3-0500964723

498.5
すぐに使える！糖質量＆
カロリー事典

上村泰子／監修 新星出版社 3-0500432224

498.6
新型コロナの不安に答え
る

宮坂昌之 講談社 3-0500956742

501
トコトンやさしい　ユニ
バーサルデザインの本

宮入賢一郎 日刊工業新聞社 3-0500952861

507
最新知的財産権の基本と
実務　図解で早わかり

渡辺弘司／監修 三修社 3-0500938291

507
特許翻訳は誰でもでき
る！　プロの英訳ノウハ
ウを伝授！！

奥田百子 発明推進協会 3-0500966716

510

古代ローマ軍の土木技術
街道・水道・運河などの
建設事業をイラストで再
現

ジェラール・
クーロン

マール社 3-0500947192
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519
２０５０年の地球を予測
する　科学でわかる環境
の未来

伊勢武史 筑摩書房 3-0500935089

520

住宅営業マンぺこぺこ日
記　「今月２件５０００
万！」死にもの狂いでノ
ルマこなします

屋敷康蔵 三五館シンシャ 3-0500968605

文庫本 520
新・建築入門　思想と歴
史

隈研吾 筑摩書房 3-0500951114

520 和辻哲郎建築と風土 三嶋輝夫 筑摩書房 3-0500950296

527
近代別荘建築　歴史を繋
ぐ建物とその物語

十代田朗／監修 トゥーヴァージンズ 3-0500938645

527 新「いい家」が欲しい。 松井修三 三省堂書店／創英社 3-0500970413

527
日本でもできる！「英国
の住まい」に暮らす。

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500971312

528
決戦！株主総会　ドキュ
メントＬＩＸＩＬ死闘の
８カ月

秋場大輔 文藝春秋 3-0500972981

545
町田忍の懐かしの昭和家
電百科

町田忍 ウェッジ 3-0500967786

547.8
テレビジョンの文化史
日米は「魔法の箱」にど
んな夢を見たのか

小代有希子 明石書店 3-0500967016

情報科学 548
これ１冊でできる！ラズ
ベリー・パイ超入門

福田和宏 ソーテック社 3-0500953406

560 元素のふるさと図鑑 西山孝 化学同人 3-0500970998

別置 記号

590
私のカントリー　ナチュ
ラルな暮らしを楽しむ
ＮＯ．１１６

主婦と生活社 3-0500957134

591
１日１分読むだけで身に
つくお金大全１００

頼藤太希 自由国民社 3-0500936074

593.3

ハンドメイドのベビー服
とこもの　新生児から８
０ｃｍサイズのベビーた
ちへ

ブティック社 3-0500952668

593.3
フレンチテイストな子ど
も服　男の子と女の子の
日常着＆おしゃれ着

月田ゆい 文化学園文化出版局 3-0500973246

593.3
使い勝手のいい、エプロ
ンと小物

加藤容子 ブティック社 3-0500821991

593.3
上質なリネンで作るウェ
ディングドレス＆ゲスト
ドレス

香田あおい 文化学園文化出版局 3-0500872946

593.3
大人もときめく愛され服
Ｌｏｖｅｌｙ　ＤＲＥＳ
Ｓ

山口智美 文化学園文化出版局 3-0500975191

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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594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ
７（ｎｏ．１６３）

主婦と生活社 3-0500973790

594
サイズが選べる犬のコー
ト　小型犬から超大型犬
まで

水野佳子 文化学園文化出版局 3-0500954586

594.3

かぎ針で編む人気こもの
決定版
一年中使える、かわいい
アイテムが満載！
全部で６３Ｉｔｅｍｓ

朝日新聞出版／
編著

朝日新聞出版 3-0500954629

594.3

セットで楽しむかぎ針編
みエコアンダリヤで編む
おしゃれな子供の帽子＆
バッグ　ｆｏｒ　ｂｏｙ
ｓ　ａｎｄ　ｇｉｒｌｓ
３～６才

アップルミンツ（Ｅ
＆Ｇクリエイツ）

3-0500963341

594.3
メリヤスこま編みで編む
こもの　しっかり編み地
のかぎ針編み！

アップルミンツ（Ｅ
＆Ｇクリエイツ）

3-0500955672

594.3

憧れのパイナップル模様
とモチーフつなぎのレー
ス　ドイリーからテーブ
ルクロスまでじっくり時
間をかけて編むレース

日本ヴォーグ社 3-0500973214

594.9
ＰＰバンドでつくる大人
のかご・バッグ

松田裕美 学研プラス 3-0500971638

594.9
はじめてでも作れるビー
ズ＆パールのアクセサ
リー

ブティック社 3-0500965050

596
ストウブはじめまして
無水調理で驚きのレシピ
革命！

大橋由香 家の光協会 3-0500590073

596
もっとストウブはじめま
して　ラクしておいしい
１品晩ごはん

大橋由香 家の光協会 3-0500968102

596
志麻さんのサクッと作れ
る極上おつまみ

タサン志麻 マガジンハウス 3-0500969294

596
心とからだが元気になる
鉄分レシピ

小田真規子
ＰＨＰエディター
ズ・グループ

3-0500953325

596 炊飯器でラクチンレシピ 阪下千恵
ワン・パブリッシン
グ

3-0500963353

596.2

世界一美味しい「プロの
手抜き和食」安部ごはん
ベスト１０２レシピ
「食品のプロ」が１５年
かけて考案！「魔法の調
味料」で本気の時短！し
かも無添加１０２品！

安部司 東洋経済新報社 3-0500902405

596.3
ぬか床づくり　２００年
続く伝統の味と発酵の技

下田敏子 家の光協会 3-0500951528

596.4
楽しく作って毎日おいし
いこどものおべんとう

野上優佳子 成美堂出版 3-0500943166
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596.4
朝ラク！スポーツ部活弁
当　強い体を食べて作
る！

上島亜紀／料理 学研プラス 3-0500940916

596.6

かわいいハートマカロン
で楽しむ和風ケーキ１２
か月　豊富な写真で作り
方を丁寧に解説

日野出恭子 誠文堂新光社 3-0500959001

596.6
本格パン作り大全　プロ
級のパンが家庭で焼ける

松尾美香 世界文化ブックス 3-0500961176

596.7

おうちで楽しむティー＆
フードペアリングＬＥＳ
ＳＯＮ　いちばん美味し
く頂くマリアージュの
ルール

安達由香里／監
修

メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500970400

596.9

８５歳現役、暮らしの中
心は台所　生活道具の使
い手として考えた、老い
た身にちょうどいい生き
方と道具たち

髙森寛子 小学館 3-0500973928

616
エダマメ　インゲン
ラッカセイ　ソラマメ
エンドウ

藤田智 ＮＨＫ出版 3-0500951930

文庫本 617
スパイス戦争　大航海時
代の冒険者たち

ジャイルズ・ミ
ルトン

筑摩書房 3-0500958865

625
ラズベリー　ブラックベ
リー

國武久登 ＮＨＫ出版 3-0500944327

626
夫婦で１からはじめる家
庭菜園　２人で楽しくお
いしく野菜作り

福田俊／監修 ブティック社 3-0500954803

参考書 627
ボタニカルアートで楽し
む花の博物図鑑

土橋豊 淡交社 3-0500942989

629 庭は私の秘密基地 銀色夏生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500939944

657 森と木と建築の日本史 海野聡 岩波書店 3-0500962500

657
農家が教える竹やぶ減ら
し　かしこく切って、
じゃんじゃん活用

農山漁村文化協
会／編

農山漁村文化協会 3-0500948464

672
図説中世ヨーロッパの商
人

菊池雄太／編著 河出書房新社 3-0500946775

673
小さなカフェのはじめ方
必ず成功する！お店開業
実用ＢＯＯＫ

Ｂｕｓｉｎｅｓ
ｓ　Ｔｒａｉｎ

河出書房新社 3-0500945897

675

コトラーのマーケティン
グ５．０　デジタル・テ
クノロジー時代の革新戦
略

フィリップ・コ
トラー

朝日新聞出版 3-0500961187

675
ザ・マイクロコピー　Ｗ
ｅｂコピーライティング
の新常識

山本琢磨 秀和システム 3-0500961402

675 マーケティング戦略 和田充夫 有斐閣 3-0500936744

689

最新　ホテル業界の動向
とカラクリがよ～くわか
る本　業界人、就職、転
職に役立つ情報満載

中村恵二 秀和システム 3-0500946957
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別置 記号

701
「リベラルアーツ」思考
自由に、美しく生きるた
めの教養講座

阿部博人 ＰＨＰ研究所 3-0500967123

702

世界をゆるがしたアート
クールベからバンクシー
まで、タブーを打ち破っ
た挑戦者たち

スージー・ホッジ
青幻舎インターナ
ショナル

3-0500954440

702
日本美術の核心　周辺文
化が生んだオリジナリ
ティ

矢島新 筑摩書房 3-0500942837

706
私を美術館に連れてって
いつでも鑑賞できる
ミュージアム

山下裕二 小学館 3-0500969325

706
新・アートの裏側を知る
キーワード

横山勝彦／監修
カルチュア・コンビ
ニエンス・クラブ株
式会社美術出版社書

3-0500968136

709
コロナ禍と体験型イベン
ト

石毛弓／編 水声社 3-0500934059

712
西洋美術は「彫刻」抜き
には語れない　教養とし
ての彫刻の見方

堀越啓 翔泳社 3-0500961854

723
中野京子と読み解くフェ
ルメールとオランダ黄金
時代

中野京子 文藝春秋 3-0500969553

726
気づいたら独身のプロで
した

カマタミワ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500938971

743
図解で分かる名所の撮り
方

木村琢磨 インプレス 3-0500953375

743

身近なものの撮り方辞典
１００　身の回りのあり
ふれたものや見慣れた光
景を、魅力的な被写体に
するコツ

大村祐里子 玄光社 3-0500939507

753

天然染料と衣服　伝統色
づくり解体新書
カラー写真で理解する染
めの再現

青木正明 日刊工業新聞社 3-0500956464

778
アニメーション文化論
映像の起源から現代日本
のアニメ

康村諒 森話社 3-0500957666

778
ナチス映画史　ヒトラー
と戦争はどう描かれてき
たのか

馬庭教二 ワニブックス 3-0500972326

780
一番効果的な家トレ＆ス
トレッチ

齊藤邦秀／監修 成美堂出版 3-0500960909

780
人生を変えた経験　＃ア
スリートがつなぐ＃未来
につなぐ

スターツ出版／
編

スターツ出版 3-0500949359

781
ストレッチング伸ばし方
と効かせ方完全マニュア
ル

有賀誠司 成美堂出版 3-0500940836

782
はじめてのトライアスロ
ン

倉阪鬼一郎 幻冬舎 3-0500955715

783.7
プロ野球元審判は知って
いる

佐々木昌信 ワニブックス 3-0500949284

書　名 著者・編者 出版社 書誌番号

芸術・スポーツ・趣味・言語
(NDC700-899）

ラベルの記号

14



786 大人のソロキャンプ入門 ヒロシ ＳＢクリエイティブ 3-0500957737

786
山はおそろしい　必ず生
きて帰る！事故から学ぶ
山岳遭難

羽根田治 幻冬舎 3-0500969516

796
チェスを初めてやる人の
本

小島慎也／監修 つちや書店 3-0500953786

809
なぜか聴きたくなる人の
話し方

秀島史香 朝日新聞出版 3-0500968105

809 話すチカラ 齋藤孝 ダイヤモンド社 3-0500763049

809

言葉のアップデート術
モヤッとする一言を、
スッと伝わる一言に変え
る。

小竹海広
クロスメディア・パ
ブリッシング

3-0500968094

814
いまさら聞けない「ヨコ
文字」事典

造事務所 イースト・プレス 3-0500949960

815
シチュエーションで学ぶ
おとなの敬語３００

おとなの語彙力
研究会／編

彩図社 3-0500955359

文庫本 815 日本の敬語 金田一京助 講談社 3-0500950300

825
ＮＨＫ出版これならわか
る中国語文法　入門から
上級まで

丸尾誠 ＮＨＫ出版 3-0500952070

829.1
韓国語リスニングトレー
ニング

池成林 ＨＡＮＡ 3-0500963418

830
英語の階級　執事は「上
流の英語」を話すのか？

新井潤美 講談社 3-0500959942

835
最強の１００文　１冊で
身につける中学英文法
ＮＨＫ基礎英語

本多敏幸／監修 ＮＨＫ出版 3-0500961021

837
英会話１０００本ノック
言いたいことを自分の英
語で投げ返せ！

スティーブ・ソ
レイシィ

コスモピア 3-0500953805

837
英語でお悔やみ申し上げ
ます　冠婚葬祭・非常時
の英語表現

ジェームス・
Ｍ・バーダマン

ベレ出版 3-0500938941

別置 記号

郷土青葉 369.3
横浜市土砂災害ハザード
マップ　大雨から身を守
るために　青葉区

横浜市建築局建
築防災課／
〔編〕

横浜市建築局建築防
災課

3-0500958736

郷土資料 213

横浜の大名　米倉家の幕
末・明治
「日記」が伝える武州金
沢藩、激動の4年

横浜市歴史博物
館／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500917948

郷土資料 213
茅ケ崎の昔を聞く　「茅
ケ崎の昔」について伺っ
た九人の方々のお話

亀田さやか／編
茅ケ崎公園自然生態
園管理運営委員会

3-0500947857

郷土資料 291.3
緑区遺産ちょい散歩　緑
区遺産　散策マップ

横浜市緑区役所
区政推進課広報
相談係／企画

横浜市緑区役所区政
推進課広報相談係

3-0500959536

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 291.3
ミドリンウォーキング
マップ　花と緑と水のま
ち緑区

〔横浜市〕緑区
役所福祉保健課
／〔編〕

〔横浜市緑区役所福
祉保健課〕

3-0500959535

郷土資料 291.3
横濱ガイドＭＡＰ　Ｖｏ
ｌ．１８　Ｓｐｒｉｎｇ

ルーツ 3-0500958734

郷土資料 318.2
〔市民活動・地域活動支
援制度ガイド〕　〔令和
４年度〕

〔横浜市市民局地域
活動推進課〕

3-0500958730

郷土資料 349 税の知識　令和４年度版
横浜市財政局主
税部税務課／
〔編〕

横浜市財政局主税部
税務課

3-0500971798

郷土資料 351
区勢便覧　ＩＺＵＭＩ
２０２２

横浜市泉区総務
部総務課統計選
挙係／〔編〕

横浜市泉区総務部総
務課統計選挙係

3-0500958698

郷土資料 351
ＳＡＫＡＥ早わかりノー
ト　２０２２

横浜市栄区役所
総務課統計選挙
係／〔編〕

横浜市栄区役所総務
課統計選挙係

3-0500958733

郷土資料 351
県勢要覧　統計でみる神
奈川のすがた　令和３年
度版

神奈川県統計セ
ンター統計管理
課／〔編〕

神奈川県統計セン
ター

3-0500960650

郷土資料 366.8
横浜マイスターガイド
ブック　匠

横浜市雇用労働
課／〔編〕

横浜市雇用労働課 3-0500950912

郷土資料 367.6

ＹＯＫＯＨＡＭＡ　ＥＹ
Ｅ’Ｓ　ヨコハマの子ど
も・若者の成長を応援す
る人たちへ　２０２０

よこはまユース
／編

よこはまユース 3-0500885165

郷土資料 372

横浜の教育　Ｅｄｕｃａ
ｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｙｏｋ
ｏｈａｍａ－２０２２
令和４年度版

横浜市教育委員
会事務局教育政
策推進課／
〔編〕

横浜市教育委員会事
務局教育政策推進課

3-0500958732

郷土資料 395
横浜市と米軍基地　令和
４年

横浜市政策局基
地対策課／
〔編〕

横浜市政策局基地対
策課

3-0500975350

郷土資料 517
第４３回「全日本中学生
水の作文コンクール」神
奈川県優秀作文集

神奈川県政策局政策
部土地水資源対策課
水政室

3-0500957444

郷土資料 517
内港地区の将来像と山下
ふ頭の再開発

横浜市港湾局／
〔編〕

横浜市港湾局 3-0500950491

郷土資料 518.8
ガーデンネックレス横浜
２０２２　公式ガイド
ブック

ガーデンネックレス
横浜実行委員会

3-0500961339

郷土資料 518.8
かながわ　ＰＡＲＫ　Ｎ
ＡＶＩ　Ｎｏ．２７

神奈川県公園協会 3-0500963119

郷土資料 518.8
野庭住宅・野庭団地みら
いビジョン　未来を共に
考えよう

横浜市建築局住
宅部市営住宅課
／〔編〕

野庭住宅と野庭団地
の未来を考える会

3-0500953120

郷土資料 706

横浜市民ギャラリーコレ
クション展　うつし、描
かれた港と水辺　２０２
１

横浜市民ギャラ
リー／編

横浜市民ギャラリー 3-0500958719

「あたらしく入った本」8月号は、令和4年6月から令和4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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