
別置

902 ポエトリー・ドッグス 斉藤倫 講談社 3-0501006606

908
世界文学アンソロジー　いま
からはじめる

秋草俊一郎／編 三省堂 3-0500708410

911.3 てにをは俳句・短歌辞典 阿部正子／編 三省堂 3-0500808982

911.5 金子みすゞ詩集 金子みすゞ 角川春樹事務所 3-0500966677

911.5 工藤直子詩集 工藤直子 角川春樹事務所 3-0500981797

911.5 谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎 角川春樹事務所 3-0500960375

911.5 父・萩原朔太郎 萩原葉子 小学館 3-0500987590

911.5 寺山修司詩集 寺山修司 角川春樹事務所 3-0500981796

911.5 中島みゆき詩集 中島みゆき 角川春樹事務所 3-0500960377

911.5 長田弘詩集 長田弘 角川春樹事務所 3-0500960376

911.5 中原中也詩集 中原中也 角川春樹事務所 3-0500974183

911.5 萩原朔太郎詩集 萩原朔太郎 角川春樹事務所 3-0500966678

911.5 まど・みちお詩集 まどみちお 角川春樹事務所 3-0500974185

911.5 宮沢賢治詩集 宮沢賢治 角川春樹事務所 3-0500981798

911.5 吉野弘詩集 吉野弘 角川春樹事務所 3-0500966679

911.5 石垣りん詩集 石垣りん 角川春樹事務所 3-0500974184

文庫本 913.3 今昔物語集 大岡玲／訳 光文社 3-0500897690

文庫本 913.5
現代語訳　南総里見八犬伝
上

曲亭馬琴／〔作〕 河出書房新社 3-0204008343

文庫本 913.5
現代語訳　南総里見八犬伝
下

曲亭馬琴／作 河出書房新社 3-0204008344

文庫本 913.6
はらぺこ　<美味>時代小説傑
作選

朝井まかて ＰＨＰ研究所 3-0501000826

913.6 モノガタリは終わらない
朝井リョウ／ほか
作

集英社 3-0501005392

文庫本 913.6 ア 生れ出づる悩み 有島武郎 集英社 3-0209047448

文庫本 913.6 ア えにし屋春秋 あさのあつこ 角川春樹事務所 3-0500981788

913.6 ア おもみいたします あさのあつこ 徳間書店 3-0501009923

913.6 ア 烏の緑羽 阿部智里 文藝春秋 3-0501001275

文庫本 913.6 ア クジラの彼 有川浩 角川書店 3-0210045096

913.6 ア 此の世の果ての殺人 荒木あかね 講談社 3-0500990532

913.6 ア 月の立つ林で 青山美智子 ポプラ社 3-0501008596

ティー
ンズ

913.6 ア 凜として弓を引く　青雲篇 碧野圭 講談社 3-0501002637

913.6 ア 金環日蝕 阿部暁子 東京創元社 3-0501006597

913.6 イ 祈りも涙も忘れていた 伊兼源太郎 早川書房 3-0500988860

電話045(901)1225

あたらしく入った本
2023年1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
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文庫本 913.6 イ
風待ちの四傑　くらまし屋稼
業　８

今村翔吾 角川春樹事務所 3-0501007294

913.6 イ 付き添うひと 岩井圭也 ポプラ社 3-0500997137

913.6 イ まず牛を球とします。 柞刈湯葉 河出書房新社 3-0500982822

文庫本 913.6 イ マリアビートル 伊坂幸太郎 角川書店 3-0500091037

913.6 イ 幸村のむすめ 伊藤清美
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500995930

913.6 イ 悪と無垢 一木けい ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501005800

913.6 ウ 変な絵 雨穴 双葉社 3-0501003617

913.6 ウ 老害の人 内館牧子 講談社 3-0501003308

文庫本 913.6 ウ 陰戦（いんとう） 上田秀人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501011321

913.6 オ 葵のしずく 奥山景布子 文藝春秋 3-0501001274

913.6 オ 営繕かるかや怪異譚　その３ 小野不由美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500990859

913.6 オ 黒石（ヘイシ） 大沢在昌 光文社 3-0501012385

913.6 カ 介護者Ｄ 河﨑秋子 朝日新聞出版 3-0500993376

ティー
ンズ

913.6 カ
ソードアート・オンライン
２７

川原礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501000689

文庫本 913.6 カ 百花 川村元気 文藝春秋 3-0500889926

913.6 カ 見習医ワトソンの追究 鏑木蓮 講談社 3-0500984352

913.6 キ チンギス紀１５ 北方謙三 集英社 3-0501012416

913.6 キ よくがんばりました。。 喜多川泰 サンマーク出版 3-0500997432

913.6 ク 夏日狂想 窪美澄 新潮社 3-0500998957

文庫本 913.6 ク 武蔵野 国木田独歩 新潮社 3-0212087780

913.6 ク 連鎖 黒川博行 中央公論新社 3-0501011633

913.6 コ 秋麗 今野敏 角川春樹事務所 3-0501010247

文庫本 913.6 コ アジアの孤児 呉濁流 岩波書店 3-0500997007

文庫本 913.6 コ 精鋭 今野敏 朝日新聞出版 3-0500561080

913.6 サ 犬を盗む 佐藤青南 実業之日本社 3-0500993715

913.6 サ コークスが燃えている 櫻木みわ 集英社 3-0500972052

文庫本 913.6 サ すみれ飴　花暦居酒屋ぜんや 坂井希久子 角川春樹事務所 3-0500914224

文庫本 913.6 サ ねじり梅　花暦居酒屋ぜんや 坂井希久子 角川春樹事務所 3-0501009934

文庫本 913.6 サ 萩の餅　花暦居酒屋ぜんや 坂井希久子 角川春樹事務所 3-0500960454

913.6 サ 闇の聖域 佐々木譲 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501007105

文庫本 913.6 シ 暗夜行路 志賀直哉 新潮社 3-0212021734

文庫本 913.6 シ
朱華姫の御召人　上　かくて
愛しき、ニセモノ巫女

白川紺子 集英社 3-0500996263

文庫本 913.6 シ 朱華姫の御召人　下 白川紺子 集英社 3-0501003835

913.6 シ 旅立ちの日に 清水晴木 中央公論新社 3-0500989906

文庫本 913.6 シ 夜明け前　第２部　下 島崎藤村 新潮社 3-0500318072

文庫本 913.6 ス 息吹く魂　長編時代小説 鈴木英治 光文社 3-0501008072
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ティー
ンズ

913.6 セ あと少し、もう少し 瀬尾まいこ 新潮社 3-0500256049

913.6 タ 犬のかたちをしているもの 高瀬隼子 集英社 3-0500758926

文庫本 913.6 タ 右大臣実朝　他一篇 太宰治 岩波書店 3-0500988824

文庫本 913.6 タ 細雪　中巻 谷崎潤一郎 新潮社 3-0211024112

文庫本 913.6 タ 細雪　下巻 谷崎潤一郎 新潮社 3-0211024113

913.6 チ しろがねの葉 千早茜 新潮社 3-0500998960

文庫本 913.6 ツ 傲慢と善良 辻村深月 朝日新聞出版 3-0500993372

913.6 ト イオカステの揺籃 遠田潤子 中央公論新社 3-0500994150

913.6 ト 北条氏康　河越夜襲篇 富樫倫太郎 中央公論新社 3-0501008120

913.6 ト るん<笑> 酉島伝法 集英社 3-0500832548

913.6 ナ 吉原（なか）と外 中島要 祥伝社 3-0501002187

文庫本 913.6 ニ
まぼろしの軍師　新田次郎歴
史短篇選

新田次郎 中央公論新社 3-0500990186

文庫本 913.6 ハ 人生オークション 原田ひ香 講談社 3-0500133039

913.6 ハ 若葉荘の暮らし 畑野智美 小学館 3-0500993300

文庫本 913.6 ヒ 希望の糸 東野圭吾 講談社 3-0500981363

文庫本 913.6 ヒ 希望の糸 東野圭吾 講談社 3-0500981363

文庫本 913.6 フ 時をかける眼鏡　［９］ 椹野道流 集英社 3-0500996637

913.6 マ 愚者の階梯 松井今朝子 集英社 3-0500993283

913.6 マ タングル 真山仁 小学館 3-0501010668

913.6 ミ 馬上の星　小説・馬援伝 宮城谷昌光 中央公論新社 3-0501008509

913.6 ミ 夢をかなえるゾウ　０ 水野敬也 文響社 3-0500967563

文庫本 913.6 ミ 母性 湊かなえ 新潮社 3-0500282046

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 モ
会津武士道１　ならぬことは
ならぬものです

森詠 二見書房 3-0500939215

文庫本 913.6 モ 父、密命に死す　会津武士道 森詠 二見書房 3-0500969685

文庫本 913.6 モ 満月珈琲店の星詠み　〔４〕 望月麻衣 文藝春秋 3-0501007720

913.6 ヤ ええじゃないか 谷津矢車 中央公論新社 3-0500996704

913.6 ヤ サブスクの子と呼ばれて 山田悠介 河出書房新社 3-0501005411

913.6 ヤ
すべてのことはメッセージ小
説ユーミン

山内マリコ マガジンハウス 3-0501005158

913.6 ユ 方舟 夕木春央 講談社 3-0500994163

913.6 ユ 教誨 柚月裕子 小学館 3-0501012563

913.6 ヨ わがままな選択 横山拓也 河出書房新社 3-0500987555

文庫本 914 解説徒然草
〔吉田兼好〕／
〔原著〕

筑摩書房 3-0500196645

文庫本 914 枕草子　上 清少納言 筑摩書房 3-0500478009

文庫本 914 枕草子　下 清少納言 筑摩書房 3-0500478010

914 イ 裸で泳ぐ 伊藤詩織 岩波書店 3-0501006521

914 オ 小田嶋隆のコラムの向こう側 小田嶋隆 ミシマ社 3-0500991978

914 コ 人間ってなんだ 鴻上尚史 講談社 3-0500983260

914 シ
誰が国家を殺すのか　日本人
へ　５

塩野七生 文藝春秋 3-0501011318
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914 ニ
ぼくらは人間修行中　はんぶ
ん人間、はんぶんおさる。

二宮敦人 新潮社 3-0500981389

916 キ
「神様」のいる家で育ちまし
た　宗教２世な私たち

菊池真理子 文藝春秋 3-0501000470

918 日本文学全集　０６
池澤夏樹／個人編
集

河出書房新社 3-0500764257

918 日本文学全集　１７ 池澤夏樹／編 河出書房新社 3-0500249951

919 江戸漢詩の情景　風雅と日常 揖斐高 岩波書店 3-0500990473

923 老神介護 劉慈欣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500993643

927
ダイナミックな自然とレトロ
かわいい町ハワイ島へ

三谷かおり イカロス出版 3-0501002012

929.1
詩人白石　寄る辺なく気高く
さみしく

アンドヒョン 新泉社 3-0500994987

929.7
三階　ある日テルアビブのア
パートで起きたこと

エシュコル・ネ
ヴォ

五月書房新社 3-0500991974

930 よくわかるイギリス文学史 浦野郁／編著 ミネルヴァ書房 3-0500775290

別置指
定資料

933 わたしはスペクトラム リビー・スコット 小学館 3-0501008126

文庫本 933 ア
ホテル・ニューハンプシャー
上

ジョン・アーヴィ
ング

新潮社 3-0190468523

文庫本 933 ア
ホテル・ニューハンプシャー
下

ジョン・アーヴィ
ング

新潮社 3-0190468539

933 ウ 小さなことばたちの辞書
ピップ・ウィリア
ムズ

小学館 3-0500997401

933 オ 動物農園
ジョージ・オー
ウェル

中央公論新社 3-0500996705

933 ク このやさしき大地
ウィリアム・ケン
ト・クルーガー

早川書房 3-0501000428

文庫本 933 ク 地球幼年期の終わり　新版
アーサー・Ｃ・ク
ラーク

東京創元社 3-0500492256

文庫本 933 ク
宇宙のランデヴー　改訳決定
版

アーサー・Ｃ．ク
ラーク

早川書房 3-0500131776

933 ス 光を灯す男たち
エマ・ストーネク
ス

新潮社 3-0500990831

文庫本 933 ハ 月は無慈悲な夜の女王
ロバート・Ａ．ハ
インライン

早川書房 3-0210015639

文庫本 933 ハ
デューン砂の惑星　中　新訳
版

フランク・ハー
バード

早川書房 3-0500341780

文庫本 933 フ 華氏４５１度　新訳版
レイ・ブラッドベ
リ

早川書房 3-0500176188

文庫本 933 ホ 塩と運命の皇后 ニー・ヴォ 集英社 3-0500996264

文庫本 933 モ 雨・赤毛 モーム 新潮社 3-0500469289

文庫本 933 ル 闇の左手
アーシュラ・Ｋ．
ル・グィン

早川書房 3-0190009028
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文庫本 933 ル 所有せざる人々
アーシュラ・Ｋ．
ル・グィン

早川書房 3-0190228402

934
厄介者のススメ　ジョン・
ウォーターズの贈る言葉

ジョン・ウォー
ターズ

フィルムアート社 3-0500990870

943 セ 野原
ローベルト・ゼー
ターラー

新潮社 3-0501005775

文庫本 943 ヘ メルヒェン ヘルマン・ヘッセ 新潮社 3-0500530161

946

東ドイツある家族の物語　激
動のドイツを生きた、四代の

ファミリーヒストリー
マクシム・レオ

アルファベータブック
ス

3-0501008513

文庫本 953 テ 愛人
マルグリット・
デュラス

河出書房新社 3-0190393675

文庫本 963 街と犬たち バルガス・ジョサ 光文社 3-0500973563

別置

情報科
学

007.6
Ｐｙｔｈｏｎで学ぶプログラ
ミング入門

ＢＲＡＤＬＥＹ
Ｎ．ＭＩＬＬＥＲ

東京化学同人 3-0500976033

情報科
学

007.6
競技プログラミングの鉄則
アルゴリズム力と思考力を高
める７７の技術

米田優峻 マイナビ出版 3-0500995682

情報科
学

007.6

今すぐ使える！Ｇｏｏｇｌｅ
Ｗｏｒｋｓｐａｃｅ　＆　Ｃ
ｈｒｏｍｅｂｏｏｋ情報セ
キュリティ管理術　学校・オ
フィスを守るクラウド時代の
新常識

平塚知真子 技術評論社 3-0500983607

情報科
学

007.6
独学Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ　楽
しく基本が身につくガイド
ブック

Ｍａｐｐｙ　Ｐｈ
ｏｔｏ

翔泳社 3-0500996771

010
闘う図書館　アメリカのライ
ブラリアンシップ

豊田恭子 筑摩書房 3-0501002707

010 図書館の日本文化史 高山正也 筑摩書房 3-0500994167

ティー
ンズ

019
読んでいない本について堂々
と語る方法

ピエール・バイ
ヤール

筑摩書房 3-0500424293

019 読書道楽 鈴木敏夫 筑摩書房 3-0501009924

情報科
学

021

ＳＮＳ別最新著作権入門
「これって違法！？」の心配
が消えるＩＴリテラシーを高
める基礎知識

井上拓 誠文堂新光社 3-0500988302

022
羊皮紙の世界　薄皮が秘める
分厚い歴史と物語

八木健治 岩波書店 3-0500992915

参考書 031
現代用語の基礎知識　２０２
３

自由国民社 3-0501009052

049 ギネス世界記録　２０２３
クレイグ・グレン
ディ／編

角川アスキー総合研究
所

3-0501008859

069
東京国立博物館　ミュージア
ムヒストリー

東京国立博物館／
編

吉川弘文館 3-0501005231

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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参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和４
年９月号

日本経済新聞社 3-0501006517

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和４年９
月号

毎日新聞社 3-0501006515

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和４
年１０月号

日本経済新聞社 3-0501014361

参考書 071
毎日新聞縮刷版　令和４年１
０月号

毎日新聞社 3-0501014359

121
西田幾多郎『善の研究』を読
む

藤田正勝 筑摩書房 3-0500987295

134
ショーペンハウアー　欲望に
まみれた世界を生き抜く

梅田孝太 講談社 3-0500995834

文庫本 135 哲学原理　４８刷改版 デカルト 岩波書店 3-0210091367

146.8
一生使える！プロカウンセ
ラーの自己肯定感の基本

古宮昇 総合法令出版 3-0500987900

146.8
我慢して生きるほど人生は長
くない

鈴木裕介 アスコム 3-0500915278

146.8
知的障害のある人への心理支
援　思春期・青年期における
メンタルヘルス

下山真衣／編著 学苑社 3-0500995685

文庫本 147
生きがいの創造　スピリチュ
アルな科学研究から読み解く
人生のしくみ

飯田史彦 ＰＨＰ研究所 3-0212033278

151
そうしないことはありえた
か？自由論入門

高崎将平 青土社 3-0500996387

159
世界で通用する人がいつも
やっていること　世界で活躍
する脳科学者が教える！

中野信子 アスコム 3-0212053722

159 絶対悲観主義 楠木建 講談社 3-0500976068

164
「神話」の歩き方　古事記・
日本書記の物語を体感できる
風景・神社案内

平藤喜久子／写
真・文

集英社 3-0500984015

169

信じる者は、ダマされる。
元統一教会信者だから書けた
「マインドコントロール」の
手口

多田文明 清談社Ｐｕｂｌｉｃｏ 3-0501004492

169 統一教会とは何か　改訂新版 有田芳生 大月書店 3-0500996711

193
旧約聖書がわかる本　<対話>
でひもとくその世界

並木浩一 河出書房新社 3-0500997357

204
歴史はなぜ必要なのか　「脱
歴史時代」へのメッセージ

南塚信吾／編 岩波書店 3-0500999345

209
「裏切りの近現代史」で読み
解く歴史が暗転するとき

保阪正康 日刊現代 3-0500993273

209 手数料と物流の経済全史 玉木俊明 東洋経済新報社 3-0500999722

文庫本 209 民族から解き明かす世界史 関眞興 ＰＨＰ研究所 3-0501000191

209 一気読み世界史 出口治明 日経ＢＰ 3-0501010958

210 疫病の社会史 五味文彦 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501004837

文庫本 210.3
『古事記』に隠された「壬申
の乱」の真相

関裕二 ＰＨＰ研究所 3-0501000192
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210.3 倭と伽耶　朝鮮海峡の考古学 東潮 朝日新聞出版 3-0501000770

210.4
足利将軍と御三家　吉良・石
橋・渋川氏

谷口雄太 吉川弘文館 3-0501004830

210.4
家康はなぜ乱世の覇者となれ
たのか　世界史の視点から読
み解く戦国時代

安部龍太郎 ＮＨＫ出版 3-0501005818

210.4
日本史を暴く　戦国の怪物か
ら幕末の闇まで

磯田道史 中央公論新社 3-0501011645

210.7
海軍戦争検討会議記録　太平
洋戦争開戦の経緯

新名丈夫／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501000749

210.7
世代の昭和史　「戦争要因世
代」と「少国民世代」からの
告発

保阪正康 毎日新聞出版 3-0501000111

210.7
語られざる占領下日本　公職
追放から「保守本流」へ

小宮京 ＮＨＫ出版 3-0501004788

213
東京歴史地図　大都市はこう
してできた！

大居雄一／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0501009621

215 東国の古墳と古代史 白石太一郎 吉川弘文館 3-0500998632

216
日本中世の民衆世界　西京神
人の千年

三枝暁子 岩波書店 3-0500998200

231 はじめて学ぶ西洋古代史 長谷川岳男／編著 ミネルヴァ書房 3-0501005838

文庫本 233
イギリス社会史１５８０－１
６８０　経済・社会秩序・文
化

キース・ライトソ
ン

筑摩書房 3-05010022336

233
中世イングランドの日常生活
生活必需品から食事、医療、
仕事、治安まで

トニ・マウント 原書房 3-0501002956

281 人生はそれでも続く
読売新聞社会部
「あれから」取材
班

新潮社 3-0500989286

281
教科書では絶対教えない偉人
たちの戦後史

倉山満 ビジネス社 3-0501012074

288
皇室　ＴＨＥ　ＩＭＰＥＲＩ
ＡＬ　ＦＡＭＩＬＹ　９６号
(令和４年秋）

扶桑社 3-0501008757

288
毛利氏の御家騒動　折れた三
本の矢

光成準治 平凡社 3-0501005504

289 キ ペガサスの記憶 桐島洋子 小学館 3-0500973930

289 セ ゼレンスキーの真実 レジス・ジャンテ 河出書房新社 3-0501008506

289 ソ 會国藩　「英雄」と中国史 岡本隆司 岩波書店 3-0500983536

文庫本 289 ト 家康、人づかいの技術 童門冬二 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501003862

289 ト 徳川家康という人 本郷和人 河出書房新社 3-0501005722

289 ニ 天路の旅人 沢木耕太郎 新潮社 3-0501005771

290

絶対に行けない世界の非公開
区域９９　ガザの地下トンネ
ルから女王の寝室まで　コン
パクト版

ダニエル・スミス
日経ナショナルジオグ
ラフィック

3-0501002275

290
旅地図世界　世界の名所をめ
ぐる誌上旅行

昭文社 3-0501006670

290
地球の歩き方　Ｃ１１　オー
ストラリア

地球の歩き方編集
室／編集

地球の歩き方 3-0500997139
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290
地球の歩き方　Ｓ０１　今こ
そ学びたい日本のこと

地球の歩き方 3-0500982558

291
今、行きたい日本の憧れホテ
ルＢＥＳＴ１００　２０２３
年版

朝日新聞出版 3-0500992895

291
旅地図日本　全国の名所をめ
ぐる誌上旅行　４版

昭文社 3-0501006668

291.3
江戸想像散歩　江戸図のなか
を歩く・眺める

冨岡一成 旬報社 30500998259

291.6
今昔地図でたどる京都大路散
歩

原島広至 学芸出版社 3-0501002264

地図 291.6 滋賀県道路地図　４版 昭文社 3-0500897220

地図 291.6 奈良県道路地図　４版 昭文社 3-0500892663

地図 291.7 岡山県道路地図　５版 昭文社 3-0500917081

地図 291.9 鹿児島県道路地図　４版 昭文社 3-0500911013

291.9 離島を楽しむ五島列島 後藤暢子 辰巳出版 3-0501002263

291.9
るるぶ佐賀　嬉野　武雄　有
田　呼子　［２０２２］

ＪＴＢパブリッシング 3-0501002614

292.1 ソウルおとなの社会見学 大瀬留美子 亜紀書房 3-0500998278

292.5
天空の記憶　ヒマラヤを撮り
続けた夢と冒険の日々

佐藤重雄 山と渓谷社 3-0501001584

文庫本 297 極夜行前 角幡唯介 文藝春秋 3-0500999689

別置

302.2
中国大陸大全　３３地域の暮
らしと文化が丸わかり！

ヤンチャン ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500997703

ティー
ンズ

302.2
トルコから世界を見る　ちが
う国の人と生きるには？

内藤正典 筑摩書房 3-0501002213

302.3
地図で見るヨーロッパハンド
ブック

フランク・テター
ル

原書房 3-0501004818

302.5
アメリカとは何か　自画像と
世界観をめぐる相剋

渡辺靖 岩波書店 3-0500990160

304
オックスフォード大教授が問
う思考停止社会ニッポン　曖
昧化する危機言説

苅谷剛彦 中央公論新社 3-0501001240

304
忘却にあらがう　平成から令
和へ

東浩紀 朝日新聞出版 3-0500986533

309
社会主義前夜　サン＝シモ
ン、オーウェン、フーリエ

中嶋洋平 筑摩書房 3-0501001633

311
ハンナ・アレント　全体主義
とういう悪夢

牧野雅彦 講談社 3-0500995833

312.1 安倍総理のスピーチ 谷口智彦 文藝春秋 3-0500996640

312.1
政治のことよくわからないま
ま社会人になった人へ

池上彰 ダイヤモンド社 3-0500993908

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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312.3
プーチンとロシア革命　百年
の蹉跌　増補版

遠藤良介 河出書房新社 3-0500990179

316
地図でスッと頭に入る世界の
民族と紛争

祝田秀全／監修 昭文社 3-0501006609

参考書 318
全国市町村要覧　令和０４年
版

市町村要覧編集委
員会／編

第一法規 3-0501007116

319
危機の地政学　感染爆発、気
候変動、テクノロジーの脅威

イアン・ブレマー
日経ＢＰ日本経済新聞
出版

3-0501000425

319
国境を超えるためのブックガ
イド５０

小川忠／編 白水社 3-0500999391

319
地政学だけではわからないシ
ン・国際関係論

天野修司 イースト・プレス 3-0500988303

319.2 台湾に何が起きているのか 福島香織 ＰＨＰ研究所 3-0500996689

319.3 ウクライナ戦争の２００日 小泉悠 文藝春秋 3-0500996639

321 はじめての六法　第８版 尾崎哲夫 自由国民社 3-0500992293

324
賃貸借のしくみとルール　図
解で早わかり　改訂新版

木島康雄／監修 三修社 3-0500989373

326
日本型「談合」の研究　和を
もって貴しとなす、入札不正
の裏側

梶原一義 毎日新聞出版 3-0500995917

327

すぐに役立つ入門図解内容証
明郵便・公正証書・支払督促
の手続きと書式サンプル５１
改訂新版

岩﨑崇／監修 三修社 3-0500982204

参考書 330 地域経済総覧　２０２３ 東洋経済新報社 3-0501007694

332.1
Ｘデイ到来　資産はこう守
れ！

藤巻健史 幻冬舎 3-0500986128

333 よくわかる開発学 大森佐和／編著 ミネルヴァ書房 3-0501004881

335.1
ジェフ・ベソスの生声　本人
自らの発言だからこそ見える
真実

ジェフ・ベソス 文響社 3-0501001261

335.1
スティーブ・ジョブスの生声
本人自らの発言だからこそ見
える真実

スティーブ・ジョ
ブズ／述

文響社 3-0501001262

336
その対応では会社が傾く　プ
ロが教える危機管理教室

田中優介 新潮社 3-0501002934

336.1
１冊目に読みたいＤＸの教科
書　なるほど図解

荒瀬光宏 ＳＢクリエイティブ 3-0501000783

336.3

ＴＨＥ　ＨＥＡＲＴ　ＯＦ
ＢＵＳＩＮＥＳＳ　「人と
パーパス」を本気で大切にす
る新時代リーダーシップ

ユベール・ジョ
リー

英治出版 3-0500982919

336.3
こうして社員は、やる気を
失っていく　リーダーのため
の「人が自ら動く組織心理」

松岡保昌 日本実業出版社 3-0500964361

336.4

最新　コーチングの手法と実
践がよ～くわかる本　「変化
の時代」を生き抜く虎の巻！
第４版

谷口祥子 秀和システム 3-0501001298

336.4

すぐに役立つ図解とＱ＆Ａで
わかるセクハラ・パワハラ・
マタハラをめぐる法律とトラ
ブル解決法１２３　改訂新版

小島彰／監修 三修社 3-0500989371
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336.4
マンガでわかる必ず伝わる！
ロジカル会話術

船川淳志／監修 双葉社 3-0500600286

336.5
世界一やさしいＷｅｂ操作自
動化入門

清水理史 日経ＢＰ 3-0500982856

336.8
１００分でわかる！決算書
「分析」超入門　２０２３

佐伯良隆 朝日新聞出版 3-0500998892

336.9
６０分でわかる！インボイス
＆消費税超入門

土屋裕昭 技術評論社 3-0500998273

337
スタグフレーション　生活を
直撃する経済危機

加谷珪一 祥伝社 3-0500999357

338
となりの億り人　サラリーマ
ンでも「資産１億円」

大江英樹 朝井新聞出版 3-0500929363

338
僕が子どもに教えている１億
円のつくり方

たぱぞう ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500998944

参考書 351
日本統計年鑑　第７２回（２
０２３）

総務省統計局／編
集

日本統計協会 3-0501015559

361.4
悪魔の傾聴　会話も人間関係
も思いのままに操る

中村淳彦 飛鳥新社 3-0500997433

361.4
オシント新時代　ルポ・情報
戦争

毎日新聞取材班 毎日新聞出版 3-0500992561

361.4
縛られる日本人　人口減少を
もたらす「規範」を打ち破れ
るか

メアリー・Ｃ・ブ
リントン

中央公論新社 3-0500996700

361.4
なぜ、あの人には何でも話し
てしまうのか　心理カウンセ
ラーのすごい「聞く技術」

山根洋士 アスコム 3-0500977488

361.4
元公安捜査官が教える「本
音」「嘘」「秘密」を引き出
す技術

稲村悠 ＷＡＶＥ出版 3-0500995879

361.4
現代メディア哲学　複製技術
論からヴァーチャルリアリ
ティへ

山口裕之 講談社 3-0500988253

361.6 Ｑを追う　陰謀論集団の正体 藤原学思 朝日新聞出版 3-0500996371

361.6
我々はどこから来て、今どこ
にいるのか？　上

エマニュエル・
トッド

文藝春秋 3-0501005440

361.6
我々はどこから来て、今どこ
にいるのか？　下

エマニュエル・
トッド

文藝春秋 3-0501005441

364

もらえる年金が本当にわかる
本　この一冊で不安解消！本
当の受給額を確認する方法、
必要となる届出、手続きが全
部わかる！　’２２～’２３
年版

下山智恵子 成美堂出版 3-0500989105

ティー
ンズ

366.2 農業者になるには 大浦佳代 ぺりかん社 3-0500978522

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

367.2
「女の痛み」はなぜ無視され
るのか？

アヌシェイ・フセ
イン

晶文社 3-0501001704
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ティー
ンズ

367.6

家族に「イヤなこと」をされ
ているあなたにお願い　今す
ぐこの本を持って保健室に行
こう

獅城けい 高文研 3-0500982899

368
ルポ自殺　生きづらさの先に
あるのか

渋井哲也 河出書房新社 3-0500991274

368
記者がひもとく「少年」事件
史　少年がナイフを握るたび
大人たちは理由を探す

川名壮志 岩波書店 3-0500998199

参考書 369 防災白書　令和４年版 内閣府／編集 昭和情報プロセス 3-0501010414

369
ヤングケアラーってどういう
こと？　子どもと家族と専門
職へのガイド

ジョー・オルド
リッジ／作

生活書院 3-0500999697

369.2

「認知症の人」への接し方の
きほん　あなたの家族に最適
な方法が見つかる！「場面
別」かかわり方のポイント

矢吹知之 翔泳社 3-0500985894

369.2

あのデイサービスには、なぜ
人が集まるのか　１５法人に
学ぶ「超」人気施設のつくり
方

糠谷和弘／編著 ＰＨＰ研究所 3-0500982842

369.3
今日から始める本気の食料備
蓄　家族と自分が生き延びる
ための防災備蓄メソッド

髙荷智也 徳間書店 3-0500991886

369.4
地域で取り組む外国人の子育
て支援　自治体・関係機関連
携の課題と実践

南野奈津子／編集
代表

ぎょうせい 3-0500994658

参考書 370
帰国子女のための学校便覧
小学校から大学までの入学・
編入学ガイド　２０２３

海外子女教育振興
財団／編集

海外子女教育振興財団 3-0501009273

371
不登校、頼ってみるのもいい
ものだ

小林高子
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0500925155

情報科
学

375

イラスト版１０分で身につく
ネット・スマホの使い方　ト
ラブルを回避する３４のワー
ク

竹内和雄／編著 合同出版 3-0500986169

375
教師だから知っておきたいＬ
ＧＢＴ入門　すべての子ども
たちの味方になるために

遠藤まめた ほんの森出版 3-0500990593

375 ルポ誰が国語力を殺すのか 石井光太 文藝春秋 3-0500984350

参考書 376.8
音楽大学・高校学校案内　２
０２３　国公立大・私大・短
大・高校・大学院・音楽学校

音楽之友社 3-0501007830

379
子どもの「読解力」がすぐ伸
びる魔法の声かけ　本を読ま
なくてもＯＫ！

石田勝紀 ワニブックス 3-0500924200

379 ひとりっ子の学力の伸ばし方 富永雄輔 ダイヤモンド社 3-0500990348

382
折口信夫　古代研究　「まれ
びと」とは何か

上野誠 ＮＨＫ出版 3-0500998834

383.8
緑茶耽美　日・中・韓茶文化
の美

ソウンミ クオン 3-0500991870

文庫本 383.8 江戸　食の歳時記 松下幸子 筑摩書房 3-0500994918

383.8 砂糖の日本史 江後迪子 同成社 3-0500982606
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385 殉死の構造 山本博文 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500994161

388 水木しげるロード全妖怪図鑑 文藝春秋／編 文藝春秋 3-0500996641

別置

参考書 403
理科年表　第９６冊（令和５
年）

国立天文台／編 丸善出版 3-0501011805

403 世界を変えた書物 山本貴光 小学館 3-0501002665

410
世界を支えるすごい数学　Ｃ
Ｇから気候変動まで

イアン・スチュ
アート

河出書房新社 3-0501004698

410

世界を支配する人々だけが
知ってる１０の方程式　成功
と権力を手にするための数学
講座

デイヴィッド・サ
ンプター

光文社 3-0501003544

420
東大の先生！文系の私に超わ
かりやすく物理を教えてくだ
さい！

西成活裕 かんき出版 3-0501000402

421
ボーアとアインシュタインに
量子を読む　量子物理学の原
理をめぐって

山本義隆 みすず書房 3-0500994982

文庫本 429
原子・原子核・原子力　わた
しが講義で伝えたかったこと

山本義隆 岩波書店 3-0501003520

430
ノーベル化学賞に輝いた研究
のすごいｔころをわかりやす
く説明してみた

山口悟 ベレ出版 3-0501003928

参考書 440 天文年鑑　２０２３年版
天文年鑑編集委員
会／編

誠文堂新光社 3-0501011824

450
揺れる大地を賢く生きる　京
大地球科学教授の最終講義

鎌田浩毅 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501000750

451
日本の気候変動５０００万年
史　四季のある気候はいかに
して誕生したのか

佐野貴司 講談社 3-0500995850

467
オスとは何で、メスとは何
か？　「性スペクトラム」と
いう最前線

諸橋憲一郎 ＮＨＫ出版 3-0501001292

467
コード・ブレーカー　下　生
命科学革命と人類の未来

ウォルター・アイ
ザックソン

文藝春秋 3-0501008553

468
旅する地球の生き物たち　ヒ
ト・動植物の移動史で読み解
く遺伝・経済・多様性

ソニア・シャー 築地書館 3-0501003590

491 今と未来がわかる脳と心 毛内拡／監修 ナツメ社 3-0501003036

491
カラー図解脳の教科書　はじ
めての「脳科学」入門

三上章允 講談社 3-0501003840

491
忘れる脳力　脳寿命をのばす
にはどんどん忘れなさい

岩立康男 朝日新聞出版 3-0501002249

493.1
転倒予防の名医が教える長生
き足体操　１日３分

武藤芳照 幻冬舎 3-0501002205

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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493.7
スマホ・デトックスの時代
「金魚」をすくうデジタル文
明論

ブリュノ・パティ
ノ

白水社 3-0501001255

493.7
統合失調症の一族　遺伝か、
環境か

ロバート・コル
カー

早川書房 3-0500995561

493.7
名医が教えるうつを消す習慣
落ち込んだ気持ちをやわらげ
る暮らし方

清水栄司／監修 宝島社 3-0500995784

497
新しい歯の教科書　口内環境
は、全身の健康につながる

東京医科歯科大学
最先端口腔科学研
究推進プロジェク
ト／監修

池田書店 3-0501004521

498 保健医療と福祉 中島裕／編著 ミネルヴァ書房 3-0500999032

498
実録・家で死ぬ　在宅医療の
理想と現実

笹井恵里子 中央公論新社 3-0501008118

498.3
８０歳でも脳が老化しない人
がやっていること

西剛志 アスコム 3-0500988553

498.5
「７０歳の壁」を乗りこえる
老けない食べ方

和田秀樹 宝島社 3-0500991276

498.5
ずっと元気でいたければ６０
歳から食事を変えなさい

森由香子 青春出版社 3-0500944503

516
知ってたのしい！鉄道の信号
安全のキホン、乗って観察・
見て納得

土屋武之 交通新聞社 3-0501000746

ティー
ンズ

519
１４歳からのＳＤＧｓ　あな
たが創る未来の地球

水野谷優／編著 明石書店 3-0500999737

521 歴史を読み解く城歩き 千田嘉博 朝日新聞出版 3-0501009586

538 宇宙開発の不都合な真実 寺薗淳也 彩図社 3-0500996697

540

最新　電力・ガス業界の動向
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７版

本橋恵一 秀和システム 3-0501011417

549 ビジネス教養としての半導体 高乗正行
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0500997437

557 海と灯台学
日本財団海と灯台
プロジェクト

文藝春秋 3-0501005089

566

図解入門　よくわかる最新熱
処理技術の基本と仕組み　金
属を最大限に活かす技術を学
ぶ！　第４版

山方三郎 秀和システム 3-0500991318

588

北欧でみつけたサステイナブ
ルな暮らし方　食品ロスを減
らすためにわたしたちにでき
ること

井出留美 青土社 3-0501005177

588

最新健康ビジネスの動向とカ
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３版

川上清市 秀和システム 3-0501003301

588
夜ふけの酒評　愛と独断の日
本酒厳選５０

山内聖子 イースト・プレス 3-0501001267

生活科学・産業
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別置

590
みんなの買い物大全　いま見
直したい！食材の買いグセ

心地よい暮らし研
究会

ワニブックス 3-0500878535

591

ひとりで楽しく生きるための
お金大全　「もしかして結婚
しないかも？」と思ったら
やっておきたい５０のこと

板倉京 ダイヤモンド社 3-0501010869

593.3
１ｄａｙソーイングでかんた
ん子ども服　今日作って明日
着られる！　改訂版

ブティック社 3-0500992440

593.3
洋裁大全　大きなイラストで
わかりやすい

ブティック社 3-0500991910

593.8
楽しくなる着付け１００のコ
ツ　はじめてさんからベテラ
ンさんまで使える

すなお ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500997722

594.3
かぎ針のクリスマスこもの大
全集

アップルミンツ 3-0500999389

594.9
パッチワークで作るベビー＆
キッズの贈りもの

ブティック社 3-0500989240

595
最高の髪型解剖図鑑　黄金比
の顔を手に入れる

篠原龍 エクスナレッジ 3-0500998325

596 おいしさをデザインする 川崎寛也 柴田書店 3-0500988288

596 小鍋仕立ての絶品鍋 小林まさみ 成美堂出版 3-0501002256

596
平野レミのオールスターレシ
ピ　家族の絆はごはんで深ま
る

平野レミ 主婦の友社 3-0500991356

596
ライフ・スープ　くらしが整
う、わたしたちの新定番４８
品

有賀薫 プレジデント社 3-0500998889

596.2 お味噌知る。 土井善晴 世界文化ブックス 3-0500918609

596.3
農家が教えるタケノコづくし
下処理・アク抜き、保存・加
工、使いきりレシピ

農文協／編 農山漁村文化協会 3-0500999755

596.6 さつまいものお菓子 若山曜子 家の光協会 3-0501003578

597
実践！はじめてのホームファ
イリング　「おうち書類」の
片づけかた

長野ゆか 同文舘出版 3-0500999706

611
そのとき、日本は何人養え
る？　食料安全保障から考え
る社会のしくみ

篠原信 家の光協会 3-0500989050

627 ダリア 山口まり ＮＨＫ出版 3-0500996319

645
犬の問題行動の教科書“動物
の精神科医”に学ぶ犬と人の
絆の科学

奥田順之 緑書房 3-0500989381

645 ハリー、大きな幸せ 村井理子 亜紀書房 3-0500901669

(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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653
よくわかる土中環境　イラス
ト＆写真でやさしく解説

高田宏臣
パルコエンタテイメン
ト事業部

3-0500985844

672
大奥御用商人とその一族　道
具商山田屋の家伝より

畑尚子 岩波書店 3-0501007003

674
最短で成果を出す！ブログ副
業で月収１０万円

滝沢琴子 技術評論社 3-0501003381

675
ＳＮＳ担当者の実務と知識が
これ１冊でしっかりわかる教
科書

広瀬安彦 技術評論社 3-0500996380

675 応援消費　社会を動かす力 水越康介 岩波書店 3-0500983534

686
６０歳からのひとり旅鉄道旅
行術　増補改訂版

松本典久 天夢人 3-0500987088

686
教養が身につく！日本の鉄道
１５０年史　図解と写真でわ
かる

辻良樹 徳間書店 3-0500987592

686
なぜ東急沿線に住みたがるの
か　「ブランド路線」再考

永江朗 交通新聞社 3-0500988895

694

今すぐ使えるかんたんＡｎｄ
ｒｏｉｄスマートフォン完全
ガイドブック　困った解決＆
便利技

リンクアップ 技術評論社 3-0500995365

700 まなざしのレッスン　２ 三浦篤 東京大学出版会 3-0500254579

別置

701
芸術経済論　与えられる歓び
と、その市場価値　新訳版

ジョン・ラスキン 水曜社 3-0500792840

702
新しいアートのかたち　ＮＦ
Ｔアートは何を変えるか

施井泰平 平凡社 3-0500996431

702 キリスト教美術史　カラー版 瀧口美香 中央公論新社 3-0500996703

702 正倉院宝物を１０倍楽しむ 山本忠尚 吉川弘文館 3-0501004769

702 もっと知りたい中国の美術 富田淳／監修・著 東京美術 3-0501000118

702
死ぬまでに知っておきたい日
本美術

山口桂 集英社 3-0501010849

707
ＣＯＮＴＡＣＴ　ＡＲＴ　原
田マハの名画鑑賞術

原田マハ 幻冬舎 3-0501005388

709
読む名品創立１５０年東京国
立博物館の国宝

宝島社 3-0501003503

721
子犬の絵画史　たのしい日本
美術

金子信久 講談社 3-0500991525

721
もっと知りたい伊藤若冲　生
涯と作品　改訂版

佐藤康宏 東京美術 3-0211050922

721
もっと知りたい歌川広重　生
涯と作品

内藤正人 東京美術 3-0207045009

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
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721 もっと知りたい鳥獣戯画
土屋貴裕／監修・
著

東京美術 3-0500802411

721 もっと知りたい浮世絵 田辺昌子 東京美術 3-0500743347

723 ＢＡＮＫＳＹ バンクシー[作] 新星出版社 3-0500885695

723
みるみるわかる「西洋絵画の
見方」

壺屋めり 小学館 3-0501005080

723
もっと知りたいフェルメール
生涯と作品　改訂版

小林賴子 東京美術 3-0500509847

723
もっと知りたいミレー　生涯
と作品

安井裕雄 東京美術 3-0500148762

723
もっと知りたいムンク　生涯
と作品

千足伸行／監修・
著

東京美術 3-0500631559

723 世界史で読み解く名画の秘密 内藤博文 青春出版社 3-0500993297

726
ファンタジー配色アイデア事
典

桜井輝子 エクスナレッジ 3-0500987075

727
世界を変えた１００のシンボ
ル　上

コリン・ソルター 原書房 3-0500995902

727
世界を変えた１００のシンボ
ル　下

コリン・ソルター 原書房 3-0500995901

736

消しゴムはんこスペシャルＢ
ＯＯＫ　テクニックも図案も
これ一冊でたっぷり！！　復
刻版

ｍｉｚｕｔａｍａ ブティック社 3-0500989241

746

ビジネスに役立つ教養として
の映像／動画　ビジネスにも
プレゼンにもすぐに活かせる
「映像／動画」

木村博史 主婦の友社 3-0500978789

750
０～６歳まで遊んで学べる！
新しい手作りおもちゃ

あん ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500995606

751 電動ロクロのい・ろ・は 三隅鉄雄
エスプレス・メディア
出版

3-0501005894

756 刀剣のすべて 佐藤寒山 河出書房新社 3-0500847770

759 めでる張り子 アトリエおはよう 文化学園文化出版局 3-0501004748

762.3
バッハの音符たち　池辺晋一
郎の「新バッハ考」新装版

池辺晋一郎 音楽之友社 3-0500912444

762.3
ブラームスの音符たち　池辺
晋一郎の「新ブラームス考」
新装版

池辺晋一郎 音楽之友社 3-0500912442

762.3
モーツァルトの音符たち　池
辺晋一郎の「新モーツァルト
考」　新装版

池辺晋一郎 音楽之友社 3-0500912445

762.8
大作曲家の音符たち　「池辺
晋一郎の「傑作ア・ラ・カル
ト」

池辺晋一郎 音楽之友社 3-0500912443

762.8
日本のピアニスト　その軌跡
と現在地

本間ひろむ 光文社 3-0501003533

763

ＤＶＤ＆ＣＤでよくわかる！
はじめてのクラシック・ギ
ター　Ｎｅｗ　Ｅｄｉｔｉｏ
ｎ

斉藤松男／監修 リットーミュージック 3-0500991239
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763
あなたも弾けるやさしい童謡
唱歌集　第２版

木村鈴代／編著 同文書院 3-0500989937

763
できるゼロからはじめる作曲
超入門　パソコンを使って作
曲してみよう！

侘美秀俊 リットーミュージック 3-0500990619

763
日本のヴァイオリン史　楽器
の誕生から明治維新まで

梶野絵奈 青弓社 3-0501000357

763
やさしく学べるフルートの吹
き方　演奏のつまずき、でき
ないを回避！

町井亜衣／編著 自由現代社 3-0500992255

763
幼保小対応！ベイビーステッ
プでテクニックと表現が身に
つく鍵盤ハーモニカの教科書

妹尾美穂 音楽之友社 3-0500990645

764 黒人音楽史　奇想の宇宙 後藤護 中央公論新社 3-0501003899

767
１週間で３オクターブの声が
出せるようになる本　歌うま
変身プロジェクト

石川芳 リットーミュージック 3-0500980298

767
１週間で正確なリズムで歌え
るようになる本　歌うま変身
プロジェクト

石川芳 リットーミュージック 3-0500980520

767
１週間で正確な音程で歌える
ようになる本　歌うま変身プ
ロジェクト

石川芳 リットーミュージック 3-0500980519

771
「役を生きる」演技レッスン
リスペクト・フォー・アク
ティング

ウタ・ハーゲン フィルムアート社 3-0210037539

772
戦争と芸能　そのとき、どん
なことが起きていたのか？

近現代日本エンタ
メ研究会

育鵬社 3-0500978793

772
現代ロシア演劇　ソ連邦崩壊
からパンデミックとウクライ
ナ侵攻まで

岩田貴 水声社 3-0500977459

774 知識ゼロからの歌舞伎入門 松本幸四郎／監修 幻冬舎 3-0500982815

778 サスペンス映画史　新装版 三浦哲哉 みすず書房 3-0501002281

778
ドキュメンタリー・マスター
クラス　トップランナーに訊
く映像制作のノウハウ

金川雄策／監修 玄光社 3-0500991585

779
進駐軍を笑わせろ！米軍慰問
の演芸史

青木深 平凡社 3-0501005739

783.4
サッカー勝利のつながる体づ
くり「速・力・技」に効く
フィジカルトレーニング

篠田洋介／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500978504

788
日本で力士になるということ
外国出身力士の魂

飯塚さき ホビージャパン 3-0500993972

801 言葉の展望台 三木那由他 講談社 3-0500982852

801 翻訳はめぐる 金原瑞人 春陽堂書店 3-0500985154

文庫本 810
その日本語、ヨロシイです
か？　楽しい校閲教室

井上孝夫／文・絵 草思社 3-0500999781

外国語
本

810
やさ日まんがＪＡＰＡＮガイ
ド　やさしい日本語と楽しい
まんがで日本を知る

小川清美 ＩＢＣパブリッシング 3-0500975210

813
比べて愉しい国語辞書ディー
プな読み方　国語辞書ほど面
白い遊び道具はない！

なかざわ 河出書房新社 3-0500871568

参考書 813 大辞林　第４版 松村明／編 三省堂 3-0500718157

813 類語ニュアンス辞典 中村明／編著 三省堂 3-0500802534
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816
公用文の書き表し方の基準
資料集　新訂第２版

文化庁（国語課）
／編集

第一法規 3-0500990289

参考書 829.1 韓国語文法辞典　新装版 白峰子 三修社 3-0500707479

829.1

本気で学ぶ上級韓国語　さま
ざまな文体に慣れるやさしい
エッセイ・説明文で読解力を
つける

チョヒチョル ベレ出版 3-0500786153

834
英語は決まり文句が８割　今
日から役立つ「定型表現」学
習法

中田達也 講談社 3-0500989277

837
１０秒スピーキング　英語を
話す力が飛躍的にアップする
新メソッド

小西麻亜耶 三修社 3-0500997430

837
３語でネイティブ英会話　毎
日なにげなく使われているひ
とこと表現１０００

小野田博一 ベレ出版 3-0500997745

837
英語がどんどん聞き取れる！
リスニング大特訓　カンタン
英語を聞きまくれ！　新装版

山崎祐一 Ｊリサーチ出版 3-0500996453

837
シンプルで伝わる英語表現
日本語との発想の違いから学
ぶ

倉林秀男 筑摩書房 3-0501001632

837
日本人が言えそうで言えない
英語表現６５０

キャサリン・Ａ・
クラフト

青春出版社 3-0500986133

857

名作で学ぶフランス語音読ト
レーニング　星の王子さま
眠りの森の美女　青ひげ　長
靴をはいた猫

鹿野晴夫／共著 ＩＢＣパブリッシング 3-0500847856

別置

郷土 318.4
横浜市会会議録　令和４年
第１回　臨時会

横浜市会／〔編〕 〔横浜市会議会局〕 3-0501011493

郷土 318.4
横浜市会会議録　令和４年
第２回　定例会

横浜市会／〔編〕 〔横浜市会議会局〕 3-0501011494

郷土 318.4
横浜市会定例会　令和４年
第３回

横浜市会／〔編〕 〔横浜市会議会局〕 3-0500997599

郷土 318.4
市会運営委員会記録　令和４
年３月９日開会

横浜市会／〔編〕 横浜市会 3-0501006438

郷土 334
県地価調査のあらまし　横浜
市分　令和４年

横浜市都市整備局
企画課／〔編〕

横浜市都市整備局企画
課

3-0501004678

郷土 334 令和４年地価調査　資料１
神奈川県政策局／
〔編〕

神奈川県政策局 3-0500997590

郷土 334 令和４年地価調査　資料２
神奈川県政策局／
〔編〕

神奈川県政策局 3-0500997592

郷土 349
予算第一特別委員会理事会記
録　令和４年度

横浜市会／〔編〕 横浜市会 3-0501006431

郷土 349
県財政のあらまし　令和４年
度当初予算の概要　２０２２
１

神奈川県政策局政
策部政策法務課／
〔編〕

神奈川県政策局政策部
政策法務課

3-0500978954

郷土 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

3-0500989413

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 498 病院要覧　令和４年度
横浜市立大学附属
病院／〔編〕

横浜市立大学附属病院 3-0501009037

郷土 498.5

知っておきたい「安全に食べ
る」ってどういうこと？　令
和３年度横浜市食品衛生監視
指導計画実施結果　概要版

横浜市健康福祉局
健康安全部食品衛
生課／〔編〕

横浜市健康福祉局健康
安全部食品衛生課

3-0500997610

郷土 518.1
水質試験年報　令和３年度
（２０２１年度）　第７２集

横浜市水道局浄水
部水質課／編

横浜市水道局浄水部水
質課

3-0501013919

郷土青
葉

518.8
横浜　人　まち　デザイン賞
受賞活動・受賞景観集　第１
０回　２０２２

横浜市都市整備局
地域まちづくり課
／〔編〕

横浜市都市整備局景観
調整課／〔編〕

3-0500997581

「あたらしく入った本」1月号は、令和4年11月から同年12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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