
別置

910 ウェブ小説30年史 飯田一史 星海社 3-0500976081

910 ヤ 山本健吉 井上泰至 ミネルヴァ書房 3-0500998603

ティー
ンズ

911.1 みだれ髪 与謝野晶子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500496812

911.3 角川　俳句大歳時記　秋 茨木和生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500991918

文庫 911.5 一つのメルヘンほか詩 中原中也 筑摩書房 3-0500487075

文庫 913.6 あなたの涙は蜜の味 辻村深月 PHP研究所 3-0500994705

文庫 913.6 Jミステリー　2022FALL 東野圭吾 光文社 3-0501001231

913.6 あなたへの挑戦状 阿津川辰海 講談社 3-0500998905

913.6 ア
赤ずきん、ピノキオ拾って死
体と出会う。

青柳碧人 双葉社 3-0501003622

913.6 ア 録音された誘拐 阿津川辰海 光文社 3-0500990221

文庫 913.6 イ 高野聖 泉鏡花 角川書店 3-0500062132

文庫 913.6 イ 半沢直樹　2 池井戸潤 講談社 3-0500738777

文庫 913.6 イ 半沢直樹　3 池井戸潤 講談社 3-0500746419

文庫 913.6 イ 半沢直樹　4 池井戸潤 講談社 3-0500746420

913.6 イ 奇跡を蒔くひと 五十嵐貴久 光文社 3-0500997341

913.6 イ 最後の鑑定人 岩井圭也 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500984745

913.6 イ 天下大乱 伊藤潤 朝日新聞出版 3-0501001256

文庫 913.6 ウ 勘定侍柳生真剣勝負　6 上田秀人 小学館 3-0500999764

913.6 ウ 首切り島の一夜 歌野晶午 講談社 3-0500998902

電話045(901)1225

あたらしく入った本
2022年12月

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

1



文庫 913.6 エ 明智小五郎事件簿　戦後編1 江戸川乱歩 集英社 3-0500915577

文庫 913.6 エ 明智小五郎事件簿　戦後編3 江戸川乱歩 集英社 3-0500961727

913.6 オ わたしたち 落合恵子 河出書房新社 3-0500977064

913.6 オ なんとかしなくちゃ 恩田陸 文藝春秋 3-0501007762

913.6 オ 掌に眠る舞台 小川洋子 集英社 3-0500992939

913.6 カ イコトラベリング1948 角野栄子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500998595

913.6 カ デクリネゾン 金原ひとみ ホーム社 3-0500991262

913.6 キ 夜がうたた寝してる間に 君嶋彼方 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500990878

文庫 913.6 キ 門前町大変 喜安幸夫 光文社 3-0501001233

文庫 913.6 キ 水滸伝4　（道蛇の章） 北方謙三 集英社 3-0207002695

文庫 913.6 キ 水滸伝9　（嵐翠の章） 北方謙三 集英社 3-0207046596

文庫 913.6 キ 水滸伝19（旌旗の章） 北方謙三 集英社 3-0208028628

文庫 913.6 キ おひで 北原亞以子 朝日新聞出版 3-0500993370

ティー
ンズ

913.6 コ 余命10年 小坂流加 文芸社 3-0500488474

文庫 913.6 サ 一人二役 佐伯泰英 光文社 3-0501001223

913.6 シ ロスト・スピーシーズ 下村敦史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500990860

文庫 913.6 シ 島崎藤村短篇集 島崎藤村 岩波書店 3-0500982781

913.6 セ あこがれ 瀬戸内寂聴 新潮社 3-0500998958

文庫 913.6 ソ 北帰行 外岡秀俊 河出書房新社 3-0500993290

913.6 ツ 十三夜の焔 月村了衛 集英社 3-0501005096

913.6 テ 川のほとりに立つ者は 寺地はるな 双葉社 3-0501003625

913.6 ト 小さき王たち　第3部 堂場瞬一 早川書房 3-0501003552

ティー
ンズ

913.6 ナ
Re：ゼロから始める異世界生
活31

長月達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500997096
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913.6 ナ 特殊清掃人 中山七里 朝日新聞出版 3-0501007809

913.6 ニ 咲かせて三升の團十郎 仁志耕一郎 新潮社 3-0500961486

文庫 913.6 ハ 本所おけら長屋　19 畠山健二 PHP研究所 3-0500998349

913.6 ハ 老人ホテル 原田ひ香 光文社 3-0501003541

913.6 ヒ 仕掛島 東川篤哉 東京創元社 3-0500999407

ティー
ンズ

913.6 モ わが家は祇園の拝み屋さんEX 望月麻衣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500996283

913.6 モ 麻阿と豪 諸田玲子 PHP研究所 3-0501000445

文庫 913.6 モ 隠し剣御留流 森詠 二見書房 3-0500997485

文庫 913.6 ヤ 夜明けの辻 山本周五郎 新潮社 3-0500940354

文庫 913.6 ヤ 雨あがる 山本周五郎 講談社 3-0500761821

文庫 913.6 ヨ 蝋面博士 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500996277

文庫 913.6 ヨ 金色の魔術師 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500996276

文庫 913.6 ヨ 死神の矢 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500945052

文庫 913.6 ヨ 貸しボート十三号 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500945051

文庫 913.6 ヨ 魔女の暦 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500907100

文庫 913.6 ヨ 支那扇の女 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500937351

文庫 913.6 ヨ 夜の黒豹 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500900242

文庫 913.6 ヨ 扉の影の女 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500930850

文庫 913.6 ヨ 迷路の花嫁 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500914862

文庫 913.6 ヨ びっくり箱殺人事件 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500937352

文庫 913.6 ヨ 仮面城 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500989628

文庫 913.6 ヨ 大迷宮 横溝正史 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500989629

913.6 ヨ 栞と嘘の季節 米澤穂信 集英社 3-0501007441
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913.6 ヨ 吹上奇譚　第4話 吉本ばなな 幻冬舎 3-0501005382

ティー
ンズ

914 ホ 旅をする木 星野道夫 文藝春秋 3-0199013052

914 ミ 湊かなえのことば結び 湊かなえ 角川春樹事務所 3-0501000107

914 ユ とりあえずお湯わかせ 柚木麻子 ＮＨＫ出版 3-0501003316

915 サ 女人京都 酒井順子 小学館 3-0500997725

916 イ 1945わたしの満州脱出記 稲毛幸子 ハート出版 3-0500975213

916 ノ
ぼけますから、よろしくお願
いします。おかえりお母さん

信友直子 新潮社 3-0500951918

918 日本文学全集　09
池澤夏樹/個人編
集

河出書房新社 3-0500442684

929.3 路上の陽光 ラシャムジャ 書肆侃侃房 3-0500963634

933 オ 隅の老人
バロネス・オル
ツィ

作品社 3-0500129509

文庫 933 サ サキ短篇集 サキ 新潮社 3-0210074220

933 テ 真夜中の密室
ジェフリー・
ディーヴァー

文藝春秋 3-0500997860

文庫 933 ハ デューン砂の惑星　上
フランク・ハー
バード

早川書房 3-0500341777

文庫 933 ハ デューン砂の惑星　下
フランク・ハー
バード

早川書房 3-0500341781

文庫 933 ノ テメレア戦記　6　[上] ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0501000900

文庫 933 ノ テメレア戦記　6　[下] ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0501000901

ティー
ンズ

933 ノ
死のエディケーション　Ｌｅ
ｓｓｏｎ2

ナオミ・ノヴィク 静山社 3-0501001307

933 ホロヴィッツホラー
アンソニー・ホロ
ヴィッツ

講談社 3-0501000705

953 コ あなたの教室
レティシア・コロ
ンバニ

早川書房 3-0500995555

別置

情報科
学

007.3 web　3コンテンツ革命 髙橋卓巳 日経BP 3-0500997422

情報科
学

007.3
ソーシャルメディア・プリズ
ム

クリス・ベイル みすず書房 3-0500972064

007.5 人生が変わる紙片づけ！ 石阪京子 ダイヤモンド社 3-0500961455

記号

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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情報科
学

007.6
Excel
365/2021/2019/2016/2013対
応即効！仕事に役立つ操作ワ

土岐順子 日経BP 3-0500997426

007.6 達人に学ぶDB設計徹底指南書 ミック 翔泳社 3-0212020271

児童書
研究

015 語る人の質問にこたえて 松岡享子 東京子ども図書館 3-0211077365

児童書
研究

017
ちょっとの時間で魅力up！！
本棚ディスプレイ

さわださちこ 全国学校図書館協議会 3-0500288148

児童書
研究

019
世界で読み継がれる子どもの
本100

コリン・ルソター 原書房 3-0500823635

児童書
研究

019
読書ボランティア　活動ガイ
ド

広瀬恒子 一声社 3-0208093415

児童書
研究

019
読み聞かせわくわくハンド
ブック

代田知子 一声社 3-0201025321

019 難しい本を読むためには 山口尚 筑摩書房 3-0500987289

文庫 019 ビタミンBOOKS 重松清 新潮社 3-0500998612

024 本屋という仕事 三砂慶明 世界思想社 3-0500974234

031 和漢三才図会　5 寺島良安 平凡社 3-0190243079

104 哲学の門前 吉川浩満 紀伊國屋書店 3-0500991523

120
知命と立命　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

150
考えるあなたのための倫理入
門

メアリー・ウォー
ノック

春秋社 3-0500989059

162 インド宗教興亡史 保坂俊司 筑摩書房 3-0500972978

169 統一教会 櫻井義秀 北海道大学出版会 3-0210022659

198
ウクライナ侵攻とロシア正教
会

角茂樹 河出書房新社 3-0500990819

209
歴史と地理がいっきにわかる
世界史

ジオヒストリー 宝島社 3-0500994572

文庫 209 ホモ・デウス　上
ユヴァル・ノア・
ハラリ

河出書房新社 3-0500995227

文庫 209 ホモ・デウス　下
ユヴァル・ノア・
ハラリ

河出書房新社 3-0500995228

209 終わりなき戦争紛争の100年史 六辻彰二 さくら舎 3-0501000720

210.2 古代史の定説を疑う 瀧音能之 宝島社 3-0501001269

220
＜図説＞ユーラシア「帝国」
の地政学

宮崎正勝 PHP研究所 3-0500989294
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223 ミャンマー現代史 中西嘉宏 岩波書店 3-0500990472

231 古代ギリシアの民主政 橋場弦 岩波書店 3-0500998201

233 アイルランド現代史 北野充 中央公論新社 3-0500996702

238 ウクライナ現代史
アレクサンドラ・
グージョン

河出書房新社 3-0500990171

238 一冊でわかる北欧史 村井誠人 河出書房新社 3-0500997022

文庫 238 嵐の中の北欧 武田龍夫 中央公論新社 3-0500997032

253
アメリカの歴史を知るための
65章

富田虎男 赤石書店 3-0500996362

253 「いま」を考えるアメリカ史 藤永康政 ミネルヴァ書房 3-0500999033

289 ト 徳川家康480年の孤独 宮崎正弘 ビジネス社 3-0501000454

289 ト 青年家康 柴裕之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500995297

290 地球の歩き方　W20
地球の歩き方編集
室

地球の歩き方 3-0501000730

290 地球の歩き方　W23
地球の歩き方編集
室

地球の歩き方 3-0501001984

地図 291.1 禁 北海道道路地図 昭文社 3-0500999891

カウン
ター

291.3
ゼンリン住宅地図横浜市青葉
区202209

ゼンリン 3-0500999542

291.3
地球の歩き方aruco東京で楽し
む英国

地球の歩き方 3-0501001983

別置

文庫 302.3 オンガクハ、セイジデアル ブレイディみかこ 筑摩書房 3-0500994911

302.6 ウルグアイを知るための60章 山口恵美子 明石書店 3-0500983362

304 今日拾った言葉たち 武田砂鉄 暮らしの手帖社 3-0500996358

309 思想史講義　大正篇 山口輝臣 筑摩書房 3-0500987291

文庫 311 政治的なものの概念
カール・シュミッ
ト

岩波書店 3-0500988827

312.1 自民党の統一教会汚染 鈴木エイト 小学館 3-0500997446

312.3
アンゲラ・メルケル演説選集
私の国とはつまり何なのか

アンゲラ・メルケ
ル

創元社 3-0500990634

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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参考書 314 禁 国会便覧　令和4年8月新版
シュハリ・イニシア
ティブ

3-0500997250

参考書 317 禁 警察白書　令和4年版 国家公安委員会 日経印刷 3-0501005942

317 検証内閣法制局の近現代史 倉山満 光文社 3-0500980805

318.4
図解よくわかる地方議会のし
くみ

武田正孝 学陽書房 3-0500987325

318.5 公務員のための広報の教科書 佐久間智之 学陽書房 3-0500989068

319.1 日朝交渉30年史 和田春樹 筑摩書房 3-0500994165

319.2 北朝鮮とイラン 福原裕二 集英社 3-0500988845

319.3 ウクライナ戦争と米中対立 峯村健司 幻冬舎 3-0500997019

参考書 320 禁 模範六法　2023
判例六法編修委員
会

三省堂 3-0501004594

323 枢密院 望月雅士 講談社 3-0500974732

324 不法行為法 吉村良一 有斐閣 3-0500990897

324 新注釈民法　16 大村敦志 有斐閣 3-0500995662

324
相続の諸手続きと届出がすべ
てわかる本22～23年度版

河原崎弘 成美堂出版 3-0500981521

331 格差の起源 オデッド・ガロー NHK出版 3-0500998322

332 ネイチャー資本主義 夫馬賢治 PHP研究所 3-0500996691

参考書 332 禁 世界経済の潮流　2022年　1
内閣府政策統括官
室
（経済財政分析担

日経印刷 3-0501000917

332.1
どうすれば日本人の賃金は上
がるのか

野口悠紀雄
日経ＢＰ日本経済新聞
出版

3-0500994646

332.1 円安と補助金で自壊する日本 野口悠紀雄 ビジネス社 3-0500997540

333 はじめて学ぶ国際経済 浦田秀次郎 有斐閣 3-0500990893

335
個人事業のはじめ方がすぐわ
かる本　22～23年版

ヒューマン・プラ
イム

成美堂出版 3-0500979831

335.1 亀裂 髙橋篤史 講談社 3-0500996309

335.4 日本のM＆Aの歴史と未来
金融財政事情研究
会

金融財政事情研究会 3-0500921269

336.4
留学生のためのシューカツ
ブック

莊嚴 秀明大学出版 3-0500972146
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336.9 中小企業の事業継承 牧口晴一 清文社 3-0500971427

336.9
Q＆Aでよくわかる消費税イン
ボイス対応要点ナビ

熊王正秀 日本法令 3-0500980592

338
メガバンク銀行員ぐだぐだ日
記

目黒冬弥 三五館シンシャ 3-0500996385

338
キーワードでまるごとわかる
投資の教科書

酒井富士子 学研プラス 3-0500988241

参考書 342
図説　日本の財政　令和4年度
版

森田稔 財経詳報社 3-0501001725

343
自治体×民間のコラボで解
決！公務員のはじめての官民
連携

長井伸晃 学陽書房 3-0500981490

345 スタンダード消費税法 佐藤英明 弘文堂 3-0500995664

345
国税OBだけが知っている失敗
しない相続

坂田拓也 文藝春秋 3-0500982455

361.4 「友だち」から自由になる 石田光規 光文社 3-0500995221

361.4 こんにちは！同意 ユミ・スタインズ 集英社 3-0500976796

361.7 住宅開発秘史 三浦展 光文社 3-0500988839

361.8 今すぐ格差を是正せよ！
ベン・フィリップ
ス

筑摩書房 3-0500987292

参考書 366 労働経済白書　令和4年版 厚生労働省 日経印刷 3-0501003736

366.3
社労士が教える産休・育休制
度を有利に活用する本

蓑田真吾 笑がお書房 3-0500982860

367.3 思春期のトリセツ 黒川伊保子 小学館 3-0500985567

ティー
ンズ

368
もしキミが、人を傷つけたな
ら、傷つけられたなら

犯罪学教室のかな
え先生

フォレスト出版 3-0500982824

369.2 オレンジガイド
横浜市健康福祉局
高齢在宅支援課

横浜市健康福祉局高齢
在宅支援課

3-0500989411

369.2
私たちの暮らしと認知症カ
フェ

横浜市健康福祉局
高齢在宅支援課

横浜市健康福祉局高齢
在宅支援課

3-0500989412

369.3
プチプラで「地震に強い部屋
づくり」

辻直美 扶桑社 3-0500987883

375
算数文章問題が解けない子ど
もたち

今井むつみ 岩波書店 3-0500975119

377 自治体と大学 田村秀 筑摩書房 3-050097293

別置指
定

378
発達がゆるやかな思春期女子
のための月経教育マニュアル

津田聡子 東山書房 3-0500971672

379 独学の教室 読書猿/他著
集英社インターナショ
ナル

3-0500986958
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379 子育ての「選択」大全 おおたとしまさ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500995296

383.1 教養としての着物 上杉惠理子 自由国民社 3-0500994215

385 人はなぜ握手をするのか
エラ・アル＝シャ
マヒー

草思社 3-0500991565

392
メディアが報じない戦争のリ
アル

小川和久 SBクリエイティブ 3-0501000780

396 服部卓四郎と昭和陸軍 岩井秀一郎 PHP研究所 3-0500974789

別置

児童書
研究

402 センス・オブ・ワンダー
レイチェル・カー
ソン

新潮社 3-0196044078

420
数学ガールの物理ノート　波
の重ね合わせ

結城浩 SBクリエイティブ 3-0500997071

文庫 430 ロウソクの科学 ファラデー 光文社 3-0500994604

440 面白くて眠れなくなる宇宙 高水裕一
PHPエディケーショ
ン・グループ

3-0500998630

451 気象予報士という生き方 森田正光 イースト・プレス 3-0500994718

457 最新ビジュアル恐竜事典 小林快次 宝島社 3-0500985354

文庫 459 ふしぎな鉱物図鑑 渡邉克晃 大和書房 3-0500979875

469 運動の神話　上
ダニエル・E・
リーバーマン

早川書房 3-0500998924

469 運動の神話　下
ダニエル・E・
リーバーマン

早川書房 3-0500998925

486 昆虫学者、奇跡の図鑑を作る 丸山宗利 幻冬舎 3-0500998537

491
小説みたいに楽しく読める免
疫学講義

小安重夫 羊土社 3-0500999413

491 時計遺伝子 岡村均 講談社 3-0500995851

491
最小にして人類最大の宿敵病
原体の世界

旦部幸博 講談社 3-0500989275

491 ヤバすぎる毒の図鑑 船山信次 宝島社 3-0501001964

491 人体の全貌を知れ
ダニエル・M・デ
イヴィス

亜紀書房 3-0500998641

492 即効！耳ほぐし 松岡佳余子 河出書房新社 3-0501001946

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

9



493.2 血圧を下げる！１か月献立 島田和幸 成美堂出版 3-0501001995

493.4
ウルトラ図解肝炎・肝硬変・
肝がん

永井英成 法研 3-0500981468

493.8 人体VSウイルス
NHKスペシャル
「人体」取材班/
著

医学書院 3-0500991892

493.9 子どものこころの薬ガイド 岡田俊 日本評論社 3-0500994947

494
もしも、がんと言われたらま
ず、心がけておきたいこと

国立がん研究セン
ターがん対策情報
センター

国立がん研究センター
がん対策情報センター

3-0500228449

禁 498 国民衛生の動向　2022/2023
厚生労働統計協会
/編集

厚生労働統計協会 3-0501000082

カウン
ター

498.1 厚生労働白書　令和4年版 厚生労働省 日経印刷 3-0501005947

498.1
看護師のためのキャリアデザ
インBOOK

濱田安岐子 つちや書店 3-0500999522

498.3 血流ゼロトレ 堀江昭佳 サンマーク出版 3-0500982543

498.4 気象病ハンドブック 久手堅司 誠文堂新光社 3-0500993009

519 絵本で学ぶSDGs
絵本でSDGｓ推進
協会

平凡社 3-0500992438

520
最新　住宅業界の動向とカラ
クリがよ～くわかる本

阿部守 秀和システム 3-0500988518

520 アンビルト
クリストファー・
ビーンランド/著

グラフィック社 3-0500986972

文庫 523 ル・コルビュジエ 八束はじめ 講談社 3-0500994904

531
めっちゃ使える！設計目線で
見る「機械材料の基礎知識」

山田学 日刊工業新聞社 3-0500989147

537
トコトンやさしい自動運転の
本

クライソン　トロ
ンナムチャイ

日刊工業新聞社 3-0500988299

ティー
ンズ

538
僕たちはいつ宇宙に行けるの
か

山崎直子 青春出版社 3-0500976071

543 廃炉とは何か 尾松亮 岩波書店 3-0500988476

549 電子工作が一番わかる 馬場政勝 技術評論社 3-0500991373

570
最新　化学業界の動向とカラ
クリがよ～くわかる本

田島慶三 秀和システム 3-0500997058

588 お酒はこれからどうなるか 都留康 平凡社 3-0500988316

589
ゲーム業界のしくみと仕事が
これ1冊でしっかりわかる教科
書

岡安学 技術評論社 3-0500996382

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
OKUDAIRA　BASE春夏秋冬の暮
らし方

奥平眞司 誠文堂新光社 3-0500994956

590 私のカントリー№117 主婦と生活社 3-0501003505

590 私らしく、働くということ 主婦の友社 主婦の友社 3-0500990325

591
決定版！お金の増やし方＆稼
ぎ方

山崎元 徳間書店 3-0500977411

594 COTTON　TIME　11（no，165） 主婦と生活社 3-0501002873

594.8
はじめてのナチュラルドライ
フラワー

吉本博美 家の光協会 3-0500995882

596
コンテナですぐできレンチン
ひとり分ごはん

新谷友里江 主婦と生活社 3-0500995897

596 家庭料理の窓 木村衣有子 平凡社 3-0500990239

596 これでよゆうの晩ごはん
暮らしの手帖編集
部

暮らしの手帖 3-0500993011

596
今日のごはん、これに決ま
り！Mizukiのレシピノート500
品決定版！

Mizuki 学研プラス 3-0500909052

596.2 日本の行事と行事ごはん 大瀬由生子
カナリアコミュニケー
ションズ

3-0500988503

596.3 家庭の魚料理 川上文代 グラフィック社 3-0500988224

596.4
冷凍つくりおきで毎日すぐで
き弁当

平岡淳子 家の光協会 3-0500944007

596.6
ムラヨシマサユキのスコーン
ＢＯＯＫ

ムラヨシマサユキ グラフィック社 3-0500993682

598
湘南ERが教える大切な人を守
るための応急手当

湘南ER ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500984429

児童書
研究

599
おはようからおやすみまでの
12のわらべうたえほん

小林衛己子 ハッピーオウル社 3-0206086433

617 葛と日本人 有岡利幸 八坂書房 3-0500990891

626
農家が教えるわくわくマメつ
くり

農文協 農山漁村文化協会 3-0500988550

627
秘密のバルコニーガーデン
12カ月の愉しみ方・育て方

松本路子 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500902964

627
はじめての鉢バラ育て方の基
本がわかる本

後藤みどり
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500970703

629
日陰と小さなスペースの庭づ
くり

主婦の友社/編 主婦の友社 3-0500976914

645 カヨと私 内澤旬子 本の雑誌社 3-0500978886

参考書 662 ス 水産白書　令和4年版 水産庁/編 農林統計協会 3-0501000246
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673
「ハンドメイド」で稼ぎたく
なったら読む本

bon bon cherryハ
イジ

フォレスト出版 3-0500989662

673
外国人向け賃貸住宅ノウハウ
のすべて

荻野政男 住宅新報出版 3-0500976446

673
いちばんやさしい不動産の教
本
2022年法改正対応版

林秀行 インプレス 3-0500982227

674
冊子＆折パンフの構図とレイ
アウト

パイインターナ
ショナル/編集

パイインターナショナ
ル

3-0500982947

675 地理学で読み解く流通と消費 土屋純 ベレ出版 3-0500980960

675 はじめてのマーケティング 久保田進彦 有斐閣 3-0500985593

686 東急電鉄とファン大研究読本 久野知美 カンゼン 3-0500985551

699
NHKスペシャル取材班、「デジ
タルハンター」になる

NHKミャンマープ
ロジェクト

講談社 3-0500974733

別置

721 図説　百鬼夜行絵巻を読む 田中貴子 河出書房新社 3-0500550567

723 名画の中で働く人々 中野京子 集英社 3-0500997654

736
津久井智子の消しゴムはん
こ。アイデア帳

津久井智子 主婦の友社 3-0500977560

748 琉球OKINAWA 小松健一 本の泉社 3-0500965594

754.9 透かしてうっとり光の折り紙 中村香代 講談社 3-0500997415

760
最新音楽業界の動向とカラク
リがよくわかる本

山口哲一 秀和システム 3-0500988517

762.3 ベートーヴェンの音符たち 池辺晋一郎 音楽之友社 3-0500912446

764
知られざるヴィジュアル系バ
ンドの世界

冬将軍 星海社 3-0500990530

764 ベートーヴェン：交響曲第9番 相場ひろ 音楽之友社 3-0500977694

780 スポーツとLGBTQ＋ 岡田桂 晃洋書房 3-0500996742

780 スポーツの現在と過去・未来 舩原勝英 創文企画 3-0500984405

780 アスリート盗撮
共同通信運動部/
編

筑摩書房 3-0500994169

785
ダイビングのエスノグラ
フィー

圓田浩二 青弓社 3-0500994601

788 闘魂と王道 堀江ガンツ ワニブックス 3-0500995607

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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789 太極拳の教科書 楊慧 新星出版社 3-0500942886

789
剣道一本を取るための実践力
向上トレーニング体づくり

髙橋健太郎
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500991925

790 失われゆく娯楽の図鑑 藤木TDC グラフィック社 3-0500965835

791
好日絵巻　　季節のめぐり
茶室のいろどり

森下典子
パルコエンタテインメ
ント事業部

3-0500794156

791 おうち茶道のすすめ 水上麻由子 二見書房 3-0500997757

801 しくみが身につく手話　1 前川和美 白水社 3-0500989079

801 会話を哲学する 三木那由他 光文社 3-0500988838

809
1日3分で変わる！社会人のた
めの滑舌ドリル

花形一実
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500977806

810
日本語を教えてみたいと思っ
たときに読む本

大隅紀子 コスモピア 3-0500976426

814 あいまい・ぼんやり語辞典 森山卓郎 東京堂出版 3-0500976924

821 漢字の体系 白川静 平凡社 3-0500816084

829.3 タイ語リスニング 吉田英人 三修社 3-0500976858

830 新しい英語力の教室 田中慶子 インプレス 3-0500982225

837
英語はほぼカンタン単語で話
せます！

山崎祐一 学研プラス 3-0500982560

別置

郷土 213
横浜市史資料室報告書　令和
三年度

横浜市ふるさと歴
史財団近現代歴史
資料課市史資料室

横浜市史資料室 3-0500963120

郷土 213 廣川家の歴史と伝承習俗 内田友昭/編著 内田友昭 3-0500998783

郷土 213 横浜開港資料館催しもの案内
横浜開港資料館
[編]

横浜開港資料館 3-0500991091

郷土 213 郷土神奈川　第60号
神奈川県立図書館
企画サービス部地
域情報課/編

神奈川県立図書館 3-0500965715

郷土 213 横浜開港資料館紀要　第38号
横浜開港資料館/
編

横浜市ふるさと歴史財
団

3-0500966323

郷土 317 禁 [横浜市消防局]年報　令和3年
横浜市消防局
/[編]

横浜市消防局 3-0500996548

郷土 318.4 禁
横浜市会会議録　令和4年　第
1回　定例会

横浜市会/[編] 横浜市会議局 3-0500999866

郷土 318.5 禁
横浜市の情報公開と個人情報
保護

横浜市市民局市民
情報課/編

横浜市市民局市民情報
課

3-0500999592

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 318.7
横浜市中期4か年計画2018～
2021

横浜市政策局政策
課/編

横浜市政策局政策課 3-0500993804

郷土 318.7
横浜市まち・ひと・しごと創
生総合戦略

横浜市政策局政策
課/編

横浜市政策局政策課 3-0500993801

郷土 331
横浜市の市民経済計算　令和
元年度

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

3-0500972175

郷土 369.2 オレンジガイド
横浜市健康福祉局
高齢在宅支援課

横浜市健康福祉局高齢
在宅支援課

3-0500989411

郷土 369.2
私たちの暮らしと認知症カ
フェ

横浜市健康福祉局
高齢在宅支援課

横浜市健康福祉局高齢
在宅支援課

3-0500989412

郷土 369.2 すみなす物語　2
すみなす会20周年
記念誌編集委員会
/編

すみなす会 3-0500947866

郷土 462
横浜の川と海の生物第15報
（海域編）

横浜市環境科学研
究所

横浜市環境科学研究所 3-0500972448

郷土 498.1
横浜市立脳卒中・神経脊椎セ
ンター年報　第17号[令和2年
度]

横浜市立脳卒中・
神経脊椎センター
/[編]

横浜市立脳卒中・神経
脊椎センター

3-0500958700

郷土 518.8
［横浜市］中区バリアフリー
基本構想

横浜市道路局計画
調整部企画課/
［編］

横浜市道路局・中区役
所

3-0500993135

郷土 518.8
横浜市磯子区バリアフリー基
本構想

横浜市道路局計画
調整部企画課/
［編］

横浜市道路局計画調整
部企画課

3-0500975343

郷土 518.8
横浜都市発展記念館紀要　第
17号

横浜都市発展記念
館/編

横浜市ふるさと歴史財
団

3-0500966317

郷土 524
第3期　横浜市耐震改修促進計
画

横浜市建築局企画
部建築防災課
/[編]

横浜市建築局企画部建
築防災課

3-0500991691

郷土 524
第3期　横浜市耐震改修促進計
画
概要版

横浜市建築局企画
部建築防災課
/[編]

横浜市建築局企画部建
築防災課

3-0500991692

郷土 706 ヨコハマトリエンナーレ2020
横浜トリエンナー
レ組織委員会/監
修

横浜トリエンナーレ組
織委員会

3-0500895210

「あたらしく入った本」12月号は、令和4年10月から同年11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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