
別置

904 やりなおし世界文学 津村喜久子 新潮社 3-0500971290

文庫 913.6 偽りの捜査線 誉田哲也 文藝春秋 3-0500972129

913.6 ア
ブータン、世界でいちばん幸
せな女の子

阿川佐和子 文藝春秋 3-0500977412

913.6 ア マイ・プレゼント 青山美智子 PHP研究所 3-0500980883

913.6 ア やっと訪れた春に 青山文平 祥伝社 3-0500980501

文庫 913.6 イ 重力ピエロ 伊坂幸太郎 新潮社 3-0206045607

文庫 913.6 イ 野菊の墓 伊藤佐千夫 新潮社 3-0500577158

文庫 913.6 イ 恋ごろも 泉ゆたか 集英社 3-0500982451

913.6 イ とんこつQ＆A 今村夏子 講談社 3-0500982853

913.6 イ 修羅奔る夜 伊東潤 徳間書店 3-0500982181

913.6 イ 朽ちゆく庭 伊岡瞬 集英社 3-0500972051

913.6 イ 蹴れ、彦五郎 今村翔吾 祥伝社 3-0500981054

913.6 イ 駆ける　2 稲田幸久 角川春樹事務所 3-0500974424

913.6 イ 風を彩る怪物 逸木裕 祥伝社 3-0500972920

文庫 913.6 ウ 戦端 上田秀人 講談社 3-0500981777

913.6 オ 竹本義太夫伝ハル、色 岡本貴也 幻冬舎 3-0500979403

913.6 オ 地図と拳 小川哲 集英社 3-0500976798

913.6 オ 奇跡集 小野寺史宜 集英社 3-0500969838

913.6 カ あきらめません！ 垣谷美雨 講談社 3-0500969550

文庫 913.6 カ 鯨の岬 河﨑秋子 集英社 3-0500975130

913.6 カ 空をこえて七星のかなた 加納朋子 集英社 3-0500969840

913.6 カ 残された人が編む物語 桂望実 祥伝社 3-0500972918

913.6 キ チンギス記14 北方謙三 集英社 3-0500983688

文　学

あたらしく入った本
2022年9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
記号
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913.6 ク 夜に星を放つ 窪美澄 文藝春秋 3-0500969212

文庫 913.6 ク 死刑にいたる病 櫛木理宇 早川書房 3-0500532133

文庫 913.6 コ 機捜235 今野敏 光文社 3-0500958450

913.6 コ 筆のみが知る 近藤史恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500977762

913.6 サ よろずを引くもの 西條奈加 東京創元社 3-0500970461

913.6 サ 恋ふらむ鳥は 澤田瞳子 毎日新聞出版 3-0500977846

913.6 サ 紅だ！ 桜庭一樹 文藝春秋 3-0500983328

文庫 913.6 サ 田園の憂鬱 佐藤春夫 新潮社 3-0208092644

文庫 913.6 シ ビタミンF 重松清 新潮社 3-0203045426

913.6 シ セカンドチャンス 篠田節子 講談社 3-0500977512

文庫 913.6 ス 門出の陽射し 鈴木英治 光文社 3-0500980463

913.6 ス 腹を割ったら血が出るだけさ 住野よる 双葉社 3-0500984068

ティー
ンズ

913.6 タ 人間失格 太宰治 集英社 3-0190389910

913.6 タ ショートショート実験室 田丸雅智 エネルギーフォーラム 3-0500975904

913.6 テ カレーの時間 寺地はるな 実業之日本社 3-0500972345

文庫 913.6 ト 長屋の花を散らすな 鳥羽亮 双葉社 3-0500980867

913.6 ト 小さき王たち　第2部 堂場瞬一 早川書房 3-0500982837

913.6 ナ 作家刑事毒島の嘲笑 中山七里 幻冬舎 3-0500982810

913.6 ニ 雨滴は続く 西村賢太 文藝春秋 3-0500969551

913.6 ニ 掟上今日子の忍法帖 西尾維新 講談社 3-0500972688

913.6 ヌ 紙の梟 貫井徳郎 文藝春秋 3-0500980602

913.6 ハ こいごごろ 畠中恵 新潮社 3-0500982636

913.6 ハ 花散る里の病棟 帚木蓬生 新潮社 3-0500963116

913.6 ミ よって件のごとし 宮部みゆき ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500984094

文庫 913.6 ミ 潮騒 三島由紀夫 新潮社 3-0500824351

文庫 913.6 ミ カラスの親指 道尾秀介 講談社 3-0211048785

文庫 913.6 ヨ 平成古書奇談 横田順彌 筑摩書房 3-0500980491

914
地球、この複雑なる惑星に暮
らすこと

養老孟司 文藝春秋 3-0500969947
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914 ソ 九十歳 曽野綾子 興陽館 3-0500912515

914 ツ
パリの空の下で、息子とぼく
の3000日

辻仁成 マガジンハウス 3-0500977176

文庫 914 ハ 夜明けのM 林真理子 文藝春秋 3-0500957202

914 ハ あした何着よう 林真理子 マガジンハウス 3-0500982517

914 マ 小さいわたし 益田ミリ ポプラ社 3-0500974229

914 ム 今日は、これをしました 群ようこ 集英社 3-0500969520

914 ヨ 私と街たち（ほぼ自伝） 吉本ばなな 河出書房新社 3-0500974441

915 サ 飛び立つ季節 沢木耕太郎 新潮社 3-0500978004

916 ナ 妻はサバイバー 永田豊隆 朝日新聞出版 3-0500961191

929.1 ミカンの味 チョナムジュ 朝日新聞出版 3-0500871274

文庫 933 ア アルハンブラ物語 W・アーヴィング 光文社 3-0500980465

文庫 933 ク ひらいたトランプ
アガサ・クリス
ティー

早川書房 3-0203075780

文庫 933 コ 潔白の法則　上
マイクル・コナ
リー

講談社 3-0500981761

文庫 933 コ 潔白の法則　下
マイクル・コナ
リー

講談社 3-0500981769

文庫 933 ノ テメレア戦記　2上 ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0500942624

文庫 933 ノ テメレア戦記　3上 ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0500960860

文庫 933 ノ テメレア戦記　3下 ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0500960861

文庫 933 ホ 気狂いピエロ
ライオネル・ホワ
イト

新潮社 3-0500962925

933 ミ 鑑識レコード倶楽部 マグナス・ミルズ
アルテスパブリッシン
グ

3-0500968035

文庫 933 モ アンの青春 モンゴメリ 新潮社 3-0208012889

文庫 933 ワ 喪失の冬を刻む
デイヴィッド・ヘ
スカ・ワンブリ・
ワイデン

早川書房 3-0500982617

外国語 933 G The　promise
ＤａｍｏｎＧ
algut

Chatto＆Windus 3-0500944424

外国語 933 J Hell　of abook Jason Mott Dutton 3-0500974913

文庫 943 カ 田舎医者/断食芸人/流刑地で カフカ 光文社 3-0500980466

943 ミ 呼び出し ヘルタ・ミュラー 三修社 3-0500971644

文庫 943 リ 裏切り　上
シャルロッテ・リ
ンク

東京創元社 3-0500977575

文庫 943 リ 裏切り　下
シャルロッテ・リ
ンク

東京創元社 3-0500977576

973 ミクロコスミ
クラウディオ・マ
グリス

共和国 3-0500946078

文庫 980 ロシア文学の食卓 沼野恭子 筑摩書房 3-0500965838

情報・思想・歴史・地理
（NDC000-299）
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別置

情報科
学

007.3
インターネットにおける誹謗
中傷法的対策マニュアル

中澤佑一 中央経済社 3-0500955441

情報科
学

007.6
サイバーセキュリティプログ
ラミング

Justin Seitz オライリー・ジャパン 3-0500959047

情報科
学

007.6
マスタリングTCP/IP　情報セ
キュリティ編

齋藤孝道 オーム社 3-0500977142

カウン
ター

016 横浜市の図書館　2022
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

3-0500979598

024 稀書探訪 鹿島茂 平凡社 3-0500971004

070 朝日新聞政治部 鮫島浩 講談社 3-0500970349

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和4年6月
号

毎日新聞社 3-0500985092

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和4年
6月号

日本経済新聞社 3-0500985094

文庫 115 精神と自然
グレゴリー・ベイ
トソン

岩波書店 3-0500936995

141 孤独の哲学 岸見一郎 中央公論新社 3-0500965241

146.2
「親しい関係からなぜか離れ
たい」がなくなる本

イルセ・サン
ディスカヴァー・トゥ
エンティワン

3-0500932703

ティー
ンズ

153
ミライを生きる君たちへの特
別授業

ジュニスタ編集部 岩波書店 3-0500897520

153 もっと早く言ってよ。 一田憲子 扶桑社 3-0500971270

ティー
ンズ

159 見た目が気になる 河出書房新社 河出書房新社 3-0500899964

175 神社とは何か 新谷尚紀 講談社 3-050930379

210 日本史サイエンス2 播田安弘 講談社 3-0500968048

210 「お金」で読む日本史 本郷和人 祥伝社 3-0500977982

210.5 インテリジェンス都市・江戸 藤田覚 朝日新聞出版 3-0500965954

210.7 昭和史講義　戦後文化篇上 筒井清忠 筑摩書房 3-0500979477

210.7 昭和史講義　戦後文化篇下 筒井清忠 筑摩書房 3-0500979478

222 禁断の中国史 百田尚樹 飛鳥新社 3-0500978469

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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223 海の東南アジア史 弘末雅士 筑摩書房 3-0500965606

236 スペイン・ポルトガル史　上 立石博高 山川出版社 3-0500964438

236 スペイン・ポルトガル史　下 立石博高 山川出版社 3-0500964439

262
ブラジルの歴史を知るための
50章

伊藤秋仁 明石書店 3-0500958636

262 一冊でわかるブラジル史 関眞興 河出書房新社 3-0500962549

289 ツ 津田梅子 橘木俊詔 平凡社 3-0500936484

289 マ 初めて書籍を作った男
アレッサンドロ・
マルツォ・マー
ニョ

柏書房 3-0500977058

ティー
ンズ

289 ム ホセ・ムヒカと過ごした8日間 くさばよしみ 汐文社 3-0500458099

外国語 289 D Ｒｅｄ　roulette Desmond Shum Scribner 3-0500974921

290 地球の歩き方　J　05
地球の歩き方編集
室

地球の歩き方 3-0500977585

290 地球の歩き方　W19
地球の歩き方編集
室

地球の歩き方 3-0500979221

291.3 栃木　23 昭文社 3-0500974674

291.3 関東の山あるき100選 昭文社 3-0500969576

291.3 箱根ハイキング案内 山と渓谷社 3-0500962981

地図 291.4 福井県道路地図 昭文社 3-0500941985

291.6 るるぶ大阪23 JTBパブリッシング 3-0500969803

291.7 山陰　23 昭文社 3-0500974675

地図 291.7 山口県道路地図 昭文社 3-0500957640

地図 291.9 熊本県道路地図 昭文社 3-0500957639

地図 291.9 宮崎県道路地図 昭文社 3-0500958573

別置

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
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302.2 現代アジアをつかむ 佐藤史郎 明石書店 3-0500964660

302.2
家計簿からみる中国今ほんと
うの姿

青樹明子
日経ＢＰ日本経済新聞
出版

3-0500965285

302.3 フィンランド幸せのメソッド 堀内都喜子 集英社 3-0500967495

304 「歴史の終わり」の後で
フランシス・フク
ヤマ

中央公論新社 3-0500968869

312.3 プーチンの野望 佐藤優 潮出版社 3-0500971678

参考書 314 国会便覧　令和4年2月新版
シュハリ・イニシア
ティブ

3-0500950165

315 日本共産党 中北浩爾 中央公論新社 3-0500968912

316 「表現の自由」の闘い方 山田太郎 星海社 3-0500954071

316 外国人差別の現場 安田浩一 朝日新聞出版 3-0500973248

318.7 まちづくり主義のススメ 土井一成 ＢａｎｋＡＲＴ1929 3-0500959283

319
知らないと恥をかく世界の大
問題　13

池上彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500973136

319.2 アフガニスタン・ペーパーズ
クレイグ・ウィッ
トロック

岩波書店 3-0500977691

319.3
ゼレンスキー大統領、世界に
向けた魂の演説集

ゼレンスキー 扶桑社 3-0500959698

319.3
独裁者プーチンはなぜ暴挙に
走ったか

池上彰 文藝春秋 3-0500967037

319.3
第三次世界大戦はもう始まっ
ている

エマニュエル・
トッド

文藝春秋 3-0500975134

319.3 ウクライナ危機後の世界
ユヴァル・ノア・
ハラリ

宝島社 3-0500975899

319.3
世界の賢人12人が見たウクラ
イナの未来プーチンの運命

クーリエ・ジャポ
ン

講談社 3-0500968589

320 印鑑の基礎知識 寺澤正孝 きんざい 3-0500948035

326 基礎から学ぶ刑事法 井田良 有斐閣 3-0500946274

327 少年法がよくわかる本 廣瀬健二 秀和システム 3-0500958630

329 紛争地のポートレート 白川優子 集英社クリエイティブ 3-0500962915
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333 人の心に働きかける経済政策 翁邦夫 岩波書店 3-0500938858

333 エブリシング・バブル エミン・ユルマズ 集英社 3-0500954495

334 世界少子化考 毎日新聞取材班 毎日新聞出版 3-0500960016

カウン
ター

335.4
会社四季報　2022年　3集（夏
号）

東洋経済新聞社 3-0500974935

335.4 図解わかる倒産のすべて 増田智彦 新星出版社 3-0500952875

335.5
Q＆AでわかるM＆A実務のすべ
て

G-FAS株式会社 中央経済社 3-0500974275

336
ビジネスの名著を読む　マネ
ジメント編

日本経済新聞社
日経ＢＰ日本経済新聞
出版

3-0500962946

336
ビジネスの名著を読む　戦
略・マーケティング編

日本経済新聞社
日経ＢＰ日本経済新聞
出版

3-0500962948

336
入社1年目のビジネススキル大
全

木部智之 三笠書房 3-0500965945

336
最新脱炭素経営の基本と仕組
みがよ～くわかる本

吉川武文 秀和システム 3-0500952937

336 新失敗学 畑村洋太郎 講談社 3-0500967740

336
ビジネスの名著を読む　リー
ダーシップ編

高野研一
日経ＢＰ日本経済新聞
出版

3-0500962947

336
東大生も学ぶ「AI経営」の教
科書

馬渕邦美 東洋経済新報社 3-0500968643

336.1 DXビジネスモデル 小野塚征志 インプレス 3-0500967605

336.1
なぜ日本企業はゲームチェン
ジャーになれないのか

山本康正 祥伝社 3-0500977983

336.4 ビジネスコーチング大全 橋場剛
日経ＢＰ日本経済新聞
出版

3-0500968620

336.4
「説明が上手い人」がやって
いることを1冊にまとめてみた

ぺそ アスコム 3-0500947232

336.4 世界最高の話し方 岡本純子 東洋経済新報社 3-0500826532

336.4
最新パワハラ防止法対策がよ
～くわかる本

池辺健太 秀和システム 3-0500956155

336.5
速く短く感じよくメールを書
く方法

鈴木真理子 明日香出版社 3-0500957979

336.5
MicrosoftＴｅａｍｓプロ技Ｂ
ＥＳＴセレクション

リンクアップ 技術評論社 3-0500971068
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336.8
コンサルティング業界のしく
みとビジネスがこれ1冊でしっ
かりわかる教科書

コダワリ・ビジネ
ス・コンサルティ
ング株式会社

技術評論社 3-0500964377

336.9
USCPAになりたいと思ったら読
む本

どこ 中央経済社 3-0500952056

336.9
世界一楽しい決算書の読み方
実践編

大手町のランダム
ウォーカー/著

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500974749

338
うねり取り入門　株のプロへ
の最短コース

林輝太郎 同友館 3-0198040433

338 お金の未来 山本康正 講談社 3-0500968054

参考書 349 禁 地方財政白書　令和4年版 総務省 日経印刷 3-0500967872

350 社会科学のための統計学入門 毛塚和宏 講談社 3-0500976405

参考書 351 日本国勢国会　2022/23 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 3-0500969659

360 未完の敗戦 山崎雅弘 集英社 3-0500967496

361.4 陰謀論入門
ジョゼフ・E・
ユージンスキ

作品社 3-0500964345

365 60歳からのマンション学 日下部理絵 講談社 3-0500961383

ティー
ンズ

366.2 土木技術者になるためには 三上美絵 ぺりかん社 3-0500954562

ティー
ンズ

366.2 外交官になるには 飯島一考 ぺりかん社 3-0500946021

366.2 退職・転職を考えたらこの1冊 岡田良則 自由国民社 3-0500948959

366.4
図解わかる　会社をやめると
きの手続きのすべて
2022/2023年版

中尾幸村 新星出版社 3-0500968140

366.8
五色（いつついろ）のメビウ
ス

信濃毎日新聞社 赤石書店 3-0500948428

367.1 むすかしい女性が変えてきた ヘレン・ルイス みすず書房 3-0500968067

367.6 子ども白書　2022
日本子どもを守る
会

かもがわ出版 3-0500980235

368
依存症と回復、そして資本主
義

中村英代 光文社 3-0500967725

368
死刑になりたくて、他人（ひ
と）を殺しました

インベカヲリ★ イースト・プレス 3-0500967772

369.2
図解でわかる障害福祉サービ
ス

二本柳覚 中央法規出版 3-0500964371
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370
学校はなぜ退屈でなぜ大切な
のか

広田照幸 筑摩書房 3-0500965858

370 フツーの校長、市長に直訴！ 久保敬 解放出版社 3-0500960449

372 6カ国転校生ナージャの発見
キリーロバ・ナー
ジャ

集英社インターナショ
ナル

3-0500979115

375 こんなに変わった理科教科書 左巻健男 筑摩書房 3-0500957964

376.1
0～6歳児「言葉を育てる」保
育

日本国語教育学会
/監修

東洋館出版社 3-0500863343

子育て 379
子育て本ベストセラー100冊の
「これスゴイ」を1冊にまとめ
た本

江口祐子 ワニブックス 3-0500958878

376.4 ルポ名門校 おおたとしまさ 筑摩書房 3-0500957965

参考書 376.8
全国大学内容案内号　2023年
（令和5年）入試対策用

旺文社 3-0500981587

児童書
研究

378 絵本でひらく心とことば
本と子どもの発達
を考える会

かもがわ出版 3-0500748458

379
大量に覚えて絶対忘れない
「紙１枚」勉強法

棚田健太郎 ダイヤモンド社 3-0500942632

383.8 地球の歩き方　W17
地球の歩き方編集
室

地球の歩き方 3-0500969583

383.8 日本からみた世界の食文化 鈴木志保子 第一出版 3-0500928610

文庫 385 先祖供養と墓 五来重 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500945070

388 蟲虫双紙 福井栄一 工作舎 3-0500961460

391 至誠の日本インテリジェンス 岡部伸 ワニブックス 3-0500945194

392 指揮官たちの第二次大戦 大木毅 新潮社 3-0500969499

別置

文庫 404 科学と人生 中谷宇吉郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500945071

407 桝太一が聞く科学の伝え方 桝太一 東京化学同人 3-0500969651

410 数学者図鑑 本丸諒 かんき出版 3-0500969245

414
多角形と多面体　図形が織り
なす不思議世界

日比孝之 講談社 3-0500823576

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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417
Pythonで学ぶあたらしい統計
学の教科書

馬場真哉 翔泳社 3-0500972426

参考 451 気象年鑑　2022年版
気象業務支援セン
ター

気象業務支援センター 3-0500984023

490 医者が「言わない」こと 近藤誠 毎日新聞出版 3-0500977850

491 皮膚、人間のすべてを語る
モンティ・ライマ
ン

みすず書房 3-0500965304

491 脳は世界をどう見ているのか
ジェフ・ホーキン
ス

早川書房 3-0500961818

491 人類と菌の歴史
ムハンマド・H．
ザマン

ニュートンプレス 3-0500975198

496
緑内障眼科医の私が患者なら
こう対処！名医が教える最新1
分習慣大全

文響社 3-0500972667

498 医療貧国ニッポン 奥真也 PHP研究所 3-0500975153

498.1
最新医療費の仕組みと基本が
よ～くわかる本

伊藤哲雄 秀和システム 3-0500963822

498.5 本当に役立つ栄養学 佐藤成美 講談社 3-0500968047

参考 502
科学技術・イノベーション白
書令和4年版

文部科学省/編集 日経印刷 3-0500977826

502
日本人なら知っておきたい世
界が驚く日本のすごい科学と
技術

左巻健男 笠間書院 3-0500962320

510 公共入札・契約手続の実務 鈴木満 学陽書房 3-0500961506

520
超図解でよくわかる建築現場
用語完全版

建築知識 エクスナレッジ 3-0500956098

524 世界で一番くわしい木材
「世界で一番くわ
しい木材」研究会

エクスナレッジ 3-0500964431

526 心を癒す環境デザイン 田中直人 彰国社 3-0500956394

527 小さな平屋に暮らす 平凡社 3-0500965029

527 小さな家の思想 長尾重武 文藝春秋 3-0500975137

情報科
学

547.4
図解でやさしくわかるネット
ワークのしくみ超入門

網野衛二 技術評論社 3-0500975188

情報科
学

547.4
一生使えるwebライティングの
教室

片桐光知子 マイナビ出版 3-0500953709

情報科
学

547.4
ひと目でわかるActive
Directory Windows Server
2022版

Yokota Lab, Inc. 日経BP 3-0500952406
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576 新しい香水の教科書 小磯良江 マイナビ出版 3-0500975883

別置

591
定年前後に得するお金の手続
き

山中伸枝 扶桑社 3-0500947101

593.3
みんなが選んだパターンコレ
クション

クライ・ムキ 日本ヴォーグ社 3-0500961649

593.3
CHECK＆STRIPE ｍｙfavorite
私の好きな服

主婦と生活社 3-0500969597

593.3
パターンアレンジで21のデザ
イン

香田あおい 文化学園文化出版局 3-0500963790

593.3
着物リメイクで大人のおしゃ
れ服

もりたもとこ 世界文化社 3-0500958552

594
シンプルかわいい手づくりピ
アス＆イヤリング

いわせあさこ 学研プラス 3-0500974495

594
もっと遊ぼう！フェルトおま
まごと

寺西恵理子 ブティック社 3-0500956264

594.3
アクリル毛糸で編む動物モ
チーフの魔法のタワシ

ブティック社 3-0500973126

594.3
オーガニックコットンのやさ
しいベビーニット

ブティック社 3-0500969823

596
ワタナベマキの毎日のごはん
とおやつ帖

ワタナベマキ 主婦と生活社 3-0500952390

596
68歳、ひとり暮らし。きょう
何食べる？

大庭英子 家の光協会 3-0500974486

596 まいにちのハーブレシピ 北村光世 河出書房新社 3-0500953968

596
糖質制限で健康を保つつくり
おきと簡単おかず

田中明 成美堂出版 3-0500971674

596
ハツ江おばあちゃんの定番お
うち洋食

高木ハツ江 ＮＨＫ出版 3-0500975788

596 大家族ごはん Mako 成美堂出版 3-0500972365

596.2 薬膳ナムル手帖 植木もも子 家の光協会 3-0500960455

596.2
フランス仕込みのキッシュと
タルト

若山曜子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500956398

596.3
ヴィーガンフード、はじめの
一歩！

iina グラフィック社 3-0500972137

596.4
一生使える！ダッチオーブン
レシピ

下条美緒 成美堂出版 3-0500912952

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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596.6 ヴィーガンサンドイッチ 今井ようこ 東京書籍 3-0500975861

596.6
ホットケーキミックスだから
おいしいお菓子

ホッとケーキさ
ん。

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500974497

596.6
こねずに作れるベーカリーパ
ン

池田愛実 主婦と生活社 3-0500960423

596.7
キャンプで淹れるおいしい珈
琲

小林キユウ 誠文堂新光社 3-0500956519

596.7 おいしいカクテルの図鑑 鈴木隆行 成美堂出版 3-0500963704

598 病気がわかる事典　2020 山川達郎 成美堂出版 3-0500838302

子育て 599
生後すぐからできる赤ちゃん
の筋トレあそび

川島智世 主婦と生活社 3-0500952338

子育て 599
心と体がぐんぐん育つ赤ちゃ
んのあそび大全

小西行郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500959392

参考 610
食料・農業・農村白書　令和4
年版

農林水産省 日経印刷 3-0500982667

611
仕事に役立たつこれだけは
知っておきたいJAと農業のき
ほん

小林元 家の光協会 3-0500968598

617
植物と暮らす春夏秋冬のハー
バルレシピ

伊能美緒 山と渓谷社 3-0500954092

627 ツツジの文化誌
リチャード・ミル
ン

原書房 3-0500962286

629 小さな庭をつくる 河野義雄 ＮＨＫ出版 3-0500960784

645 犬ごはんレシピ 鈴木華奈 ナツメ社 3-0500967549

645 いちばんよくわかる猫種図鑑 長谷川諒
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500939962

653 ネパールで木を植える 安倍泰夫 信濃毎日新聞社 3-0500941466

653
散歩で見かける樹木の見分け
方図鑑

岩谷美苗 家の光協会 3-0500960453

675

YouTube企業動画担当になった
らこれだけは知りたいマーケ
ティング＆プロデュースの基
本

押切孝雄 技術評論社 3-0500961398

685
一発合格！運転免許認知機能
検査　2022年5月改定対応版

児玉光雄 秀和システム 3-0500970439

689
図説なつかしの遊園地・動物
園

生田誠 河出書房新社 3-0500954570

694 使えてますか？スマホ 岡嶋裕史 ＮＨＫ出版 3-0500970297
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別置

708
ワシントン・ナショナル・
ギャラリー参百景

松岡將 同時代社 3-0500979194

709 新しい文化行政をめざして 柴田真次 とっても便利出版部 3-0500979109

709
人生を豊かにしたい人のため
の世界遺産

宮澤光 マイナビ出版 3-0500954638

721 画聖雪舟の素顔 島尾新 朝日新聞出版 3-0500959347

726
おはなしの世界を楽しむ物語
のカラー切り絵

平石智美
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500976168

740 写真はわからない 小林紀晴 光文社 3-0500959295

743 花火が写る絶景撮影術 井上嘉代子 双葉社 3-0500977451

743 ポートレート撮影ドリル 松田忠雄 玄光社 3-0500961853

748 読売報道写真集　2022 読売新聞東京本社 3-0500940439

751
きらきらときめくワイヤーレ
ジンでつくるアクセサリーと
小物

白崎紗織 マイナビ出版 3-0500969918

754.9
いちばんわかりやすい紙バン
ドのおしゃれバッグ教室

古木明美 河出書房新社 3-0500974740

文庫 762.1 森のうた 岩城宏之 河出書房新社 3-0500942227

763 テルミンとわたし 竹内正美 工作舎 3-0500938300

763 今日からはじめるウクレレ
ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホー
ルディングス

3-0500974167

766 オペラのひみつ 岸純信
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500963740

767 「未熟さ」の系譜 周東美材 新潮社 3-0500969498

775 大衆演劇へようこそ おーちようこ 星海社 3-0500946285

778 正義から享楽へ 宮台真司 blueprint 3-0500975834

780
いちばん効率がいすごいジ
ム・トレ

坂詰真二 青春出版社 3-0500972066

780
誰でもできるスポーツメンタ
ルトレーニング

笠原彰 学研プラス 3-0500977760

書誌番号
記号

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
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780 子どもを壊す部活トレ
中野ジェームズ修
一

中央公論新社 3-0500965535

786
首都圏から行くオートキャン
プ場ガイド　2022

実業之日本社 3-0500954812

787 超ゼロからはじめる釣り入門 西野弘章 山と溪谷社 3-0500967051

792 よくわかる香道 三條西堯水
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500940350

795 囲碁はじめての布石入門 村川大介 成美堂出版 3-0500964697

795
誰でもカンタン！図解で分か
る囲碁実戦手筋

木部夏生 マイナビ出版 3-0500976160

796
はじめての人ともう一度の人
の詰将棋1・3・5手詰

羽生善治 ワニブックス 3-0500964396

801 フリースタイル言語学 川原繁人 大和書房 3-0500968173

801
あなたの知らない、世界の希
少言語

ゾラン・ニコリッ
チ

日経ナショナルジオグ
ラフィック

3-0500974588

816 分かりやすい公用文の書き方 礒崎陽輔 ぎょうせい 3-0500961179

816
新しい公用文作成ガイドブッ
ク

岩田一成 日本加除出版 3-0500971737

837
絶対英語の耳になる！リスニ
ング50のルール

長尾和夫 三修社 3-0500960874

870
これからはじめるイタリア語
入門

花本知子 ＮＨＫ出版 3-0500967554

別置

郷土 016 横浜市の図書館　2022
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

3-0500979598

郷土 210.2 栄の遺跡
横浜市ふるさと歴
史財団埋蔵文化財
センター

横浜市栄図書館 3-0500967970

郷土 291.3
ことりっぷ　横浜・瀬谷さん
ぽ

昭文社　ことりっ
ぷ編集部/制作

瀬谷区役所区政推進課 3-0500958725

郷土 291.3
Yokohama　Express　2021年度
版

横浜市教育委員会 横浜市教育委員会 3-0500983506

郷土 302.1 裏横浜 八木澤高明 筑摩書房 3-0500965857

郷土書
庫

318.3 ヨ 横浜市職員録　令和4年度版
横浜市総務局人事
部人事課

横浜市総務局人事部人
事課

3-0500986312

郷土 318.5 都筑区ハンドブック
横浜市都筑区役所
区政推進課広報相
談係

都筑区役所 3-0500955870

郷土 351 横浜市ハンディ統計　令和4年
横浜市政策局総務
部統計情報課

横浜市政策局総務部統
計情報課

3-0500958722

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 369.2
横浜市障害者プラン　第4期
令和3年度～令和8年度

横浜市健康福祉局 横浜市健康福祉局 3-0500960573

郷土青
葉

369.2 やさしい街あざみ野
やさしい街あざみ野実
行委員会

3-0500971184

郷土 369.3 横浜市の災害　令和2年
横浜市総務局危機
管理室緊急対策課

横浜市総務局危機管理
室緊急対策課

3-0500942113

郷土 518.8
Yokohama　Minato　Mirai　21
information　Ｖｏｌ.93

Yokohama　Minato
Mirai　21

Yokohama　Minato
Mirai　21

3-0500970153

郷土 523 横浜山手西洋館マップ 横浜市緑の協会 3-0500970140

郷土 686
特別展　みんなでつなげる鉄
道150年

横浜市歴史博物館
横浜市ふるさと歴史財
団

3-0500959823

郷土 780 スポーツの祭典と横浜
横浜都市発展記念
館

横浜市ふるさと歴史財
団

3-0500966324

郷土 780 ヨコハマスポーツタイムズ
横浜市市民局ス
ポーツ振興課

横浜市市民局スポーツ
振興課

3-0500969452

郷土 780
横浜市民スポーツ意識調査報
告書　令和3年度

横浜市市民局ス
ポーツ振興課

横浜市市民局スポーツ
振興課

3-0500982362

郷土 799

Ｄａｎｃｅ　Ｄａｎｃｅ　Ｄ
ａｎｃｅ　＠　ＹＯＫＯＨＡ
ＭＡ2021　事業報告書　概要
版

横浜アーツフェス
ティバル実行委員
会

横浜アーツフェスティ
バル実行委員会

3-0500958724

郷土青
葉

913.6 サ 奇妙な小話 佐藤春夫 彩流社 3-0500608700

「あたらしく入った本」9月号は、令和4年7月から同年8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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