
別置

文庫本 902 小説の読み方 平野啓一郎 ＰＨＰ研究所 3-0500965578

910 春夏秋冬恋よこい 林望 春陽堂書店 3-0500964385

910 文豪東京文学案内 田村景子／編著 笠間書院 3-0500963019

910 文豪の家　新装版 高橋敏夫／監修 エクスナレッジ 3-0500981500

911.1
のんびり読んで、すんなり身につく
いちばんやさしい短歌

横山未来子 日本文芸社 3-0500967612

911.5 現代詩人論　男性篇上 中村稔 青土社 3-0500975287

911.5 現代詩人論　男性篇下 中村稔 青土社 3-0500975288

文庫本 913.4 平家物語　２　全訳注　新版 杉本圭三郎 講談社 3-0500488067

文庫本 913.4 平家物語　３　全訳注　新版 杉本圭三郎 講談社 3-0500496247

文庫本 913.4 平家物語　４　全訳注　新版 杉本圭三郎 講談社 3-0500504515

文庫本 913.5 雨月物語 上田秋成 岩波書店 3-0500564596

913.6 その本は 又吉直樹 ポプラ社 3-0500983599

913.6 情無連盟の殺人 浅ノ宮遼 東京創元社 3-0500984727

文庫本 913.6 ア 吸血鬼ブランドはお好き？ 赤川次郎 集英社 3-0500945004

913.6 ア 居酒屋ぼったくり　おかわり！３ 秋川滝美 アルファポリス 3-0500984524

文庫本 913.6 ア きよのお江戸料理日記　３ 秋川滝美 アルファポリス 3-0500956124

913.6 ア 終活中毒 秋吉理香子 実業之日本社 3-0500984384

913.6 ア 乱鴉の空 あさのあつこ 光文社 3-0500990223

文庫本 913.6 ア バッテリー　２ あさのあつこ 角川書店 3-0204047142

913.6 ア ぼくらに嘘がひとつだけ 綾崎隼 文藝春秋 3-0500983425

913.6 イ ここはとても速い川 井戸川射子 講談社 3-0500881409

文庫本 913.6 イ 浪人奉行　１３ノ巻 稲葉稔 双葉社 3-0500985585

文庫本 913.6 イ 静子の日常 井上荒野 中央公論新社 3-0212045983

文庫本 913.6 イ 足軽仁義　三河雑兵心得　1 井原忠政 双葉社 3-0500760693

文庫本 913.6 イ 旗指足軽仁義　三河雑兵心得　２ 井原忠政 双葉社 3-0500778636

文庫本 913.6 イ 足軽小頭仁義　三河雑兵心得　３ 井原忠政 双葉社 3-0501789438

文庫本 913.6 イ 弓組寄騎仁義　三河雑兵心得　４ 井原忠政 双葉社 3-0500828727

文庫本 913.6 イ 砦番仁義　三河雑兵心得　５ 井原忠政 双葉社 3-0500852051

文庫本 913.6 イ 鉄砲大将仁義　三河雑兵心得　６ 井原忠政 双葉社 3-0500904903

文庫本 913.6 イ 伊賀越仁義　三河雑兵心得　７ 井原忠政 双葉社 3-0500913544

文庫本 913.6 イ 小牧長久手仁義　三河雑兵心得　８ 井原忠政 双葉社 3-0500942316

文庫本 913.6 イ 上田合戦仁義　三河雑兵心得　９ 井原忠政 双葉社 3-0500980871

文庫本 913.6 イ 駅前旅館 井伏鱒二 新潮社 3-0207079802

文庫本 913.6 ウ 神田堀八つ下がり　河岸の夕映え 宇江佐真理 文藝春秋 3-0211047077

文庫本 913.6 ウ 内憂　惣目付臨検仕る　４ 上田秀人 光文社 3-0500987210
ティー
ンズ

913.6 ウ 闇の守り人 上橋菜穂子 新潮社 3-0207046625

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

あたらしく入った本
2022年10月

1



文庫本 913.6 エ 怪奇小説集　〔１〕 遠藤周作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500900696

文庫本 913.6 エ 怪奇小説集　〔２〕 遠藤周作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500900697

文庫本 913.6 オ 祝祭と予感 恩田陸 幻冬舎 3-0500957584

文庫本 913.6 カ 檸檬 梶井基次郎 新潮社 3-0204006218

913.6 カ 空を駆ける 梶よう子 集英社 3-0500983687

913.6 カ 国王の受難 茅田砂胡 中央公論新社 3-0500931320

913.6 カ 絞め殺しの樹 河﨑秋子 小学館 3-0500925534

ティー
ンズ

913.6 カ 伊豆の踊子　新版 川端康成 新潮社 3-0500973572

文庫本 913.6 カ 伊豆の踊子　新版 川端康成 新潮社 3-0500973572

文庫本 913.6 カ 雪国　新版 川端康成 新潮社 3-0500970333

ティー
ンズ

913.6 カ
ソードアート・オンラインプログ
レッシブ　６

川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500587931

913.6 ク 明日へのペダル 熊谷達也 ＮＨＫ出版 3-0500977085

ティー
ンズ

913.6 コ 妖怪アパートの幽雅な日常　３ 香月日輪 講談社 3-0209092978

913.6 コ たんぽぽ球場の決戦 越谷オサム 幻冬舎 3-0500976042

大活字 913.6 コ 確証　上 今野敏 埼玉福祉会 3-0500972388

大活字 913.6 コ 確証　下 今野敏 埼玉福祉会 3-0500972389

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

文庫本 913.6 サ 御留山　新・酔いどれ小藤次　２５ 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500985393

文庫本 913.6 サ 銀のなえし　鎌倉河岸捕物控 佐伯泰英 角川春樹事務所 3-0205017436

文庫本 913.6 サ 狂う潮　新・酔いどれ小藤次　２３ 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500972040

文庫本 913.6 サ 名乗らじ 佐伯泰英 文藝春秋 3-0500991855

913.6 サ 裂けた明日 佐々木譲 新潮社 3-0500989043

913.6 サ 怪談小説という名の小説怪談 澤村伊智 新潮社 3-0500978006

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

文庫本 913.6 シ 魚雷艇学生 島尾敏雄 新潮社 3-0211052241

文庫本 913.6 シ ザボンの花 庄野潤三 講談社 3-0500153258

913.6 シ 道 白石一文 小学館 3-0500977151

913.6 シ 先祖探偵 新川帆立 角川春樹事務所 3-0500981779

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

文庫本 913.6 セ 傑作はまだ 瀬尾まいこ 文藝春秋 3-0500965170

文庫本 913.6 セ 暗夜鬼譚［９］ 瀬川貴次 集英社 3-0500915573

文庫本 913.6 タ あきない世傳金と銀　１３ 髙田郁 角川春樹事務所 3-0500987257

文庫本 913.6 タ うちのレシピ 瀧羽麻子 新潮社 3-0500917696

文庫本 913.6 タ 人間失格 太宰治 新潮社 3-0206045835

913.6 チ 祈りのカルテ　[２] 知念実希人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500987607

913.6 チ 真夜中のマリオネット 知念実希人 集英社 3-0500929748

大活字 913.6 ツ 朝が来る　上 辻村深月 埼玉福祉会 3-0500972402

大活字 913.6 ツ 朝が来る　下 辻村深月 埼玉福祉会 3-0500972403

913.6 ツ 嘘つきジェンガ 辻村深月 文藝春秋 3-0500990580

913.6 テ 武漢コンフィデンシャル 手嶋龍一 小学館 3-0500983686

文庫本 913.6 ト 誤ちの絆　警視庁総合支援課 堂場瞬一 講談社 3-0500987567

文庫本 913.6 ト 蛮政の秋 堂場瞬一 集英社 3-0500650299

913.6 ナ プリンシパル 長浦京 新潮社 3-0500984359

913.6 ナ 殺人者の白い檻 長岡弘樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500984742

ティー
ンズ

913.6 ナ
Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活
３０

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500976373

913.6 ナ 越境刑事 中山七里 ＰＨＰ研究所 3-0500993032
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文庫本 913.6 ナ 護られなかった者たちへ 中山七里 宝島社 3-0500893576

文庫本 913.6 ナ
俺たちは神じゃない　麻布中央病院
外科

中山祐次郎 新潮社 3-0500970651

913.6 ナ 汝、星のごとく 凪良ゆう 講談社 3-0500986496

913.6 ナ レッドゾーン 夏川草介 小学館 3-0500991370

913.6 ニ あさとほ 新名智 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500978071

文庫本 913.6 ニ 君に勧む杯　ｃａｓｅ井伏鱒二 二木英之 新潮社 3-0500939955

文庫本 913.6 ニ 奥能登に吹く殺意の風 西村京太郎 講談社 3-0207043077

文庫本 913.6 ニ 西日本鉄道殺人事件 西村京太郎 新潮社 3-0500947175

913.6 ノ 家裁調査官・庵原かのん 乃南アサ 新潮社 3-0500991956

文庫本 913.6 ハ 雪のこし屋橋 長谷川卓 祥伝社 3-0500504472

913.6 ハ もういちど 畠中恵 新潮社 3-0500893011

文庫本 913.6 ハ あおなり道場始末 葉室麟 双葉社 3-0500697552

文庫本 913.6 ヒ 秘密 東野圭吾 文藝春秋 3-0201027478

文庫本 913.6 ホ 菓子屋横丁月光荘　[３] ほしおさなえ 角川春樹事務所 3-0500790184

文庫本 913.6 ホ 菓子屋横丁月光荘　[５] ほしおさなえ 角川春樹事務所 3-0500981786

文庫本 913.6 ホ きまぐれロボット 星新一 角川書店 3-0206004304

文庫本 913.6 ホ 風立ちぬ 堀辰雄 角川書店 3-0500099980

913.6 マ あの子とＱ 万城目学 新潮社 3-0500989041

文庫本 913.6 ミ 春の雪　豊饒の海　第１巻 三島由紀夫 新潮社 3-0500824814

文庫本 913.6 ミ 奔馬　豊饒の海　第２巻 三島由紀夫 新潮社 3-0203051906

文庫本 913.6 ミ 暁の寺　豊饒の海　第３巻 三島由紀夫 新潮社 3-0203051905

913.6 ミ 残照の頂　山女日記　続 湊かなえ 幻冬舎 3-0500921125

文庫本 913.6 モ 水族館ガール　９ 木宮条太郎 実業之日本社 3-0500982601

文庫本 913.6 モ ウィタ・セクスアリス 森鴎外 岩波書店 3-0500953221

913.6 ヤ きときと夫婦旅 椰月美智子 双葉社 3-0500984070

文庫本 913.6 ヤ
不終（おわらず）の怪談　文豪とア
ルケミストノベライズ

矢野隆 新潮社 3-0500757045

文庫本 913.6 ヤ 聖夜のおでん 山口恵以子 角川春樹事務所 3-0500981783

文庫本 913.6 ヤ 沈まぬ太陽　２（アフリカ篇・下） 山崎豊子 新潮社 3-0201073842

文庫本 913.6 ヤ 大地の子　３ 山崎豊子 文藝春秋 3-0194018840

文庫本 913.6 ヤ 大地の子　４ 山崎豊子 文藝春秋 3-0194018839

文庫本 913.6 ヤ 二つの祖国　第３巻 山崎豊子 新潮社 3-0209075263

913.6 ヤ クリ粥　深川駕籠 山本一力 祥伝社 3-0500987561

913.6 ユ らんたん 柚木麻子 小学館 3-0500917211

913.6 ヨ 高く翔べ　快商・紀伊國屋文左衛門 吉川永青 中央公論新社 3-0500968865

913.6 ヨ 余命一年、男をかう 吉川トリコ 講談社 3-0500892766

913.6 ワ 嫌いなら呼ぶなよ 綿矢りさ 河出書房新社 3-0500984021

ティー
ンズ

914 徒然草　ビギナーズ・クラシックス 吉田兼好 角川書店 3-0202003588

914 ベニシアと正　２
ベニシア・スタン
リー・スミス

風土社 3-0500983257

914 オ なつかしい時間 長田弘 岩波書店 3-0500025543

914 タ べつに怒ってない 武田砂鉄 筑摩書房 3-0500982196

914 ナ 自由対談 中村文則 河出書房新社 3-0500983940

914 ニ 誰もいない文学館 西村賢太 本の雑誌社 3-0500976387

文庫本 914 ム となりの脳世界 村田沙耶香 朝日新聞出版 3-0500919492

915 ア チェコに学ぶ「作る」の魔力 あまのさくや かもがわ出版 3-0500969602

文庫本 915 コ 五足の靴 五人づれ 岩波書店 3-0207036430

文庫本 915 芭蕉自筆奥の細道 松尾芭蕉 岩波書店 3-0500505906
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文庫本 918 ちくま　日本文学０１１ 筑摩書房 3-0208016750

文庫本 918 ちくま　日本文学０１６ 筑摩書房 3-0208033345

923 三体Ｘ　観想之宙 宝樹 早川書房 3-0500979468

923 柩のない埋葬 方方 河出書房新社 3-0500962931

929.1 ある日、僕が死にました イギョンヘ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500956490

929.1 プリズム ソンウォンピョン 祥伝社 3-0500980500

933 ア パープル・ハイビスカス
チママンダ・ンゴ
ズィ・アディーチェ

河出書房新社 3-0500968056

文庫本 933 ア メイプル夫妻の物語
ジョン・アップダイ
ク

新潮社 3-0190363214

文庫本 933 ウ 業火の市（まち） ドン・ウィンズロウ
ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500966228

文庫本 933 ク
ミス・マープル最初の事件　牧師館
の殺人

アガサ・クリスティ 東京創元社 3-0500980299

933 サ 彼女の思い出／逆さまの森
Ｊ．Ｄ．サリン
ジャー

新潮社 3-0500984361

文庫本 933 シ 自由研究には向かない殺人 ホリー・ジャクソン 東京創元社 3-0500900816

文庫本 933 シ 優等生は探偵に向かない ホリー・ジャクソン 東京創元社 3-0500981953

933 タ ロンドン・アイの謎 シヴォーン・ダウド 東京創元社 3-0500980528

文庫本 933 チ 気むずかし屋にはクッキーを ローラ・チャイルズ 原書房 3-0500688011

文庫本 933 ノ テメレア戦記　４　[上] ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0500972955

文庫本 933 ノ テメレア戦記　４　[下] ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0500972954

文庫本 933 ホ スウ姉さん Ｅ．ポーター 河出書房新社 3-0500151655

936 アウシュヴィッツのお針子
ルーシー・アドリン
トン

河出書房新社 3-0500970343

文庫本 949
九つ目の墓　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

3-0500512072

文庫本 953 サ ブラームスはお好き サガン 新潮社 3-0500530677

953 シ 運河の家　人殺し
ジョルジュ・シムノ
ン

幻戯書房 3-0500962598

文庫本 963 ガルシア＝マルケス中短篇傑作選
ガブリエル・ガルシ
ア＝マルケス

河出書房新社 3-0500979120

文庫本 963 精霊たちの迷宮　上
カルロス・ルイス・
サフォン

集英社 3-0500989603

文庫本 963 精霊たちの迷宮　下
カルロス・ルイス・
サフォン

集英社 3-0500989605

文庫本 983 狩場の悲劇
アントン・チェーホ
フ

中央公論新社 3-0500975493

文庫本 983 鼻 ゴーゴリ 光文社 3-0206079408

別置

002
頭の良い人がやっている「調べ方」
究極のコツ　仕事も人生もうまくい
く！大人の探求学習

齋藤孝 学研プラス 3-0500985954

情報科
学

007.6
これ１冊で丸わかり完全図解セキュ
リティー対策

日経ＮＥＴＷＯＲＫ
／編集

日経ＢＰ 3-0500973120

情報科
学

007.6
算数で読み解くコンピュータのしく
み

馬場敬信 技術評論社 3-0500984059

015
インターネットで文献探索　２０２
２年版

伊藤民雄 日本図書館協会 3-0500972943

015 読書会という幸福 向井和美 岩波書店 3-0500976021

児童書
研究

017 司書と先生がつくる学校図書館 福岡淳子 玉川大学出版部 3-0500327332

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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019
誰もが読書をできる社会を目指して
読書のカタチを選べる「読書バリア
フリー法」

文部科学省／編 文部科学省 3-0500957835

019
図書館魔女の蔵書票（エクス・リブ
リス）

大島真理 郵研社 3-0500985259

021
実務者のための著作権ハンドブック
新版

池村聡／編著 著作権情報センター 3-0500962900

069 ４７都道府県・博物館百科 可児光生 丸善出版 3-0500978043

069
世界はさわらないとわからない
「ユニバーサル・ミュージアム」と
は何か

広瀬浩二郎 平凡社 3-0500981930

104
「みんな違ってみんないい」のか？
相対主義と普遍主義の問題

山口裕之 筑摩書房 3-0500979490

104
実戦・哲学ディベート　<人生の選
択>を見極める

高橋昌一郎 ＮＨＫ出版 3-0500965540

104
哲学者たちの思想、戦わせてみまし
た　比べてわかる哲学事典

畠山創／監修 ＳＢクリエイティブ 3-0500983298

120
知名と立命　安岡正篤人間学講和
新装版

安岡正篤 プレジデント社 3-0500295410

123
大人のための論語　２５００年も読
み継がれている最高の“生き方”の
教科書

遠越段 総合法令出版 3-0500965286

文庫本 131 パイドン　魂について プラトン 光文社 3-0500689216

文庫本 134 カント先生の散歩 池内紀 潮出版社 3-0500394739

141
「静かな人」の戦略書　騒がしすぎ
るこの世界で内向型が静かな力を発
揮する法

ジル・チャン ダイヤモンド社 3-0500977750

参考書 148 神宮宝暦　令和５年 神宮館編集部／編著 神宮館 3-0500983613

文庫本 159
わが座右の『徒然草』人生の指針、
知恵の宝庫

江坂彰 ＰＨＰ研究所 3-0208070683

159
９２歳総務課長の教え　世界一仕事
が楽しくなる！

玉置泰子 ダイヤモンド社 3-0500965917

159
さあ、本当の自分に戻り幸せになろ
う　人生をシンプルに正しい軌道に
戻す９つの習慣

マーク・チャーノフ
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

3-0500798892

159 僕が考える投資いついて 松浦弥太郎 祥伝社 3-0500918222

159
苦しかったときの話をしようか　ビ
ジネスマンの父が我が子のために書
きためた「働くことの本質」

森岡毅 ダイヤモンド社 3-0500681932

159 ８０歳の壁 和田秀樹 幻冬舎 3-0500954972

159
８０歳の超え方　老いは怖くない
が、面倒くさい

和田秀樹 廣済堂出版 3-0500977088

159
老いの品格　品よく、賢く、おもし
ろく

和田秀樹 ＰＨＰ研究所 3-0500970739

159 老いが怖くなくなる本 和田秀樹 小学館 3-0500971363

162
寺社焼き討ち　狙われた聖域・
神々・本尊

稙田誠 戎光祥出版 3-0500983384

172
神になった武士　平将門から西郷隆
盛まで

高野信治 吉川弘文館 3-0500952942

175 世界遺産の神社 神宮館 3-0500968119

182 仏教の大東亜戦争 鵜飼秀徳 文藝春秋 3-0500982454

190
ＬＧＢＴとキリスト教　２０人のス
トーリー

平良愛香／監修
日本キリスト教団出
版局

3-0500962833

192
世界を揺るがした聖遺物　ロンギヌ
スの槍、聖杯、聖十字架…の神秘と
真相

杉崎泰一郎 河出書房新社 3-0500962547

192
日本人にとってキリスト教とは何か
遠藤周作『深い河』から考える

若松英輔 ＮＨＫ出版 3-0500905826

文庫本 193 イエス伝　マルコ伝による 矢内原忠雄 中央公論新社 3-0500715085

201 ジェンダーと歴史学　３０周年版
ジョーン・Ｗ．ス
コット

平凡社 3-0500965862
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209
ビザンツ帝国　千年の興亡と皇帝た
ち

中谷功治 中央公論新社 3-0500792275

209
噴火と寒冷化の災害史　「火山の
冬」がやってくる

石弘之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500987571

文庫本 210
考証要集　秘伝！ＮＨＫ時代考証資
料

大森洋平 文藝春秋 3-0500112717

210.1
もういちど読みとおす山川新日本史
上

大津透 山川出版社 3-0500987903

210.1
もういちど読みとおす山川新日本史
下

大津透 山川出版社 3-0500987904

210.3
皇位継承と藤原氏　摂政・関白はな
ぜ必要だったのか

神谷正昌 吉川弘文館 3-0500983628

210.3
大化改新　「乙巳の変」の謎を解く
新版

遠山美都男 中央公論新社 3-0500968916

文庫本 210.4
北条時宗と安達泰盛　異国合戦と鎌
倉政治史

村井章介 講談社 3-0500973138

210.5
江戸の組織人　現代企業も官僚機構
も、すべて徳川幕府から始まった！

山本博文 朝日新聞出版 3-0500959348

210.6 父から子に伝えたい戦争の歴史 半藤一利 ＳＢクリエイティブ 3-0500972409

210.7 石原莞爾と山本五十六　失敗の本質 村田精久 文藝春秋企画出版部 3-0500978001

210.7 昭和と日本人失敗の本質 半藤一利 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500979726

210.7 世界史としての「大東亜戦争」 細谷雄一／編著 ＰＨＰ研究所 3-0500982510

210.7
大東亜共栄圏　帝国日本のアジア支
配構想

安達宏昭 中央公論新社 3-0500982491

229
ロシア・チェチェン戦争の６２８日
ウクライナ侵攻の原点に迫る

林克明
清談社ｐｕｂｌｉｃ
ｏ

3-0500973959

233
スコットランド全史　「運命の石」
とナショナリズム

桜井俊彰 集英社 3-0500975141

234 ドイツ史　上 木村靖二／編 山川出版社 3-0500975518

234 ドイツ史　下 木村靖二／編 山川出版社 3-0500975519

235 図説フランスの歴史　増補２版 佐々木真 河出書房新社 3-0500977050

236 <図説>スペインの歴史 立石博高 河出書房新社 3-0500969848

238
北欧史　上　デンマーク・ノル
ウェー・スウェーデン・フィンラン
ド

百瀬宏 山川出版社 3-0500987667

238
北欧史　下　デンマーク・ノル
ウェー・スウェーデン・フィンラン
ド

百瀬宏 山川出版社 3-0500987669

238
ロシアの歴史　この大国は何を望ん
でいるのか？

島崎晋 実業之日本社 3-0500971303

281
Ｗｏｍａｎ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ　１０
０　日本の女性偉人たち

ヤマザキマリ／監修 昭文社 3-0500973588

289 イ 石原莞爾の世界戦略構想 川田稔 祥伝社 3-0500363520

289 ハ 半藤一利わが昭和史 半藤一利 平凡社 3-0500960814

290
地球の歩き方　Ｂ　０６（２０２３
～２０２４年版）

地球の歩き方編集室
／編集

地球の歩き方 3-0500985958

290
地球の歩き方　Ｃ　０１ハワイ　１
オアフ島＆ホノルル（２０２３～２
０２４年版）

地球の歩き方編集室
／編集

地球の歩き方 3-0500985959

290 地球の歩き方　Ｓ０２ 地球の歩き方 3-0500982553

290 地球の歩き方　Ｗ１８
地球の歩き方編集室
／編集

地球の歩き方 3-0500982559

291.3 小笠原　父島　母島　３訂版 地球の歩き方 3-0500984403

地図 291.3 群馬県道路地図　５版 昭文社 3-0500970757

地図 291.3 埼玉県道路地図　６版 昭文社 3-0500967046

カウン
ター

291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市都筑区
２０２２０８

ゼンリン 3-0500991689
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291.3
るるぶ群馬‘２３　草津　伊香保
みなかみ

ＪＴＢパブリッシン
グ

3-0500973805

291.6 京都　改訂３版 朝日新聞出版 3-0500972160

291.6 京都　第１７版 実業之日本社 3-0500979451

291.6
京都ゆとりの旅　大きな文字で読み
やすい　第１０版

実業之日本社 3-0500979450

別置

304 下り坂のニッポンの幸福論 内田樹 青幻舎 3-0500977384

304 日本のタブー４．０ 白石和彌 宝島社 3-0500984368

304 よくも言ってくれたよな 中川淳一郎 新潮社 3-0500975146

309 「リベラル」の正体 茂木誠 ワック 3-0500977400

309
私がつかんだコモンと民主主義　日
本人女性移民、ヨーロッパのＮＧＯ
で働く

岸本聡子 晶文社 3-0500984004

文庫本 311 国民とは何か エルネスト・ルナン 講談社 3-0500960006

312.1
沖縄５０年の憂鬱　新検証・対米返
還交渉

河原仁志 光文社 3-0500959297

312.1 長期腐敗体制 白井聡 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500973577

312.2
ミャンマー「民主化」を問い直す
ポピュリズムを越えて

山口健介 ＮＨＫ出版 3-0500969566

316 人種主義の歴史 平野千果子 岩波書店 3-0500969189

316
新疆ウイグル自治区　中国共産党支
配の７０年

熊倉潤 中央公論新社 3-0500975811

文庫本 317
官僚の研究　日本を創った不滅の集
団

秦郁彦 講談社 3-0500960003

317 職業としての官僚 嶋田博子 岩波書店 3-0500969186

317 会計検査院　令和４年版
会計検査院事務総長
官房総務課渉外広報
室／編

会計検査院事務総長
官房総務課渉外広報
室

3-0500964996

318
ソーシャルＸ　企業と自治体でつく
る「楽しい仕事」

伊藤大貴 日経ＢＰ 3-0500964347

319.3
陸・海・空軍人によるウクライナ侵
攻分析　日本の未来のために必要な
こと

チャンネルくらら ワニブックス 3-0500984322

319.8
戦後日本の安全保障　日米同盟、憲
法９条からＮＳＣまで

千々和泰明 中央公論新社 3-0500968914

320
法情報の調べ方入門　法の森のみち
しるべ　第２版

ロー・ライブラリア
ン研究会/編

日本図書館協会 3-0500958661

文庫本 323 君たちの日本国憲法 池上彰 集英社 3-0500937648

323 憲法判例集　第１２版 渋谷秀樹／編著 有斐閣 3-0500946984

324
初めての人のための契約書の実務
読み方・作り方・交渉の考え方　第
４版

牧野和夫 中央経済社 3-0500976513

326 死刑について 平野啓一郎 岩波書店 3-0500975446

332 資本主義全史 的場昭弘 ＳＢクリエイティブ 3-0500964425

332.1
「安いニッポン」が日本を大復活さ
せる！

武者陵司 ワック 3-0500947261

332.1
日本病　なぜ給料と物価は安いまま
なのか

永濱利廣 講談社 3-0500968055

332.3 ＥＵ経済入門　第２版 本田雅子／編著 文眞堂 3-0500962619

335.1
世界を変える５つのテクノロジー
ＳＤＧｓ、ＥＳＧの最前線

山本康正 祥伝社 3-0500902890

336
基本と実務がよくわかる小さな会社
の総務・労務・経理　２２－２３年
版

池田陽介／監修 ナツメ社 3-0500967553

336.2
超没入　メールやチャットに邪魔さ
れない、働き方の正解

カル・ニューポート 早川書房 3-0500969298

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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336.4
日本人の承認欲求　テレワークがさ
らした深層

太田肇 新潮社 3-0500960691

336.9
会計と経営の七〇〇年史　五つの発
明による興奮と狂乱

田中靖浩 筑摩書房 3-0500957967

336.9 比べて丸わかり！会計の用語図鑑 石川和男 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500964695

338
つみたてＮＩＳＡはこの９本から選
びなさい　最新版

中野晴啓 ダイヤモンド社 3-0500951975

参考書 345
財政評価基準書　令和４年分　第１
１分冊　東京国税局管内

全国官報販売協同組
合

3-0500989213

参考書 350
世界国勢図会　２０２２－２３　世
界がわかるデータブック

矢野恒太記念会／編
集

矢野恒太記念会 3-0500990900

361.4
１ステップで気分があがる↑気持ち
のきりかえ事典

大野萌子 扶桑社 3-0500985835

361.4
情報革命４００年　上　顕微鏡から
グーグルまで

ケネス・カミール ニュートンプレス 3-0500967581

361.4
情報革命４００年　下　顕微鏡から
グーグルまで

ケネス・カミール ニュートンプレス 3-0500967582

361.4
人は話し方が９割　１分で人を動か
し、１００％好かれる話し方のコツ

永松茂久 すばる舎 3-0500718523

361.4
世界を変える「権力」の授業　ハー
バード大学ＭＢＡ発

ジュリー・バッティ
ラーナ

ＣＣＣメディアハウ
ス

3-0500976853

361.5 押井守のサブぃカルチャー７０年 押井守 東京ニュース通信社 3-0500964647

361.7 よくわかる地域社会学 山本努／編著 ミネルヴァ書房 3-0500965677

361.8
ダボスマン　世界経済をぶち壊した
億万長者たち

ピーター・Ｓ・グッ
ドマン

ハーパーコリンズ・
ジャパン

3-0500977517

365 マイルド・サバイバー たくきよしみつ
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500986998

366.1 図解でわかる労働法の基本としくみ 佐藤広一 アニモ出版 3-0500959349

366.2
３０代から地元で暮らす幸せのＵ
ターン転職

江口勝彦
幻冬舎メディアコン
サルティング

3-0500947741

ティー
ンズ

366.2 声優になるには　改訂版 山本健翔 ぺりかん社 3-0500964704

ティー
ンズ

366.2 化学技術者・研究者になるには 堀川晃菜 ぺりかん社 3-0500972947

366.3
育児・介護休業法　就業規則、社内
様式、労使協定例

小磯優子 労務行政 3-0500949337

366.8
お金のこと何もわからないままフ
リーランスになっちゃいましたが税
金で損しない方法を教えてくださ

大河内薫 サンクチュアリ出版 3-0500637746

文庫本 367.1 フェミニズムってなんですか？ 清水晶子 文藝春秋 3-0500968580

367.2 女性白書　２０２２
日本婦人団体連合会
／編

ほるぷ出版 3-0500990322

367.3
Ｑ＆Ａ離婚・再婚家族と子どもを知
るための基礎知識　当事者から心
理・福祉・法律分野の実務家まで

村尾泰弘／編著 明石書店 3-0500959677

367.5 新しい声を聞くぼくたち 河野真太郎 講談社 3-0500969882

参考書 367.6 子供・若者白書　令和４年版 内閣府／編集 日経印刷 3-0500988043

368
トゥルークライム　アメリカ殺人鬼
ファイル

平山夢明／監修 光文社 3-0500961114

368
トマトソースはまだ煮えている。重
要参考人が語るアメリカン・ギャン
グ・カルチャー

ＨＥＡＰＳ編集部 左右社 3-0500982152

369 ヤングケアラーってなんだろう 澁谷智子 筑摩書房 3-0500965859

参考書 369.2 障害者白書　令和４年版 内閣府／編集 勝美印刷 3-0500990017

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

369.3
ぼくはロヒンギャ難民。　差別さ
れ、迫害され、故郷を追われた人び
と

小峯茂嗣 合同出版 3-0500947971
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参考書 373 文部科学白書　令和３年度 文部科学省／編集 日経印刷 3-0500990015

375

子どもたちの未来を創ったプログラ
ミング教育　日本最初のプログラミ
ング教育を受けた小学生たちは一世
代後にどう育ったか、プログラミン
グが育てた思考・創造力

戸塚滝登 技術評論社 3-0500973953

ティー
ンズ

376.8
教育学部　中高生のための学部選び
ガイド

三井綾子 ぺりかん社 3-0500600041

ティー
ンズ

376.8
歯学部　中高生のための学部選びガ
イド

橋口佐紀子 ぺりかん社 3-0500963678

ティー
ンズ

376.8
社会福祉学部　中高生のための学部
選びガイド

元木裕 ぺりかん社 3-0500923799

378
発達障害のある子と家族によりそう
安心サポートＢＯＯＫ　小学生編

岡田俊 ナツメ社 3-0500951201

378
発達障害のある子と家族によりそう
安心サポートＢＯＯＫ　幼児編

岡田俊 ナツメ社 3-0500951200

379
勉強が面白くなる瞬間　読んだらす
ぐ勉強したくなる究極の勉強法

パクソンヒョク ダイヤモンド社 3-0500968066

382 トルコ民族の世界史　新版 坂本勉 慶應義塾大学出版会 3-0500965921

383.1
ふんどしニッポン　下着をめぐる魂
の風俗史

井上章一 朝日新聞出版 3-0500965955

383.8 イギリスが変えた世界の食卓 トロイ・ビッカム 原書房 3-0500969646

383.8 古今東西スイーツ物語 吉田菊次郎 松柏社 3-0500967845

383.9
江戸の道具図鑑　暮らしを彩る道具
の本

飯田泰子 芙蓉書房出版 3-0500968863

385
日本水引　結ぶ、祈る、贈る、日本
のかたち

長浦ちえ 誠文堂新光社 3-0500971670

児童書
研究

388
おはなしおばさんのおはなし春夏秋
冬

藤田浩子／語り 読書サポート 3-0500809904

文庫本 388
宮本常一『忘れられた日本人』を読
む

網野善彦 岩波書店 3-0500013714

391 サイバー戦争終末のシナリオ　上
ニコール・パーロー
ス

早川書房 3-0500985979

391 サイバー戦争終末のシナリオ　下
ニコール・パーロー
ス

早川書房 3-0500985980

392
図解でよくわかる！北朝鮮軍事力の
すべて

西村金一 ビジネス社 3-0500968925

395
日米地位協定の現場を行く　「基地
のある街」の現実

山本章子 岩波書店 3-0500969187

395 辺野古入門 熊本博之 筑摩書房 3-0500957970

別置

400
３６６日世界の大自然　絶景の知ら
れざる秘密から驚きの自然現象まで

円城寺守／監修 三才ブックス 3-0500978545

410 文系でもわかるＡＩ時代の数学 永野裕之 祥伝社 3-0500985104

420
物理の４大定数　宇宙を支配する
ｃ、Ｇ、ｅ、ｈ

小谷太郎 幻冬舎 3-0500984372

430
読むだけで身につく化学千夜一夜物
語　食品、日用品から最先端技術ま
で７５話

太田博道 化学同人 3-0500983372

451
イラスト＆図解知識ゼロでも楽しく
読める！天気のしくみ

中島俊夫／監修 西東社 3-0500981510

455 土砂災害の疑問５５
日本応用地質学会災
害地質研究部会／編

成山堂書店 3-0500976839

459 神秘的で美しい石図鑑 須田布由香 ナツメ社 3-0500985165

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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461
生物を分けると世界が分かる　分類
すると見えてくる、生物進化と地球
の変遷

岡西政典 講談社 3-0500982800

469
縄文人と弥生人　「日本人の起源」
論争

坂野徹 中央公論新社 3-0500982493

文庫本 470 わが植物愛の記 牧野富太郎 河出書房新社 3-0500979395

ティー
ンズ

480 あえるよ！山と森の動物たち 今泉忠明 朝日出版社 3-0500884101

文庫本 490
人生最後のご馳走　淀川キリスト教
病院のリクエスト食

青山ゆみこ 幻冬舎 3-0500722817

491 がん予防の教科書 浅香正博 潮出版社 3-0500986514

493.7 うつ病治療大全 野村総一郎／監修 講談社 3-0500971626

493.7 誤解だらけの発達障害　増補改訂版 岩波明 宝島社 3-0500973168

493.7
早期発見で乗り越える「統合失調
症」の本　正しい理解と家族の対応
法

水野雅文／監修 大和出版 3-0500986603

494
運動を頑張らなくても腎機能がみる
みる強まる食べ方大全　国立大学教
授・腎臓の名医が教える

上月正博 文響社 3-0500979788

498.3
「ベストセラー健康書」１００冊を
読んでわかった健康法の真実

「健康書」プロ編集
者の会／編著

主婦と生活社 3-0500984771

498.3
１００年足腰　死ぬまで歩けるから
だの使い方

巽一郎 サンマーク出版 3-0500742577

498.3
ひとりほぐし　肩こり　便秘　たる
み　むくみ　うつうつを自分の手で
ときほぐす！

崎田ミナ 日経ＢＰ 3-0500922931

498.5
パッと探せる！糖質量ハンドブック
食材・料理１４２０　最新版

山岸昌一／監修 西東社 3-0500971766

498.5
免疫力が上がるアルカリ性体質にな
る食べ方　すべての病気の原因は酸
性体質にあった！

小峰一雄 ユサブル 3-0500948376

498.6
免疫学者が語るパンデミックの「終
わり」と、これからの世界

小野昌弘 筑摩書房 3-0500976818

498.7 子どもが伸びる！自律神経の整え方 小林弘幸 きずな出版 3-0500947238

参考書 499
医者からもらった薬がわかる本　２
０２２-２０２３年版

医薬制度研究会 法研 3-0500973741

501
はじめて学ぶＡｕｔｏＣＡＤ　２０
２３作図・操作ガイド

鈴木孝子 ソーテック社 3-0500974043

507
こうして知財は炎上する　ビジネス
に役立つ１３の基礎知識

稲穂健市 ＮＨＫ出版 3-0500613318

参考書 519.1
環境白書　循環型社会白書／生物多
様性白書　令和４年版

環境省大臣官房環境
計画課／編集

日経印刷 3-0500977827

521 江戸で部屋さがし
菊地ひと美／著者・
絵

講談社 3-0500968051

ティー
ンズ

521
日本の城語辞典　城にまつわる言葉
をイラストと豆知識でいざ！読み解
く

萩原さちこ 誠文堂新光社 3-0500920215

523
図説　西洋建築の歴史　美と空間の
系譜　新装版

佐藤達生 河出書房新社 3-0500977052

524 ディテールの教科書　特別編３０選
日経アーキテクチュ
ア／編

日経ＢＰ 3-0500965976

530
機械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

小林哲也 技術評論社 3-0500970705

537
図解入門　よくわかる最新バイクの
基本と仕組み　バイクの最新技術を
基礎から学ぶ　第４版

青木タカオ 秀和システム 3-0500971038

540
ＧＥ帝国盛衰史　「最強企業」だっ
た組織はどこで間違えたのか

トーマス・グリタ ダイヤモンド社 3-0500980966

情報科
学

547.4
この一冊で全部わかるサーバーの基
本　実務で生かせる知識が、確実に
身につく　第２版

きはしまさひろ ＳＢクリエイティブ 3-0500965600
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文庫本 559 鉄砲伝来　兵器が語る近世の誕生 宇田川武久 講談社 3-0500050144

588
ラム酒は楽しい！　絵で読むラム教
本

ミカエル・ギド
パイインターナショ
ナル

3-0500969253

別置

590
８７歳、古い団地で愉しむひとりの
暮らし

多良美智子 すばる舎 3-0500953817

590 くらすたのしみ 甲斐みのり
ｍｉｌｌｅ　ｂｏｏ
ｋｓ

3-0500871952

591
知らないと大損する老後の「お金」
の裏ワザ

荻原博子 ＳＢクリエイティブ 3-0500979504

593.3
ＬａＬａ　Ｄｒｅｓｓ踊りだしたく
なる女の子の服　９０～１５０ｃｍ
サイズ実物大の型紙つき　改訂版

鳥巣彩子 ブティック社 3-0500970955

593.3
今日作って明日着る服　作るのも着
るのも楽ちんがいちばん！

加藤容子 ブティック社 3-0500959243

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　９（ｎ
ｏ．１６４）

主婦と生活社 3-0500987125

594.2
Ｆｒｏｇ　ａｎｄ　Ｔｏａｄクロス
ステッチＢＯＯＫ　名作絵本の世界
が、かわいい刺繍になりました

宗のりこ／刺繍デザ
イン・制作

誠文堂新光社 3-0500980220

594.3
１ＤＡＹマクラメ　ひもを結んで作
る簡単小もの

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0500971308

594.3
糸とサイズで楽しむかぎ針編みのテ
ディベア　Ｍｙ　Ｔｅｄｄｙ　Ｂｅ
ａｒ

アップルミンツ 3-0500985236

594.3
かぎ針で編むエコたわし大全集　一
年中大活躍！

アップルミンツ 3-0500977181

595
メイクがなんとなく変なので友達の
美容部員にコツを全部聞いてみた

吉川景都 ダイヤモンド社 3-0500959967

596
ごはん作りの絶望に寄り添うレシピ
やる気０％からの料理術

本多理恵子
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500963776

596
なくてはならない調味料「酢」のレ
シピ

有元葉子 東京書籍 3-0500985884

文庫本 596 美味礼賛　上 ブリア＝サヴァラン 中央公論新社 3-0500847648

文庫本 596 美味礼賛　下 ブリア＝サヴァラン 中央公論新社 3-0500847649

596.2 ぎをん献立帖　愛蔵版 森川裕之 世界文化社 3-0500977089

596.3 粉１００、水５０でつくるすいとん ｍｉｎｏｋａｍｏ 技術評論社 3-0500978887

596.3
鶏むねダイエット最強たんぱく質レ
シピ１５０

エダジュン 主婦と生活社 3-0500982944

596.6 チェリーのお菓子 藤野貴子 文化学園文化出版局 3-0500977739

文庫本 597
空間心理カウンセラーの「いいこ
と」が次々起こる片づけの法則

伊藤勇司 三笠書房 3-0500602618

597
だから、５０歳から片づける　「思
い出のもの」は捨てなくていい

阿部静子
ＣＣＣメディアハウ
ス

3-0500970468

611
法人化塾　インボイス制度対応と農
業の経営継承・組織再編　改訂第２
版

森剛一 農山漁村文化協会 3-0500942264

620
植物のきもち　がんばりすぎない
ガーデニング

金子三保子 日東書院本社 3-0500970377

626
野菜と果物すごい品種図鑑　知られ
ざるルーツを味わう

竹下大学 エクスナレッジ 3-0500980549

626
はじめてのベジ・ガーデン　野菜も
花も楽しめる

矢田陽介／監修 成美堂出版 3-0500956365

627 カラーリーフ図鑑　決定版 荻原範雄 講談社 3-0500976359

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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627
小さな苔ガーデニング　コケリウム
から坪庭まで

大野好弘 主婦の友社 3-0500959969

648 ヨーグルトの本 向井智香
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500954893

参考書 650 森林・林業白書　令和４年版 林野庁／編
全国林業改良普及協
会

3-0500990018

653
森のふしぎ　森林生態系の循環と利
用　改訂版

馬場孝三 鳥影社 3-0500962248

666
アクアリウムのある生活　こだわり
の自然水景をつくる

千田義洋／監修 日東書院本社 3-0500963363

673
お花屋さんの仕事基本のき　今さら
聞けない仕入れ・販売・店づくりの
こと　新版

日本フローラルマー
ケティング協会／編

誠文堂新光社 3-0500966189

674 ハイブリッドイベントの教科書 光畑真樹
クロスメディア・パ
ブリッシング

3-0500969894

675 Ｚ世代に学ぶ超バズテク図鑑 原田曜平 ＰＨＰ研究所 3-0500975911

675
世界一やさしいＴｉｋＴｏｋマーケ
ティングの教科書１年生　ビジネス
活用にも最適！

小里雄平 ソーテック社 3-0500970810

参考書 681 交通安全白書　令和４年版 内閣府／編集 勝美印刷 3-0500992304

683
ビジュアルでわかる　船と海運のは
なし　新訂　増補２訂版

拓海広志 成山堂書店 3-0500976840

683 船旅の文化誌 富田昭次 青弓社 3-0500963252

689
最新旅行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　第５版

中村恵二 秀和システム 3-0500967139

699
答えられないと叱られる！？チコ
ちゃんの素朴なギモン３６５

ＮＨＫ「チコちゃん
に叱られる！」制作
班／監修

宝島社 3-0500974535

別置

文庫本 702 江戸へようこそ 杉浦日向子 筑摩書房 3-0193005420

718 運慶　鎌倉幕府と三浦一族 運慶［作］ 吉川弘文館 3-0500981895

文庫本 723 ゴッホの手紙 小林秀雄 新潮社 3-0500808907

723 日本でしか観られない世界の名画 岡部昌幸 青春出版社 3-0500975156

726 二番目の悪者 林木林 小さい書房 3-0500219612

727
「文様」のしきたり　暮らしを彩る
日本の伝統

藤依里子 青春出版社 3-0500960763

731 版画でオリジナル・グッズを作ろう 阿部出版 3-0500973974

746
動画の文法　トップ・プロが教える
「伝わる動画」の作り方

神井護 技術評論社 3-0500969254

754.9
世界を旅するポップアップカード
立体の窓の中に広がる各国の景色

月本せいじ ブティック社 3-0500971590

754.9
はじめてさんに作ってほしい！ペー
パークイリングスタートブック

なかたにもとこ／監
修

ブティック社 3-0500964210

756 日本刀が語る歴史と文化　増補版 宮﨑政久 雄山閣 3-0500969905

760
ＳＰレコード入門　基礎知識から史
料活用まで

毛利眞人 スタイルノート 3-0500968071

762.1 終止符のない人生 反田恭平 幻冬舎 3-0500982790

762.3 クラシック偽作・疑作大全 近藤健児 青弓社 3-0500979108

762.8 名曲誕生の裏事情 山根悟郎 学研プラス 3-0500972747

763
大人のためのヴァイオリン上達バイ
ブル　基本の見直しから応用テク
ニックまで

上田眞仁／監修
メイツユニバーサル
コンテンツ

3-0500977093

763
初心者のヴァイオリン基礎教本　名
曲を使った実戦練習で楽しく弾ける
入門書

長嶺安一／編著 自由現代社 3-0500967135

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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763
初心者のためのアコースティック・
ギター講座　２０２２

自由現代社編集部／
編著

3-0500967134

763
絶対！うまくなるホルン１００のコ
ツ

丸山勉
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

3-0500975562

763 まるごとマンドリンの本 吉田剛士 青弓社 3-0500986123

767
作詞入門　実例で学ぶポイントとコ
ツ

昆真由美 スタイルノート 3-0500976395

768
日本文化を奏でる竹笛　篠笛・真笛
の日本の音

蘭照／述
文化科学高等研究院
出版局

3-0500959331

文庫本 773 お能・老木の花 白洲正子 講談社 3-0193035370

775
ミュージカルの歴史　なぜ突然歌い
だすのか

宮本直美 中央公論新社 3-0500975496

778 定年後に見たい映画１３０本 勢古浩爾 平凡社 3-0500974553

778
日本アニメ史　手塚治虫、宮崎駿、
庵野秀明、新海誠らの１００年

津堅信之 中央公論新社 3-0500961151

779 テレビじゃ言えない ビートたけし 小学館 3-0500457643

780
パラスポーツとボランティア　大学
生、パラアスリートと出会う

兵藤智佳／編著 ナカニシヤ出版 3-0500966976

783.7
ルポ大谷翔平　日本メディアが知ら
ない「リアル二刀流」の真実

志村朋哉 朝日新聞出版 3-0500959345

786 新しい登山の教科書 栗山祐哉／監修 池田書店 3-0500973648

788
これでケイリンのすべてがわかる
競輪はＫＥＩＲＩＮに変わった

阿部道 三恵書房 3-0500968649

789
フランス柔道とは何か　教育・学
校・スポーツ

星野映／編著 青弓社 3-0500977038

文庫本 791 本のお茶 川口葉子／抄訳・文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500548957

文庫本 807
２０カ国語ペラペラ　私の外国語学
習法

種田輝豊 筑摩書房 3-0500965845

810
<学習者からの質問に学ぶ>日本語文
法を教えるためのポイント３０　中
上級編

高嶋幸太 大修館書店 3-0500965307

811
てんまる　日本語に革命をもたらし
た句読点

山口謠司 ＰＨＰ研究所 3-0500960829

816
大人のための短い文章の書き方ＢＯ
ＯＫ　新人からベテランまで使える

川崎麻子 総合法令出版 3-0500973241

827
話してみたい中国語必須フレーズ１
００

相原茂 朝日出版社 3-0500965919

829.1
くらべて覚える韓国語　イラストで
読まずにわかる！

古田富建 かんき出版 3-0500964830

837
オンライン英会話でどんどん話せる
トレーニングＢＯＯＫ

上野陽子 日本実業出版社 3-0500970395

837
誰でも使える／テーマ別自己紹介の
英語　３０秒で自分を語ることがで
きる定型フレーズ集　改訂版

浦島久
ＩＢＣパブリッシン
グ

3-0500968110

847
中級ドイツ語会話ハンドブック　伝
えたいすべてのことがこの一冊に。
新版

谷澤優子／共著 白水社 3-0500974827

別置

郷土青
葉

910 サ 佐藤春夫と大逆事件 山中千春 論創社 3-0500392905

郷土青
葉

910 タ 小田原事件　谷崎潤一郎と佐藤春夫 ゆりはじめ 夢工房 3-0207012930

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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郷土青
葉

910 サ 佐藤春夫と大逆事件 山中千春 論創社 3-0500392905

郷土 291.3
横濱ガイドＭＡＰ　Ｖｏｌ．１８
Ｓｕｍｍｅｒ

ルーツ 3-0500980675

郷土 291.3

Ｓｈｉｎ－Ｙｏｋｏｈａｍａ　－
Ｏｋｕｒａｙａｍａ　ａｒｅａ　ｖ
ｉｓｉｔｏｒｓ　ｇｕｉｄｅ　ｍａ
ｐ　Ｅｎｇｌｉｓｈ

大倉山商店街多文化
共生マップ実行委員
会／制作

大倉山商店街振興組
合

3-0500938434

郷土 318.4 こんにちは県議会　２０２２
神奈川県議会議会局
政策調査課広報・調
整グループ／編

神奈川県議会議会局
政策調査課広報・調
整グループ

3-0500975353

郷土 318.7 新たな中期計画の基本的方向
横浜市政策局政策課
／編

横浜市政策局政策課 3-0500973757

郷土 318.7
新たな中期計画の基本的方向　新た
な中期計画の策定に向けて皆様のご
意見をお聞かせください

横浜市政策局政策課
／編

横浜市政策局政策課 3-0500972182

郷土 319
ＹＯＫＥ　公益財団法人横浜市国際
交流協会　中期４か年計画　２０２
２－２０２５　概要版

横浜市国際交流協会
（ＹＯＫＥ）／編

横浜市国際交流協会
（ヨーク）

3-0500974096

郷土 349
横浜市の持続的な発展に向けた財政
ビジョン　（原案）

横浜市／編 横浜市 3-0500966335

郷土 349
横浜市の持続的な発展に向けた財政
ビジョン　データ・アクション編

横浜市／編 横浜市 3-0500978950

郷土 349
横浜市の持続的な発展に向けた財政
ビジョン

横浜市／編 横浜市 3-0500978946

郷土 349

「横浜市の持続的な発展に向けた財
政ビジョン（素案）」に関する市民
意見募集（パブリックコメント）の
実施結果

横浜市／編 横浜市 3-0500966326

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／編

横浜市政策局総務部
統計情報課

3-0500958722

郷土 369.2 障害福祉のあんない　２０２２
横浜市健康福祉局障
害施策推進課／編

横浜市健康福祉局障
害施策推進課

3-0500985662

郷土 369.2
ハートページ　横浜市北部版　２０
２２年

横浜市／監修
ハートメディカルケ
アハートページ編集
部

3-0500971834

郷土 369.3 横浜市の災害　令和３年
横浜市総務局危機管
理室緊急対策課／編

横浜市総務局危機管
理室緊急対策課

3-0500971799

郷土 369.3
横浜市土砂災害ハザードマップ　緑
区（西部）　大雨から身を守るため
に

横浜市建築局建築防
災課／編

横浜市建築局建築防
災課

3-0500959844

郷土 369.3
横浜市土砂災害ハザードマップ　緑
区（東部）　大雨から身を守るため
に

横浜市建築局建築防
災課／編

横浜市建築局建築防
災課

3-0500959849

郷土 369.4
瀬谷区ｄｅ子育て　瀬谷区子育て応
援ガイドブック　〔令和４年度版〕

横浜市瀬谷福祉保健
センターこども家庭
支援課／編

横浜市瀬谷福祉保健
センターこども家庭
支援課

3-0500970148

郷土 369.4
ひとり親家庭のしおり　親子を、み
んなで応援します　令和４年度版

横浜市こども青少年
局こども福祉保健部
こども家庭課／編

横浜市こども青少年
局こども福祉保健部
こども家庭課

3-0500985656

郷土 369.5
横浜市寿福祉プラザ相談室　令和４
年度　業務概要

横浜市健康福祉局生
活福祉部生活支援課
寿地区対策担当／編

横浜市健康福祉局生
活福祉部生活支援課
寿地区対策担当

3-0500978984

郷土 379
横浜市生涯学習　事業概要　令和３
年度

横浜市教育委員会事
務局生涯学習文化財
課／編

横浜市教育委員会事
務局生涯学習文化財
課

3-0500985659

郷土 385
中学生のための礼儀・作法読本　こ
れだけは身につけたい　１６版

横浜市教育委員会事
務局／編

ぎょうせい 3-0500983193

郷土 498.5
横浜市食品衛生監視指導計画実施計
画　令和３年度

横浜市健康福祉局感
染症対策・健康安全
室健康安全部食品衛
生課／編

横浜市健康福祉局感
染症対策・健康安全
室健康安全部食品衛
生課

3-0500980676

14



郷土 518.8
都市デザイン　横浜　個性と魅力あ
るまちをつくる

横浜都市デザイン５
０周年事業実行委員
会／企画・編集

ＢａｎｋＡＲＴ1929 3-0500953892

郷土 706
ヨコハマ・ギャラリー・マップ　２
０２１－２０２２

横浜市民ギャラリー
／編

横浜市民ギャラリー 3-0500957827

郷土 709
ヨコハマアートサイト２０２１　実
施レポート

ＳＴスポット横浜／
編

ヨコハマアートサイ
ト事務局

3-0500965711

郷土 709 美術の眼、考古の眼　企画展
横浜市歴史博物館／
編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500959839

郷土 913.6 サ 女誡扇綺譚・田園の憂鬱 佐藤春夫 小学館 3-0500736553

「あたらしく入った本」10月号は、令和4年8月から同年9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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