
別置 記号

901

お嬢さんと嘘と男たちの
デス・ロード　ジェン
ダー・フェミニズム批評
入門

北村紗衣 文藝春秋 3-0500977720

902
ヨーロッパ中世の神話伝
説の世界　大英図書館豪
華写本で見る

チャントリー・
ウェストウェル

原書房 3-0500983581

児童書研
究 909

図説花開くアメリカ児童
文学　「若草物語」から
「大草原の小さな家」ま
で

ちばかおり 河出書房新社 3-0500939476

909
ワンダーランドに卒業は
ない

中島京子 世界思想社 3-0500984621

910 オ
「十二国記」３０周年記
念ガイドブック

新潮社／編 新潮社 3-0500990807

910 ぼくらの戦争なんだぜ 高橋源一郎 朝日新聞出版 3-0500986264

911.3 俳句劇的添削術 井上弘美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500987570

文庫本 913.6 夏の花ほか　戦争文学 原民喜／ほか 筑摩書房 3-0500450152

913.6 ア ナゾトキ・ジパング 青柳碧人 小学館 3-0500976087

913.6 ア いつもの木曜日 青山美智子 宝島社 3-0500990604

文庫本 913.6 ア

セピア色の回想録　杉原
爽香〈４９歳の春〉
文庫オリジナル／長編青
春ミステリー

赤川次郎 光文社 3-0500994599

文庫本 913.6 ア 誇り高き週末 赤川次郎 集英社 3-0500907563

文庫本 913.6 ア 羅生門・蜜柑ほか 芥川龍之介 筑摩書房 3-0500442760

913.6 ア 夜の道標 芦沢央 中央公論新社 3-0500987575

913.6 ア かんむり 彩瀬まる 幻冬舎 3-0500995506

913.6 ア はぐれ鴉 赤神諒 集英社 3-0500979114

913.6 ア ｉｎｖｅｒｔ　２ 相沢沙呼 講談社 3-0500995524

913.6 イ 幻告 五十嵐律人 講談社 3-0500984356

913.6 イ ハヤブサ消防団 池井戸潤 集英社 3-0500993284

文庫本 913.6 イ 半沢直樹　１ 池井戸潤 講談社 3-0500738773

913.6 イ ペットショップ無惨 石田衣良 文藝春秋 3-0500994725

（NDC900-999）
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文庫本 913.6 エ 明智小五郎事件簿　１ 江戸川乱歩 集英社 3-0500381065

文庫本 913.6 エ 明智小五郎事件簿　２ 江戸川乱歩 集英社 3-0500391679

文庫本 913.6 エ 明智小五郎事件簿　３ 江戸川乱歩 集英社 3-0500399895

文庫本 913.6 エ 明智小五郎事件簿　４ 江戸川乱歩 集英社 3-0500409599

文庫本 913.6 エ 明智小五郎事件簿　５ 江戸川乱歩 集英社 3-0500418675

文庫本 913.6 エ 明智小五郎事件簿　６ 江戸川乱歩 集英社 3-0500427368

文庫本 913.6 エ 明智小五郎事件簿　７ 江戸川乱歩 集英社 3-0500435981

文庫本 913.6 エ 明智小五郎事件簿　８ 江戸川乱歩 集英社 3-0500445439

文庫本 913.6 エ 明智小五郎事件簿　９ 江戸川乱歩 集英社 3-0500453347

文庫本 913.6 エ 明智小五郎事件簿　１０ 江戸川乱歩 集英社 3-0500461971

文庫本 913.6 エ 明智小五郎事件簿　１１ 江戸川乱歩 集英社 3-0500471074

文庫本 913.6 エ 明智小五郎事件簿　１２ 江戸川乱歩 集英社 3-0500481641

文庫本 913.6 エ
明智小五郎事件簿　戦後
編２

江戸川乱歩 集英社 3-0500937654

文庫本 913.6 エ
明智小五郎事件簿　戦後
編４

江戸川乱歩 集英社 3-0500982452

913.6 オ リバー 奥田英朗 集英社 3-0500997373

913.6 オ レジデンス 小野寺史宜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500990857

913.6 オ
熱河に駆ける蹄痕（あし
あと）　小説小日向白朗

織江耕太郎 春陽堂書店 3-0500991595

913.6 カ 我、鉄路を拓かん 梶よう子 ＰＨＰ研究所 3-0500995844

文庫本 913.6 カ 南町奉行と火消し婆 風野真知雄 文藝春秋 3-0500991859

913.6 カ
ヴィンテージガール　仕
立屋探偵桐ケ谷京介

川瀬七緒 講談社 3-0500854808

文庫本 913.6 カ 川端康成異相短篇集 川端康成 中央公論新社 3-0500975485

文庫本 913.6 キ 再会　慶次郎縁側日記 北原亞以子 朝日新聞出版 3-0500979509

文庫本 913.6 キ
雪の夜のあと　慶次郎縁
側日記

北原亞以子 朝日新聞出版 3-0500986526

文庫本 913.6 キ 傷　慶次郎縁側日記 北原亞以子 朝日新聞出版 3-0500975220

文庫本 913.6 キ 水滸伝　７（烈火の章） 北方謙三 集英社 3-0207029396

文庫本 913.6 コ 父の声 小杉健治 文藝春秋 3-0500978753

文庫本 913.6 コ 情け深川　恋女房 小杉健治 角川春樹事務所 3-0500992951

913.6 コ マル暴ディーヴァ 今野敏 実業之日本社 3-0500993714

文庫本 913.6 サ 姉妹の絆 佐々木裕一 講談社 3-0500995806
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文庫本 913.6 シ
おしどりの契り　代筆屋
おいち

篠綾子 角川春樹事務所 3-0500451090

ティーン
ズ 913.6 シ 小説すずめの戸締まり 新海誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500989619

913.6 シ 競争の番人　〔２〕 新川帆立 講談社 3-0500992164

913.6 シ 英雄 真保裕一 朝日新聞出版 3-0500993375

913.6 シ
クロコダイル・ティアー
ズ

雫井脩介 文藝春秋 3-0500997372

文庫本 913.6 ス
浪人半九郎　長編時代小
説
父子十手捕物日記

鈴木英治 光文社 3-0500994615

文庫本 913.6 タ
走れメロス・富獄百景ほ
か

太宰治 筑摩書房 3-0500478003

文庫本 913.6 タ 陰翳礼讃・刺青ほか 谷崎潤一郎 筑摩書房 3-0500450151

文庫本 913.6 タ 鍵・瘋癲老人日記 谷崎潤一郎 新潮社 3-0210046926

913.6 タ ヘルンとセツ 田渕久美子 ＮＨＫ出版 3-0500991597

913.6 タ
おとぎカンパニー　モン
スター編

田丸雅智 光文社 3-0500931741

913.6 タ
ＡＩ法廷のハッカー弁護
士

竹田人造 早川書房 3-0500969297

文庫本 913.6 ツ 山桜花 辻堂魁 講談社 3-0500995816

913.6 ト
オリンピックを殺す日
ＴＨＥ　ＧＡＭＥ

堂場瞬一 文藝春秋 3-0500994173

913.6 ナ
ストロベリー戦争　弁理
士・大鳳未来

南原詠 宝島社 3-0500994196

913.6 ハ 新！店長がバカすぎて 早見和真 角川春樹事務所 3-0500992948

文庫本 913.6 フ 浮雲 二葉亭四迷 新潮社 3-0500530770

913.6 フ 事件は終わった 降田天 集英社 3-0500991263

文庫本 913.6 ホ
紙屋ふじさき記念館　春
霞の小箱

はしおさなえ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500952754

913.6 マ レッドクローバー まさきとしか 幻冬舎 3-0500990480

文庫本 913.6 ミ まほろ駅前多田便利軒 三浦しをん 文藝春秋 3-0209001060

文庫本 913.6 ミ 愛の渇き 三島由紀夫 新潮社 3-0500824349

913.6 ミ いけない　２ 道尾秀介 文藝春秋 3-0500997206

文庫本 913.6 ミ 落日 湊かなえ 角川春樹事務所 3-0500987259

文庫本 913.6 ミ 仁淀川 宮尾登美子 新潮社 3-0203061599

文庫本 913.6 モ 高瀬舟・最後の一句ほか 森鴎外 筑摩書房 3-0500487074

913.6 ユ ＃真相をお話しします 結城真一郎 新潮社 3-0500978005

文庫本 913.6 ヨ 黄金の指紋 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500982135

文庫本 913.6 ヨ 吸血蛾 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500961093
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文庫本 913.6 ヨ 金田一耕助の冒険 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500972901

文庫本 913.6 ヨ 死仮面 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500968568

文庫本 913.6 ヨ 壺中美人 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500952773

文庫本 913.6 ヨ 毒の矢 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500961092

文庫本 913.6 ヨ 華やかな野獣 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500952774

文庫本 913.6 ヨ 迷宮の扉 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500982131

文庫本 913.6 ヨ 幽霊座 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500968569

文庫本 913.6 ヨ プリズンの満月 吉村昭 新潮社 3-0500530794

914 ア
そして誰もゆとらなく
なった

朝井リョウ 文藝春秋 3-0500986959

914 ツ
紅色のあじさい　津村節
子自選作品集

津村節子 鳥影社 3-0500974573

914 ナ 瓢箪から人生 夏井いつき 小学館 3-0500984687

文庫本 914 マ 仰臥漫録 正岡子規 岩波書店 3-0500967398

914 ム
スマホになじんでおりま
せん

群ようこ 文藝春秋 3-0500980603

914 ヤ 歩きながら考える ヤマザキマリ 中央公論新社 3-0500994160

ティーン
ズ 915 タ 語学の天才まで１億光年 高野秀行

集英社インターナ
ショナル

3-0500993287

文庫本 918 タ
疎開日記　谷崎潤一郎終
戦日記

谷崎潤一郎 中央公論新社 3-0500982481

外国語 933 Ｃ

Ｍｉｓｓ　Ｍａｒｐｌｅ
ａｎｄ　ｍｙｓｔｅｒｙ
ｔｈｅ　ｃｏｍｐｌｅｔ
ｅ　ｓｈｏｒｔ　ｓｔｏ
ｒｉｅｓ

Ａｇａｔｈａ
Ｃｈｒｉｓｔｉ
ｅ

ＨａｒｐｅｒＣｏｌ
ｌｉｎｓ

3-0500953898

外国語 933 Ｄ
Ｔｈｅ　ｂｅｓｔ　ｏｆ
Ｓｈｅｒｌｏｃｋ　Ｈｏ
ｌｍｅｓ

Ｓｉｒ　Ａｒｔ
ｈｕｒ　Ｃｏｎ
ａｎ　Ｄｏｙｌ
ｅ．

Ｗｏｒｄｓｗｏｒｔ
ｈ

3-0500955096

外国語 933 Ｆ
Ａ　ｐｌａｃｅ　ｃａｌ
ｌｅｄ　ｆｒｅｅｄｏｍ

Ｋｅｎ　Ｆｏｌ
ｌｅｔｔ．

Ｐａｎ　Ｂｏｏｋｓ 3-0500953897

外国語 933 Ｆ
Ｅｄｇｅ　ｏｆ　ｅｔｅ
ｒｎｉｔｙ

Ｋｅｎ　Ｆｏｌ
ｌｅｔｔ．

ＭａｃＭｉｌｌａｎ 3-0500955114

外国語 933 Ｇ
Ｔｈｅ　ｋｉｎｇ’ｓ
ｃｕｒｓｅ

Ｐｈｉｌｉｐｐ
ａ　Ｇｒｅｇｏ
ｒｙ．

Ｓｉｍｏｎ　＆　Ｓ
ｃｈｕｓｔｅｒ

3-0500955109

外国語 933 Ｌ Ｔｈｅ　ｇｉｖｅｒ
Ｌｏｉｓ　Ｌｏ
ｗｒｙ．

Ｒａｎｄｏｍ　Ｈｏ
ｕｓｅ　Ｃｈｉｌｄ
ｒｅｎ’ｓ　Ｂｏｏ
ｋｓ

3-0500333824

933 ケ 吞み込まれた男
エドワード・ケ
アリー

東京創元社 3-0500980527

933 ト 愚か者同盟
ジョン・ケネ
ディ・トゥール

国書刊行会 3-0500986160
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文庫本 933 ノ テメレア戦記　５〔上〕
ナオミ・ノヴィ
ク

静山社 3-0500987949

文庫本 933 ノ テメレア戦記　５〔下〕
ナオミ・ノヴィ
ク

静山社 3-0500987950

933 ヘ ひとりの双子
ブリット・ベ
ネット

早川書房 3-0500955387

文庫本 933 ホ 殺しへのライン
アンソニー・ホ
ロヴィッツ

東京創元社 3-0500994268

936
刑期なき殺人犯　司法精
神病院の「塀の中」で

ミキータ・ブ
ロットマン

亜紀書房 3-0500984008

949 忘れたとは言わせない
トーヴェ・アル
ステルダール

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500991919

949 若く逝きしもの
フランス・エー
ミル・シッラン
パー

みずいろブックス 3-0500993641

別置 記号

情報科学 007.1

メタバース見るだけノー
ト　今世紀最大のビジネ
スチャンスが１時間でわ
かる！

岡嶋裕史／監修 宝島社 3-0500972418

情報科学 007.3

ＩＴ弁護士さん、Ｙｏｕ
Ｔｕｂｅの法律と規約に
ついて教えてください
ＹｏｕＴｕｂｅｒが並ぶ
法律相談所

河瀬季 祥伝社 3-0500985103

ティーン
ズ 019

青春の本棚　中高生に寄
り添うブックガイド

高見京子／編著
全国学校図書館協議
会

3-0500848864

児童書研
究 019

非認知能力をはぐくむ絵
本ガイド１８０　０歳～
小学生対象

寺島知春 秀和システム 3-0500950306

児童書研
究 019

サンタクロースの部屋
子どもと本をめぐって

松岡享子 こぐま社 3-0500317245

019
〈自分〉を知りたい君た
ちへ　読書の壁

養老孟司 毎日新聞出版 3-0500944566

児童書研
究 019

この本読んで！　第８４
号（２０２２秋）

出版文化産業振興財
団

3-0500994107

ティーン
ズ 028 部活動にうちこむ 佐藤理絵／監修 日外アソシエーツ 3-0500973295

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和４年７月号

日本経済新聞社 3-0500991814

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令
和４年８月号

日本経済新聞社 3-0500999335

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和４
年７月号

毎日新聞社 3-0500992481

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和４
年８月号

毎日新聞社 3-0500999333

文庫本 131 人生談義　上 エピクテトス 岩波書店 3-0500839270

文庫本 131 人生談義　下 エピクテトス 岩波書店 3-0500854195

文庫本 134 純粋理性批判　１ カント 光文社 3-0210001635

文庫本 134 純粋理性批判　２ カント 光文社 3-0210033504

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 134 純粋理性批判　３ カント 光文社 3-0210065161

文庫本 134 純粋理性批判　４ カント 光文社 3-0211001001

文庫本 134 純粋理性批判　５ カント 光文社 3-0211032053

文庫本 134 純粋理性批判　６ カント 光文社 3-0211063185

文庫本 134 純粋理性批判　７ カント 光文社 3-0212001085

140
だからフェイクにだまさ
れる　進化心理学から読
み解く

石川幹人 筑摩書房 3-0500965609

141
やらかした時にどうする
か

畑村洋太郎 筑摩書房 3-0500972979

141
私たちはどう学んでいる
のか　創発から見る認知
の変化

鈴木宏昭 筑摩書房 3-0500972980

146 臨床心理学小史 サトウタツヤ 筑摩書房 3-0500965607

146.8

代替行動の臨床実践ガイ
ド　「ついやってしま
う」「やめられない」の
〈やり方〉を変えるカウ
ンセリング

横光健吾／編 北大路書房 3-0500972361

文庫本 150

道徳感情論　人間がまず
隣人の、次に自分自身の
行為や特徴を、自然に判
断する際の原動力を分析
するための論考

アダム・スミス 講談社 3-0500059376

159 ７０歳の正解 和田秀樹 幻冬舎 3-0500984375

159
１日１話、読めば心が熱
くなる３６５人の生き方
の教科書

藤尾秀昭／監 致知出版社 3-0500953713

文庫本 163
祭祀と供犠　日本人の自
然観・動物観

中村生雄 法藏館 3-0500965897

170
日本人の神道　神・祭
祀・神社の謎を解く

島田裕巳 筑摩書房 3-0500972977

188.8
開き直る禅思考　心配性
で繊細な人のための

枡野俊明 内外出版社 3-0500993019

191
最後の審判　終末思想で
読み解くキリスト教

岡田温司 中央公論新社 3-0500982492

201
歴史学のトリセツ　歴史
の見方が変わるとき

小田中直樹 筑摩書房 3-0500994171

209
世界でいちばん素敵な古
代文明の教室

実松克義／監修 三才ブックス 3-0500989076

文庫本 209 戦争と外交の世界史 出口治明
日経ＢＰ日本経済新
聞出版

3-0500985881

文庫本 210 日本古典風俗辞典 室伏信助 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500982148

210 歴史学者という病 本郷和人 講談社 3-0500989280

210.1
地政学で読み解く日本合
戦史

海上知明 ＰＨＰ研究所 3-0500988348
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210.3
東アジアからみた「大化
改新」

仁藤敦史 吉川弘文館 3-0500989340

210.3 日本の古代豪族１００ 水谷千秋 講談社 3-0500982799

210.3
武者から武士へ　兵乱が
生んだ新社会集団

森公章 吉川弘文館 3-0500989272

210.3
教養として学んでおきた
い古事記・日本書紀

島田裕巳 マイナビ出版 3-0500969598

210.4 源頼朝と鎌倉幕府 上杉和彦 吉川弘文館 3-0500983627

210.5 大名左遷 岡崎守恭 文藝春秋 3-0500988834

210.6 日本とロシアの近現代史
歴史街道編集部
／編

ＰＨＰ研究所 3-0500988347

210.7
事典太平洋戦争と子ども
たち

浅井春夫／編 吉川弘文館 3-0500983377

221
韓国併合　大韓帝国の成
立から崩壊まで

森万佑子 中央公論新社 3-0500989914

222
地図でスッと頭に入る中
国戦国時代

渡邉義浩／監修 昭文社 3-0500982279

文庫本 227
オスマンｖｓ．ヨーロッ
パ　〈トルコの脅威〉と
は何だったのか

新井政美 講談社 3-0500860306

ティーン
ズ 230

ヨーロッパ史入門　市民
革命から現代へ

池上俊一 岩波書店 3-0500938862

238
地政学と歴史で読み解く
ロシアの行動原理

亀山陽司 ＰＨＰ研究所 3-0500988351

238

フィンランド武器なき国
家防衛の歴史　なぜソ連
の〈衛星国家〉とならな
かったのか

三石善吉 明石書店 3-0500991346

238

ロシア史　地政学×歴史
で理由がわかる
キエフ大公国からウクラ
イナ侵攻まで

祝田秀全／監修 朝日新聞出版 3-0500983350

288
平氏　公家の盛衰、武家
の興亡

倉本一宏 中央公論新社 3-0500982489

289 ト 誤解だらけの徳川家康 渡邊大門 幻冬舎 3-0500984374

289 ワ
ワシントン　共和国の最
初の大統領

中野勝郎 山川出版社 3-0500988264

290

地球の歩き方ムー異世界
（パラレルワールド）の
歩き方　超古代文明
オーパーツ　聖地　ＵＦ
Ｏ　ＵＭＡ　’２２

地球の歩き方 3-0500942641

291.3
ディープヨコハマをある
く

佐野亨 辰巳出版 3-0500985138

291.3
古地図と地形図で発見！
鎌倉街道伝承を歩く

荻窪圭 山川出版社 3-0500982206

地図 291.3 茨城県道路地図 昭文社 3-0500979144

地図 291.3 神奈川県道路地図 昭文社 3-0500980826

地図 291.3
でっか字神奈川横浜・川
崎便利情報地図

昭文社 3-0500987799
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地図 291.3 東京都道路地図 昭文社 3-0500980827

地図 291.3 栃木県道路地図 昭文社 3-0500985441

地図 291.9 大分県道路地図 昭文社 3-0500975599

292.2
台湾のトリセツ　地図で
読み解く初耳秘話

片倉佳史／執
筆・撮影

昭文社 3-0500990611

292.7
地図でスッと頭に入る中
東＆イスラム３０の国と
地域

高橋和夫／監修 昭文社 3-0500990609

別置 記号

302.2 韓国超ネット社会の闇 金敬哲 新潮社 3-0500982172

302.5
現代ホンジュラスを知る
ための５５章

中原篤史／編著 明石書店 3-0500979558

304
バカの災厄　頭が悪いと
はどういうことか

池田清彦 宝島社 3-0500987633

304
言葉を手がかりに　見る
こと、伝えること、考え
ること

永井愛
集英社クリエイティ
ブ

3-0500991261

309
漂流日本左翼史　理想な
き左派の混迷１９７２－
２０２２

池上彰 講談社 3-0500982798

311
２２世紀の民主主義　選
挙はアルゴリズムにな
り、政治家はネコになる

成田悠輔 ＳＢクリエイティブ 3-0500979503

311
愛国の起源　パトリオ
ティズムはなぜ保守思想
となったのか

将基面貴巳 筑摩書房 3-0500972973

312.2
アフガニスタンの教訓
挑戦される国際秩序

山本忠通 集英社 3-0500981805

316
人権と国家　理念の力と
国際政治の現実

筒井清輝 岩波書店 3-0500946210

318.8

自治会・町内会負担軽減
＆ＩＴ活用事例ブック
めざせ、担い手不足解
消！

水津陽子 実業之日本社 3-0500971073

319.1
大学生のための日本外交
史講義

浜口裕子 一藝社 3-0500967802

319.3
ウクライナ戦記　不肖・
宮嶋最後の戦場

宮嶋茂樹 文藝春秋 3-0500987909

319.8 原爆ドーム再生の奇跡 古川修文 南々社 3-0500971173

319.8
目に見えない戦争　デジ
タル化に脅かされる世界
の安全と安定

イヴォンヌ・ホ
フシュテッター

講談社 3-0500981382

319.9
国連安保理とウクライナ
侵攻

小林義久 筑摩書房 3-0500979739

320
法律トラブルを解決する
ならこの１冊

國部徹／監修 自由国民社 3-0500971721

323
世界の憲法・日本の憲法
比較憲法入門

新井誠／編 有斐閣 3-0500978528

324
ビジネス契約書式１７０
例　すぐに役立つ！

飛翔法律事務所
／編

経済産業調査会 3-0500966191

327
検察審査会　日本の刑事
司法を変えるか

デイビッド・
Ｔ．ジョンソン

岩波書店 3-0500962497

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

8



330
世界大異変　現実を直視
し、どう行動するか

ジム・ロジャー
ズ

東洋経済新報社 3-0500983406

文庫本 330
戦争の値段　教養として
身につけておきたい戦争
と経済の本質

加谷珪一 祥伝社 3-0500965809

331
ゲーム理論の見方・考え
方

岡田章 勁草書房 3-0500981495

332

働く悩みは「経済学」で
答えが見つかる　自分を
すり減らさないための資
本主義の授業

丸山俊一 ＳＢクリエイティブ 3-0500987340

332.1
「強い円」はどこへ行っ
たのか

唐鎌大輔
日経ＢＰ日本経済新
聞出版

3-0500994923

332.1

イラスト図解社会人とし
て必要な経済と政治のこ
とが５時間でざっと学べ
る

池上彰 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500981221

334 歴史人口学で見た日本 速水融 文藝春秋 3-0500968581

参考書 334 土地白書　令和４年版
国土交通省／編
集

サンワ 3-0500999042

335
スタートアップの経済学
新しい企業の誕生と成長
プロセスを学ぶ

加藤雅俊 有斐閣 3-0500985451

335.3
中小企業白書小規模企業
白書　２０２２年版上

中小企業庁／編 日経印刷 3-0500985611

参考書 335.4
会社四季報　２０２２年
４集（秋号）

東洋経済新報社 3-0500996055

カウンタ
― 335.4

会社四季報　未上場会社
版　２０２３年

東洋経済新報社 3-0500997257

336
炎上しても大丈夫！今日
から使える企業のＳＮＳ
危機管理マニュアル

小木曽健 晶文社 3-0500976932

336.1
プライバシーポリシー作
成のポイント

白石和泰／編著
代表

中央経済社 3-0500962937

336.1

世界一やさしい会議ファ
シリテーションの教科書
１年生　再入門にも最
適！

堀公俊 ソーテック社 3-0500967876

336.4

最新出産・育児・介護の
ための休業・休暇の法律
手続きと実務書式　事業
者必携

小島彰／監修 三修社 3-0500969227

336.4

世界最高の雑談力　「人
生最強の武器」を手に入
れる！「伝説の家庭教
師」がこっそり教える一
生、会話に困らない超簡
単５０のルール

岡本純子 東洋経済新報社 3-0500976906

336.9
〈最新〉インボイス制度
対応！消費税がよくわか
る本

奥村佳史 秀和システム 3-0500979177

336.9
海外勤務者の税務と社会
保険・給与Ｑ＆Ａ

藤井恵 清文社 3-0500967167

344
会計検査のあらまし　会
計検査院年報　令和２年

会計検査院事務総長
官房総務課渉外広報
室

3-0500866186

345
図解いちばんやさしく丁
寧に書いた不動産の税金
’２２－’２３年版

吉澤大／監修 成美堂出版 3-0500973686
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361.4
ストーリーが世界を滅ぼ
す　物語があなたの脳を
操作する

ジョナサン・
ゴットシャル

東洋経済新報社 3-0500985140

361.4
集団浅慮　政策決定と大
失敗の心理学的研究

アーヴィング・
Ｌ・ジャニス

新曜社 3-0500968909

361.7 トカイナカに生きる 神山典士 文藝春秋 3-0500975136

文庫本 361.8 イギリス貴族 小林章夫 講談社 3-0500981386

364
医療・福祉担当者、利用
者の素朴な疑問にこたえ
る年金・社会保障ガイド

脇美由紀 中央経済社 3-0500986594

365

実家じまい終わらせまし
た！　大赤字を出した私
が専門家とたどり着いた
家とお墓のしまい方

松本明子 祥伝社 3-0500970990

366.2
ほんとうの定年後　「小
さな仕事」が日本社会を
救う

坂本貴志 講談社 3-0500989279

367.3 母親になって後悔してる
オルナ・ドーナ
ト

新潮社 3-0500954074

367.4
離婚の文化人類学　現代
日本における〈親密な〉
別れ方

アリソン・アレ
クシー

みすず書房 3-0500956856

367.7
９０歳になっても、楽し
く生きる

樋口恵子 大和書房 3-0500987625

367.7
定年１年目の教科書　退
職後の不安を取り除く

髙橋伸典
日本能率協会マネジ
メントセンター

3-0500971646

369.2
「障害」ある人の「きょ
うだい」としての私

藤木和子 岩波書店 3-0500957882

369.2
誰も断らない　こちら神
奈川県座間市生活援護課

篠原匡 朝日新聞出版 3-0500975245

文庫本 369.3 震災風俗嬢 小野一光 集英社 3-0500747890

376.1
０歳児から６歳児の自己
肯定感を育む保育

今井和子 小学館 3-0500987991

376.7
不登校でも学べる　学校
に行きたくないと言えた
とき

おおたとしまさ 集英社 3-0500988841

ティーン
ズ 376.8

人間科学部　中高生のた
めの学部選びガイド

大岳美帆 ぺりかん社 3-0500973668

377

ＵＣＬＡに留学したいと
思ったら読む本　カリ
フォルニア大学に編入・
合格する方法

小泉涼輔 ラーニングス 3-0500982569

児童書研
究 378

絵本でひらく心とことば
読み聞かせで発達支援

本と子どもの発
達を考える会

かもがわ出版 3-0500748458

379
世界で活躍する子の〈英
語力〉の育て方

船津徹 大和書房 3-0500699476

379
東大卒ママの親子で楽し
むぬりえ算数　１カ月で
ぐんぐん伸びる

木村美紀 さくら舎 3-0500979255

382

歴史イラストでわかる幕
末の江戸と暮らし　スイ
ス外交官らが写しとった
庶民の姿

〔エメェ・アン
ベール／ほか
画〕

ＩＢＣパブリッシン
グ

3-0500975221

383.8 世界珍食紀行 山田七絵 文藝春秋 3-0500982456

387

護符図鑑　悪疫封じから
願望成就まで
神頼みは日本古来の意識
科学

島田裕巳 ビオ・マガジン 3-0500963025
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390
防衛大学校　知られざる
学び舎の実像

國分良成 中央公論新社 3-0500987576

391
北朝鮮拉致問題　極秘文
書から見える真実

有田芳生 集英社 3-0500975139

別置 記号

407 科学のカタチ 養老孟司 時事通信出版局 3-0500990308

417
図解まるわかりデータサ
イエンスのしくみ

増井敏克 翔泳社 3-0500983297

420 図解教養事典物理学
ジャイルズ・ス
パロウ

ニュートンプレス 3-0500988853

421

文系のためのめっちゃや
さしい時間　理科が苦手
な人でも、どんどん楽し
く読める！
知識ゼロから読める超入
門書！

吉田直紀／監修 ニュートンプレス 3-0500992997

431
世界の見方が変わる元素
の話

ティム・ジェイ
ムズ

草思社 3-0500985158

450
天変地異の地球学　巨大
地震、異常気象から大量
絶滅まで

藤岡換太郎 講談社 3-0500989276

451
お天気ハンター、異常気
象を追う

森さやか 文藝春秋 3-0500988833

452 海洋へのいざない
「海洋へのいざ
ない」第２版編
集グループ／編

日本船舶海洋工学会 3-0500876894

457
化石が語るサルの進化・
ヒトの誕生　知識ゼロか
らの京大講義

高井正成 丸善出版 3-0500984003

文庫本 470
草木とともに　牧野富太
郎自伝

牧野富太郎 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500972908

480 日本の美しい水族館
銀鏡つかさ／写
真・文

エクスナレッジ 3-0500992559

487
いちばんよくわかる！カ
メの飼い方・暮らし方

だっくす小峰 成美堂出版 3-0500984425

487
びっくり深海魚　世にも
奇妙なお魚物語

尼岡邦夫 エクスナレッジ 3-0500983626

490
死にゆくあなたへ　緩和
ケア医が教える生き方・
死に方・看取り方

アナ・アランチ
ス

飛鳥新社 3-0500984345

490
逝きかた上手　全身がん
の医者が始めた「死ぬ準
備」

石蔵文信 幻冬舎 3-0500969509

491
ＷＨＯＬＥ　ＢＲＡＩＮ
心が軽くなる「脳」の動
かし方

ジル・ボルト・
テイラー

ＮＨＫ出版 3-0500977084

491
運動脳　新版・一流の頭
脳

アンデシュ・ハ
ンセン

サンマーク出版 3-0500989883

491
図解眠れなくなるほど面
白い左利きの話

八田武志／監修 日本文芸社 3-0500984394

493.1 疑問に答える糖尿病外来 清野弘明 同文書院 3-0500983682

493.7 精神科医の本音 益田裕介 ＳＢクリエイティブ 3-0500987338

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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493.8
基礎からわかる感染爆発
（パンデミック）

クリスチャン・
Ｗ．マクミレン

ニュートンプレス 3-0500988563

493.9 子どものくすり便利帳 鈴木康之／監修 南山堂 3-0500984325

494
運動器・整形外科の基本
オールカラー

石井賢／監修 マイナビ出版 3-0500984446

498.3
究極の疲れない脳　５人
の名医が脳神経を徹底的
に研究してわかった

内野勝行 アチーブメント出版 3-0500985500

498.5

血糖値、血圧が下がっ
た！速やせた！ゴーヤ活
用大全　ヘモグロビンＡ
１ｃが１１．９→５．
２％、血糖値が３２４→
９０ミリに完全正常化！

マキノ出版 3-0500983847

498.6
分子疫学入門　精密医療
の基礎知識

栗山進一 東北大学出版会 3-0500781582

509
今と未来がわかる工場
ビジュアル図鑑

多田夏代 ナツメ社 3-0500980952

518.8
誰のための排除アート？
不寛容と自己責任論

五十嵐太郎 岩波書店 3-0500972596

519.2 水俣病闘争史 米本浩二 河出書房新社 3-0500988481

521 ４７都道府県・城郭百科 西ケ谷恭弘 丸善出版 3-0500985156

526
日本の水族館五十三次
イラストで読む建築

宮沢洋／編著 青幻舎 3-0500985828

527
マンションリノベーショ
ンで理想の家を手に入れ

主婦と生活社 3-0500979077

537

自動車のしくみパーフェ
クト事典　知っておきた
い基本構造から最新技術
まで

古川修／監修 ナツメ社 3-0500980878

537
自動車業界のしくみとビ
ジネスがこれ１冊でしっ
かりわかる教科書

ＧＢ自動車業界
研究会

技術評論社 3-0500968611

543
原発再稼働　葬られた過
酷事故の教訓

日野行介 集英社 3-0500988844

548

Ａｒｄｕｉｎｏではじめ
る電子工作超入門　これ
１冊でできる！
豊富なイラストで完全図
解！

福田和宏 ソーテック社 3-0500995070

情報科学 548
ＵＳＢメモリー徹底活用
技

オンサイト 技術評論社 3-0500982909

549

パワーエレクトロニクス
カラー徹底図解
パワーエレクトロニクス
の基本と本質をつかむた
めに最適の一冊！

赤津観／監修 ナツメ社 3-0500980953

559

原爆投下、米国人医師は
何を見たか　マンハッタ
ン計画から広島・長崎ま
で、隠蔽された真実

ジェームズ・
Ｌ・ノーラン
Ｊｒ．

原書房 3-0500976398

571
トコトンやさしい吸着の
本

斎藤恭一 日刊工業新聞社 3-0500983636

583 大工道具の歴史 村松貞次郎 岩波書店 3-0500964629

12



588
よくわかる最新代替肉の
基本と仕組み　人口増加
と環境問題の解決手段

齋藤勝裕 秀和システム 3-0500982511

別置 記号

590
７１歳、年金月５万円、
あるもので工夫する楽し
い節約生活

紫苑 大和書房 3-0500983341

590
使いきる。　有元葉子の
整理術
衣・食・住・からだ・頭

有元葉子 講談社 3-0500013502

591

お金が貯まる人は、なぜ
部屋がきれいなのか
「自然に貯まる人」が
やっている５０の行動

黒田尚子
日経ＢＰ日本経済新
聞出版本部

3-0500952084

文庫本 591
定年後ずっと困らないお
金の話　会社も役所も銀
行もまともに教えてくれ

頼藤太希 大和書房 3-0500973279

591
老後の心配はおやめなさ
い　親と自分の「生活戦
略」

荻原博子 新潮社 3-0500989285

593.3

オンにもオフにも着られ
るかんたん服１ｄａｙ
ソーイング　写真＆イラ
スト解説つき

ブティック社 3-0500983856

593.3
手作りしたいキッズのへ
んしん服　１００・１１
０・１２０ｃｍの３サイ

ブティック社 3-0500984026

593.8
おしゃれ方程式　センス
は「ある」ものではなく
「磨く」もの

青木貴子 ＰＨＰ研究所 3-0500046565

594
ミシンでダダダ…！余っ
たハギレでなに作る？

ブティック社 3-0500981333

594.2
可愛いハンガリー刺しゅ
う　はじめてでも楽しめ
る伝統ある手仕事

筒井はるみ 河出書房新社 3-0500988229

594.3
表情豊かなアニマルパ
ターン　棒針編みの楽し
い編み込み

アップルミンツ（Ｅ
＆Ｇクリエイツ）

3-0500985237

594.6
はじめてさんのつまみ細
工　ふだんからハレの日
まで使える

＊Ｈａｎａｉｒ
ｏ

ブティック社 3-0500978708

596
リュウジ式至高のレシピ
人生でいちばん美味し
い！

リュウジ ライツ社 3-0500926625

596

地球のかじり方世界のレ
シピＢＯＯＫ　６２の国
と地域の名物料理８９品
を再現！食の歴史・文
化・習慣を学べる雑学コ
ラム付き

佐藤わか子／料
理制作

学研プラス 3-0500974492

596
伝説の家政婦沸騰ワード
１０レシピ　２

タサン志麻 ワニブックス 3-0500934359

596
冷凍保存＆解凍テク　無
駄にしない！おいしく食
べ切る！

鈴木徹／監修 朝日新聞出版 3-0500982240

596.2 おうち台湾菜 沼口ゆき 主婦の友社 3-0500981918

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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596.4 食材２つで大満足弁当 市瀬悦子 主婦の友社 3-0500944542

596.6
ショートブレッドのすべ
て　作り方から歴史、紅
茶文化まで

吉澤るり子 誠文堂新光社 3-0500987623

596.9
あっちこっち食器棚めぐ
り

伊藤まさこ 新潮社 3-0500978003

597

捨てて気楽に暮らす！
モノも人間関係も「がん
ばる」を捨てた３０代ず
ぼら主婦の捨てたらラク
になるヒント

あぽん ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500954055

606 万博１００の物語 久島伸昭 ヨシモトブックス 3-0500970420

611
日本のコメ問題　５つの
転換点と迫りくる最大の

小川真如 中央公論新社 3-0500975495

文庫本 613
大地の五億年　せめぎあ
う土と生き物たち

藤井一至 山と溪谷社 3-0500974854

657 日本のキノコ２７５ 柳沢まきよし 文一総合出版 3-0500977792

文庫本 672
日本商人の源流　中世の
商人たち

佐々木銀弥 筑摩書房 3-0500973914

文庫本 673 ドライブイン探訪 橋本倫史 筑摩書房 3-0500980489

674
あるあるタイポ。　誰で
もできる文字加工のデザ
イン集

ｉｎｇｅｃｔａ
ｒ‐ｅ

エムディエヌコーポ
レーション

3-0500976434

674

すみません素人でも仕事
の写真を上手に撮影する
方法ってないですか？
できればスマホで

矢島直美 インプレス 3-0500974301

675
最強知名度のつくり方
売上９８％減からのＶ字
逆転を実現した必勝術

西村誠司 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500981380

参考書 682 国土交通白書　２０２２ 国土交通省／編 勝美印刷 3-0500997731

参考書 689 観光白書　令和４年度版
国土交通省観光
庁／編

昭和情報プロセス 3-0500999041

別置 記号

701
絵画は眼でなく脳で見る
神経科学による実験美術
史

小佐野重利 みすず書房 3-0500958899

709
文化遺産と防災のレッス
ン　レジリエントな観光
のために

山下晋司／編 新曜社 3-0500990291

723 西洋美術１０５人の巨匠 岡部昌幸／監修 三才ブックス 3-0500960806

文庫本 723
藤田嗣治（つぐはる）
「異邦人」の生涯

近藤史人 講談社 3-0206002432

ティーン
ズ 726

素敵な空が見えるよ、明
日もきっと　小さな優し
い森の仲間たち
葉っぱ切り絵絵本

リト＠葉っぱ切
り絵

講談社 3-0500987276

728
心を伝える実用書道　あ
なたを輝かせる筆文字

中室舟水 日貿出版社 3-0500988507

749 文にあたる 牟田都子 亜紀書房 3-0500987933

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
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757 戦争とデザイン 松田行正 左右社 3-0500984845

757
図説ヨーロッパの装飾文
様

浜本隆志 河出書房新社 3-0500982820

761
音楽と人のサイエンス
音が心を動かす理由

デール・パーヴスニュートンプレス 3-0500981883

762.8
歴代作曲家ギャラ比べ
ビジネスでたどる西洋音

山根悟郎 学研プラス 3-0500837228

763
がんばらずに弾ける初心
者のジャズ　超初級

シンコーミュージッ
ク・エンタテイメン

3-0500985809

文庫本 779 小三治の落語 広瀬和生 講談社 3-0500960396

780

５０歳からの科学的「筋
肉トレーニング」　若い
ときとは違う体をどう鍛
えるか

フィンク・ジュ
リウス

講談社 3-0500983547

783.7
コロナに翻弄された甲子
園　名将たちが伝えた
かったこと

小山宣宏 双葉社 3-0500980877

784 ＭＵＳＥ　ＯＮ　ＩＣＥ 伊藤聡美 Ｇ．Ｂ． 3-0500960749

786
登山のダメージ＆体のト
ラブル解決法　山岳ドク
ターがアドバイス

木元康晴／編 山と溪谷社 3-0500981192

801
子どもに学ぶ言葉の認知
科学

広瀬友紀 筑摩書房 3-0500979475

811
漢字の使い分け図鑑　マ
ンガでわかる
記憶に定着！

円満字二郎 講談社 3-0500973131

833
和英：日本の文化・観
光・歴史辞典

山口百々男／編
著

三修社 3-0500971650

835
語順でシンプル英語文法
マップ　ＮＨＫラジオ英
会話

大西泰斗 ＮＨＫ出版 3-0500982434

837
一度読んだら絶対に忘れ
ない英会話の教科書

牧野智一 ＳＢクリエイティブ 3-0500976127

859
カタルーニャ語小さなこ
とば僕の人生

田澤耕 左右社 3-0500979376

別置 記号

郷土青葉 369.3
青葉区民防災必携　横浜
市浸水ハザードマップ
２０２２年度版

横浜市 3-0500978980

郷土青葉 374

おはよう１０年　子ども
の登校の見守り活動日記
見たり、聞いたり、考え
たりのレポート

柏村茂 柏村茂 3-0500985343

郷土青葉 748 鶴見川流域録
渋谷秀雄／撮
影・著

ＤＡＩＮＡＮ私家版 3-0500996945

郷土青葉 913.6 父親と息子　家族の物語 秋葉清明 文芸社 3-0500986897

郷土資料 210.2 かながわの考古学
かながわ考古学
財団／〔編〕

かながわ考古学財団 3-0500968753

郷土資料 318.1
横浜市組織図　〔令和４
年版〕

横浜市役所／
〔編〕

横浜市総務局人事部
人事課

3-0500996553

郷土資料 318.4 市会のしおり　２０２２
横浜市会議会局
／〔編〕

横浜市会議会局 3-0500987126

郷土資料 349
予算第一特別委員会記録
令和４年度

横浜市会議会局
議事課／〔編〕

横浜市会議会局議事
課

3-0500994809

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 369.3
横浜市浸水ハザードマッ
プ（港北区）

横浜市 3-0500978959

郷土資料 369.3
横浜市浸水ハザードマッ
プ（緑区）

横浜市 3-0500978965

郷土資料 369.3
横浜市浸水ハザードマッ
プ（都筑区）

横浜市
3-0500978973

郷土資料 369.4
第２期横浜市子どもの貧
困対策に関する計画　令
和４年度～令和８年度

横浜市こども青
少年局企画調整
課／〔編〕

横浜市こども青少年
局企画調整課

3-0500989414

郷土資料 376.1

びーのびーの幼稚園・認
定こども園・保育園ガイ
ド　幼稚園・認定こども
園・保育園　２０２３年
度入園版

びーのびーの 3-0500994116

郷土資料 407

子どもたちと２０年　創
立２０周年記念誌　理科
好きの子どもを育てたい
２００２－２０２２

おもしろ科学た
んけん工房２０
周年記念プロ
ジェクト／編

おもしろ科学たんけ
ん工房

3-0500977012

郷土資料 518.8
羽沢横浜国大駅周辺地区
バリアフリー基本構想
概要版

横浜市道路局計
画調整部企画課
／〔編〕

横浜市道路局 3-0500982372

郷土資料 519
暑さをしのぐ環境づくり
地域特性を読み解き、３
つのステップで考える。

横浜市環境創造
局政策課／
〔編〕

横浜市環境創造局政
策課

3-0500990062

郷土資料 588
亀の甲せんべいの歴史
若菜屋の創業から廃業ま
で

横浜市神奈川図
書館／編

横浜市神奈川図書館 3-0500990067

郷土資料 686
激震、鉄道を襲う！　関
東大震災と横浜の交通網

横浜都市発展記
念館／編

横浜市ふるさと歴史
財団

3-0500966348

「あたらしく入った本」11月号は、令和4年9月から令和4年10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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