
別置

902 世界文学大図鑑
ジェイムズ・キャ
ントン／ほか著

三省堂 3-0500481769

902 ノーベル文学賞のすべて 都甲幸治／編著 立東舎 3-0500906932

902 図鑑世界の文学者
ピーター・ヒュー
ム／監修

東京書籍 3-0500710286

904 世界文学論集　続
Ｊ・Ｍ・クッ
ツェー

みすず書房 3-0500737421

ティー
ンズ

908
５分後に意外な結末　[３]
増補改訂版

桃戸ハル／編著 学研プラス 3-0500984431

ティー
ンズ

908
５分後に意外な結末　[４]
増補改訂版

桃戸ハル／編著 学研プラス 3-0500984437

ティー
ンズ

908
５分後に意外な結末　[５]
増補改訂版

桃戸ハル／編著 学研プラス 3-0500984435

参考書 910
最新文学賞事典　２０１４－
２０１８

日外アソシエーツ
株式会社／編集

日外アソシエーツ 3-0500688883

910 キ
ビジュアル＆デザインで愉し
む京極夏彦の世界

京極夏彦 玄光社 3-0500999741

911.1
短歌表現辞典　天地季節編
新版

飯塚書店編集部／
編著

飯塚書店 3-0500875635

911.1
短歌表現辞典　生活文化編
新版

飯塚書店編集部／
編著

飯塚書店 3-0500875636

911.1
短歌表現辞典　鳥獣虫魚編
新版

飯塚書店編集部／
編著

飯塚書店 3-0500875634

911.1
短歌表現辞典　草樹花編　新
版

飯塚書店編集部／
編著

飯塚書店 3-0500875633

911.3
角川　俳句大歳時記　冬　新
版

茨木和生／編集委
員

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501014025

913.2 上代説話事典　拡大版 大久間喜一郎／編 雄山閣 3-0500843429

文庫本 913.4 宇治拾遺物語　上　全訳注 高橋貢／訳 講談社 3-0500571491

文庫本 913.4 宇治拾遺物語　下　全訳注 高橋貢／訳 講談社 3-0500581298

文庫本 913.6 短編宝箱
集英社文庫編集部
／編

集英社 3-0501011303

ティー
ンズ

913.6 ア 凜として弓を引く 碧野圭 講談社 3-0500914544

913.6 ア
この部屋から東京タワーは永
遠に見えない

麻布競馬場 集英社 3-0500993285

大活字 913.6 イ 龍神の子どもたち　１ 乾ルカ 大活字文化普及協会 3-0501015993

大活字 913.6 イ 龍神の子どもたち　２ 乾ルカ 大活字文化普及協会 3-0501015994

大活字 913.6 イ 龍神の子どもたち　３ 乾ルカ 大活字文化普及協会 3-0501015995

大活字 913.6 イ 花が咲くとき　１ 乾ルカ 大活字文化普及協会 3-0501015988

電話045(901)1225
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大活字 913.6 イ 花が咲くとき　２ 乾ルカ 大活字文化普及協会 3-0501015990

大活字 913.6 イ 花が咲くとき　３ 乾ルカ 大活字文化普及協会 3-0501015991

913.6 イ 水底のスピカ 乾ルカ 中央公論新社 3-0501001242

文庫本 913.6 イ 錯乱　新版改訂版 池波正太郎 春陽堂書店 3-0500998681

913.6 イ 光のとこにいてね 一穂ミチ 文藝春秋 3-0501008114

文庫本 913.6 ウ 恩讐　隠密鑑定秘禄　２ 上田秀人 徳間書店 3-0501016113

913.6 ウ レペゼン母 宇野碧 講談社 3-0500987907

文庫本 913.6 エ
猫とメガネ　蔦屋敷の不可解
な遺言

榎田ユウリ 文藝春秋 3-0500999686

大活字 913.6 オ まち　１ 小野寺史宜 大活字文化普及協会 3-0500928415

大活字 913.6 オ まち　２ 小野寺史宜 大活字文化普及協会 3-0500928416

大活字 913.6 オ まち　３ 小野寺史宜 大活字文化普及協会 3-0500928417

913.6 オ 君のクイズ 小川哲 朝日新聞出版 3-0501000771

913.6 オ ワンダーランド急行 荻原浩
日経ＢＰ日本経済新聞
出版

3-0501019467

913.6 オ タクジョ！　[２] 小野寺史宜 実業之日本社 3-0501008868

文庫本 913.6 オ 緑の我が家 小野不由美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501003865

文庫本 913.6 カ
密室狂乱時代の殺人　絶海の
孤島と七つのトリック

鴨崎暖炉 宝島社 3-0501015138

913.6 カ 清浄島 河﨑秋子 双葉社 3-0501006252

913.6 カ 息をつめて 桂望実 光文社 3-0501012390

913.6 カ
クローゼットファイル　仕立
屋探偵桐ケ谷京介

川瀬七緒 講談社 3-0500984354

913.6 キ 水　本の小説 北村薫 新潮社 3-0501013834

913.6 キ
ぼくらは、まだ少し期待して
いる

木地雅映子 中央公論新社 3-0501001243

文庫本 913.6 キ 秋の花 北村薫 東京創元社 3-0197009108

913.6 サ うさぎ玉ほろほろ 西條奈加 講談社 3-0501015874

913.6 サ カサンドラのティータイム 櫻木みわ 朝日新聞出版 3-0501007813

文庫本 913.6 シ
あんの明日　お勝手のあん
７

柴田よしき 角川春樹事務所 3-0501018437

913.6 シ 憐憫 島本理生 朝日新聞出版 3-0501007812

913.6 タ 貸本屋おせん 高瀬乃一 文藝春秋 3-0501013006

913.6 タ 太陽諸島 多和田葉子 講談社 3-0501003938

913.6 チ 機械仕掛けの太陽 知念実希人 文藝春秋 3-0501004484

913.6 ツ 君といた日の続き 辻堂ゆめ 新潮社 3-0501003583

文庫本 913.6 ツ 春雷抄　風の市兵衛１１ 辻堂魁 祥伝社 3-0500096450

913.6 ト 風の値段 堂場瞬一 小学館 3-0501015875

文庫本 913.6 ト 夢の終幕　ボーダーズ 堂場瞬一 集英社 3-0501019326

913.6 ナ やさしい猫 中島京子 中央公論新社 3-0500899655

文庫本 913.6 ニ 芙蓉の人 新田次郎 文藝春秋 3-0500169802

文庫本 913.6 ノ 躯（からだ）　ＫＡＲＡＤＡ 乃南アサ 文藝春秋 3-0500927373

913.6 ハ 財布は踊る 原田ひ香 新潮社 3-0500984358

913.6 ハ 尚、赫々たれ　立花宗成残照 羽鳥好之 早川書房 3-0501004427
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文庫本 913.6 ハ 乾山晩愁 葉室麟 角川書店 3-0208093049

文庫本 913.6 ハ 津軽双花 葉室麟 講談社 3-0500746418

文庫本 913.6 ハ スイート・ホーム 原田マハ ポプラ社 3-0500956534

文庫本 913.6 ヒ ある男 平野啓一郎 文藝春秋 3-0500902874

文庫本 913.6 ヒ 虚像の道化師 東野圭吾 文藝春秋 3-0500248986

文庫本 913.6 マ 徳川家康 松本清張 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501003858

913.6 マ 男の愛　たびだちの詩 町田康 左右社 3-0500934655

文庫本 913.6 ミ さよならの儀式 宮部みゆき 河出書房新社 3-0501000371

文庫本 913.6 ミ いけない 道尾秀介 文藝春秋 3-0500985394

文庫本 913.6 ヨ ノースライト 横山秀夫 新潮社 3-0500925023

文庫本 913.6 ヨ おかえり横道世之介 吉田修一 中央公論新社 3-0500968878

914
わたしの心を強くする「ひと
り時間」のつくり方

岸本葉子 佼成出版社 3-0501012508

914 イ 大人の流儀　Ｓｐｅｃｉａｌ 伊集院静 講談社 3-0501015117

914 ハ 成熟スイッチ 林真理子 講談社 3-0501010842

文庫本 914 マ 病牀六尺 正岡子規 岩波書店 3-0500944988

914 マ 東京あたふた族 益田ミリ ミシマ社 3-0501011620

914 ム たりる生活 群ようこ 朝日新聞出版 3-0501016145

916 サ
虚ろな革命家たち　連合赤軍
森恒夫の足跡をたどって

佐賀旭 集英社 3-0501012973

文庫本 916 ノ
ぼけますから、よろしくお願
いします。

信友直子 新潮社 3-0500991535

916 ミ
太陽の子　日本がアフリカに
置き去りにした秘密

三浦英之 集英社 3-0501005394

文庫本 923
金色昔日　現代中国ＳＦアン
ソロジー

夏茄／ほか著 早川書房 3-0501007159

923 太陽が死んだ日 閻連科 河出書房新社 3-0500997724

923
文城（ウェンチョン）夢幻の
町

余華 中央公論新社 3-0501003898

923 流浪地球 劉慈欣 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500993645

文庫本 933 ア 青ひげの卵
マーガレット・ア
トウッド

筑摩書房 3-0501009928

933 ウ われら闇より天を見る
クリス・ウィタカ
―

早川書房 3-0500988862

933 ク スペインの家　三つの物語
Ｊ・Ｍ・クッ
ツェー

白水社 3-0501013301

文庫本 933 フ 大聖堂　上　夜と朝と ケン・フォレット 扶桑社 3-0501007349

文庫本 933 フ 大聖堂　中　夜と朝と ケン・フォレット 扶桑社 3-0501007350

文庫本 933 フ 大聖堂　下　夜と朝と ケン・フォレット 扶桑社 3-0501007351

ティー
ンズ

933 ホ 猫のゆりかご
カート・ヴォネ
ガット・ジュニア

早川書房 3-0190031932

936
日本軍が銃をおいた日　太平
洋戦争の終焉

ルイ・アレン 早川書房 3-0500988245

943 シ キリンの首
ユーディット・
シャランスキー

河出書房新社 3-0500984005

文庫本 953 ア 嫉妬 アニー・エルノー 早川書房 3-0501005768

文庫本 953 エ シンプルな情熱 アニー・エルノー 早川書房 3-0202046477
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別置

情報科
学

007.6
図解！ＴｙｐｅＳｃｒｉｐｔ
のツボとコツがゼッタイにわ
かる本　“超”入門編

中田亨 秀和システム 3-0501014183

情報科
学

007.6
パワーポイント・デザイン
ブック　伝わるビジュアルを
つくる考え方と技術のすべて

山内俊幸 技術評論社 3-0501008863

情報科
学

007.6
今すぐ使えるかんたんＥｘｃ
ｅｌマクロ＆ＶＢＡ

門脇香奈子 技術評論社 3-0500990909

情報科
学

007.6
できるＷｉｎｄｏｗｓ　１１
最新版　２０２３年改訂２版

法林岳之 インプレス 3-0501013989

情報科
学

007.6
ひと目でわかるＭｉｃｒｏｓ
ｏｆｔ　３６５　ビジネス活
用編

西岡真樹 日経ＢＰ 3-0501014160

情報科
学

007.6
今日から使えるＭａｃＢｏｏ
ｋ　Ａｉｒ　＆　Ｐｒｏ

小枝祐基 ソシム 3-0501014190

児童書
研究

019
レインボーブックガイド　多
様な性と生の絵本

草谷桂子 子どもの未来社 3-0500942279

児童書
研究

019
この本読んで！　第８５号
（２０２２冬）

出版文化産業振興財団 3-0501016048

参考書 071
日本経済新聞縮刷版　令和４
年１１月号

日本経済新聞社 3-0501022663

100 新・哲学入門 竹田青嗣 講談社 3-0500995832

114
死は存在しない　最先端量子
科学が示す新たな仮説

田坂広志 光文社 3-0501003531

141
傷つきやすいのに刺激を求め
る人たち

トレイシー・クー
パー

フォレスト出版 3-0500987886

141
「美味しい」とは何か　食か
らひもとく美学入門

源河亨 中央公論新社 3-0500989915

143
マスク社会が危ない　子ども
の発達に「毎日マスク」はど
う影響するか？

明和政子 宝島社 3-0501004737

146.8
あなたはもう、自分のために
生きていい

Ｐｏｃｈｅ ダイヤモンド社 3-0500998939

146.8
ひきこもりと関わる　日常と
非日常のあいだの心理支援

板東充彦 遠見書房 3-0500984699

159 人生後半、上手にくだる 一田憲子 小学館クリエイティブ 3-0501003379

169
カルトの花嫁　宗教二世洗脳
から抜け出すまでの２０年

冠木結心 合同出版 3-0501008167

204 歴史の屑拾い 藤原辰史 講談社 3-0501003939

文庫本 209
文明と戦争　人類二百万年の
興亡　上

アザー・ガット 中央公論新社 3-0501004435

209
まるわかり世界史　大人の学
参

津野田興一 文藝春秋 3-0501011320

210.1
面白すぎる！人物日本史　古
代・中世編

中央公論新社 3-0501000020

210.1
面白すぎる人物日本史　近
世・近現代編

中央公論新社 3-0501009532

210.3
奈良時代　律令国家の黄金期
と熾烈な権力闘争

木本好信 中央公論新社 3-0501011641

210.3
古墳のひみつ　見かた・楽し
みかたがわかる本　改訂版

古代浪漫探究会
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500999718

210.4 武士とは何か 呉座勇一 新潮社 3-0501005776

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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210.7
昭和史研究の最前線　大衆・
軍部・マスコミ、戦争への道

筒井清忠／編著 朝日新聞出版 3-0501009163

212 〈伊達騒動〉の真相 平川新 吉川弘文館 3-0501004832

213 地形で見る江戸・東京発展史 鈴木浩三 筑摩書房 3-0501009131

213
一駅一話江ノ電沿線歴史さん
ぽ

泉秀樹 有隣堂 3-0501006294

文庫本 222 日本人のための台湾現代史
国際時事アナリス
ツ／編

河出書房新社 3-0501001952

230
ケルトの世界　神話と歴史の
あいだ

疋田隆康 筑摩書房 3-0501009130

234
「笛吹き男」の正体　東方植
民のデモーニッシュな系譜

浜本隆志 筑摩書房 3-0501010919

235
ベルギーの歴史を知るための
５０章

松尾秀哉／編著 明石書店 3-0501000761

238
ロシアの思考回路　その精神
史から見つめたウクライナ侵
攻の深層

三浦清美 扶桑社 3-0501007057

289 エ
エリザベス女王　写真で振り
返る、国家に捧げた生涯

エリン・ブレイク
モア

日経ナショナルジオグ
ラフィック

3-0501000078

289 ト
徳川家康の決断　桶狭間から
関ケ原、大坂の陣まで１０の
選択

本多隆成 中央公論新社 3-0501003896

文庫本 289 マ
家康家臣の戦と日常　松平家
忠日記をよむ

盛本昌広 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501003856

289 モ
バブルの王様　森下安道日本
を操った地下金融

森功 小学館 3-0501013328

290
地球の歩き方　Ｗ２２　いつ
か旅してみたい世界の美しい
古都

地球の歩き方編集
室／編集

地球の歩き方 3-0501014452

290 世界の幻想的な風景 ＭｄＮ編集部／編
エムディエヌコーポ
レーション

3-0500999739

290
地球の歩き方　Ａ　１４（２
０２３～２０２４年版）ドイ
ツ

地球の歩き方編集
室／編集

地球の歩き方 3-0501003924

290
地球の歩き方　Ｊ　００（２
０２３～２０２４年版）　日
本

地球の歩き方編集
室／編集

地球の歩き方 3-0500992021

地図 291.2 秋田県道路地図　５版 昭文社 3-0500966705

地図 291.2 山形県道路地図　５版 昭文社 3-0500936522

地図 291.2 岩手県道路地図　７版 昭文社 3-0500905048

地図 291.3 千葉県道路地図　６版 昭文社 3-0500889919

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市栄
区　２０２２１０

ゼンリン 3-0501005312

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市港
北区　２０２２１０

ゼンリン 3-0501005308

地図 291.3
ゼンリン住宅地図　横浜市緑
区　２０２２１０

ゼンリン 3-0501005313

291.4
るるぶ福井越前若狭恐竜博物
館　’２３

ＪＴＢパブリッシング 3-0501002609

291.5

１０日で走破！自転車で行く
東海道五十三次　自転車で走
れる旧東海道を完全網羅実用
性抜群の自転車旅行ガイド

成美堂出版編集部
／編

成美堂出版 3-0500999711

地図 291.5 三重県道路地図　５版 昭文社 3-0500920557

291.6 神戸　’２３ 昭文社 3-0501002591

地図 291.7 島根県道路地図　４版 昭文社 3-0500897221
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292.5 インド文化読本 小磯千尋／編 丸善出版 3-0501015054

293.5
南フランスの休日プロヴァン
スへ　最新版

町田陽子 イカロス出版 3-0501006305

別置

302.1
中学入試超良問で学ぶニッポ
ンの課題

おおたとしまさ／
編著

中央公論新社 3-0501016524

文庫本 302.2
民主化する中国　習近平がい
ま本当に考えていること

丹羽宇一郎 講談社 3-0500995818

302.2 ふしぎな中国 近藤大介 講談社 3-0501003886

302.5
キャンセルカルチャー　アメ
リカ、貶めあう社会

前嶋和弘 小学館 3-0501002708

304 天才たちの未来予測図 高橋弘樹／編著 マガジンハウス 3-0500998312

304
瀧本哲史クーリエ・ジャポン
連載集

瀧本哲史 星海社 3-0501012444

309

ヨノナカを変える５つのス
テップ　マンガでわかるコ
ミュニティ・オーガナイジン
グ

鎌田華乃子 大月書店 3-0500996712

317 はじめての行政学　新版 伊藤正次 有斐閣 3-0500997451

318

若者をまちづくりに巻き込む
ための政策立案ハンドブック
多様な成功事例からよくわか
る進め方のポイント

松下啓一 第一法規 3-0500983592

318.5
通る起案はここが違う！公務
員の文書起案のルール

澤俊晴 学陽書房 3-0500996750

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
非戦の安全保障論　ウクライ
ナ戦争以後の日本の戦略

柳澤協二 集英社　 3-0500996297

323 極秘資料は語る皇室財産 奥野修司 文藝春秋 3-0500996643

323
伊藤真の憲法入門　講義再現
版　第７版

伊藤真 日本評論社 3-0500999010

329
ＮＡＴＯ冷戦からウクライナ
戦争まで

村上直久 平凡社 3-0501010620

331
宇沢弘文　新たなる資本主義
の道を求めて

佐々木実 講談社 3-0501003884

332.5
奴隷会計　支配とマネジメン
ト

ケイトリン・ロー
ゼンタール

みすず書房 3-0500988506

334 南洋の日本人町 太田尚樹 平凡社 3-0500981929

334
ＴＨＥ　ＷＯＲＬＤ　ＦＯＲ
ＳＡＬＥ　世界を動かすコモ
ディティー・ビジネスの興亡

ハビアー・ブラス
日経ＢＰ日本経済新聞
出版

3-0501004723

334
地図とデータで見る移民の世
界ハンドブック　新版

カトリーヌ・ヴィ
トール・ド・ヴァ
ンダン

原書房 3-0500993020

335
アントレプレナーシップ入門
ベンチャーの創造を学ぶ　新
版

忽那憲治 有斐閣 3-0500996767

335
サラリーマンのための起業の
教科書　損しないフリーラン
スの極意

大村大次郎 小学館 3-0501012407

335.1
天才読書　世界一の富を築い
たマスク、ベゾス、ゲイツが
選ぶ１００冊

山崎良兵 日経ＢＰ 3-0501016995

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 335.4
会社四季報　２０２３年　１
集（新春号）

東洋経済新報社 3-0501019174

336
トヨタで学んだ「紙１枚！」
で考え抜く技術

浅田すぐる 日本実業出版社 3-0500998885

336.1
企画書・提案書の作り方１０
０の法則

齊藤誠
日本能率協会マネジメ
ントセンター

3-0500984089

336.4
人事制度の基本　この１冊で
すべてわかる

西尾太 日本実業出版社 3-0501002093

336.4
リデザイン・ワーク新しい働
き方

リンダ・グラット
ン

東洋経済新報社 3-0501002949

情報科
学

336.5

Ｐｏｗｅｒ　Ａｕｔｏｍａｔ
ｅ　ｆｏｒ　ｄｅｓｋｔｏｐ
業務自動化最強レシピ　ＲＰ
Ａツールによる自動化＆効率
化ノウハウ

小佐井宏之 翔泳社 3-0501003368

336.9
入門図解経理の基本と実務マ
ニュアル　事業者必携

武田守／監修 三修社 3-0500996754

338

最新　クレジット／ローン業
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６版

平木恭一 秀和システム 3-0500999715

345
図解　法人税法超入門　令和
４年度改正

宇田川隆／編著 税務経理協会 3-0500988335

349
水族館のアシカはいくらで買
える？３ステップでわかる教
養としての地方財政

野崎敏彦 合同フォレスト 3-0501001991

361.4 小田嶋隆の友達論 小田嶋隆 イースト・プレス 3-0501013093

361.5 沼にはまる人々 沢木文 ポプラ社 3-0501008599

361.8
日本のシン富裕層　なぜ彼ら
は一代で巨万の富を築けたの
か

大森健史 朝日新聞出版 3-0501002247

366.3
育児・介護休業のすべて　制
度から手続きまでがぱっとわ
かる

多田智子
産労総合研究所出版部
経営書院

3-0501002026

369.2
障がいのある子とその親のた
めの「親亡きあと」対策

鹿野佐代子 翔泳社 3-0501000417

369.2
親不孝介護　距離を取るから
うまくいく

山中浩之 日経ＢＰ 3-0501000786

文庫本 369.2 みんなが手話で話した島
ノーラ・エレン・
グロース

早川書房 3-0501000439

369.3
ズラータ、１６歳の日記　ウ
クライナから来た少女

ズラータ・イヴァ
シコワ／文・絵

世界文化ブックス 3-0501000176

371
いじめの聖域　キリスト教学
校の闇に挑んだ両親の全記録

石川陽一 文藝春秋 3-0501008619

371 小田嶋隆の学歴論 小田嶋隆 イースト・プレス 3-0501013094

376.4
進路格差　〈つまずく生徒〉
の困難と支援に向き合う

朝比奈なを 朝日新聞出版 3-0501009167

参考書 376.8
全国大学受験年鑑　２０２３
年入試対策用

旺文社 3-0501013251

別置指
定資料

378
読み書き障害〈ディスレクシ
ア〉のある人へのサポート入
門

河野俊寛 読書工房 3-0500988637

文庫本 380 民俗学がわかる事典 新谷尚紀／編著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500989632

382 遠野物語　新装版 柳田國男 大和書房 3-0500996379

382
世界の母系社会　フォト・ド
キュメント

ナディア・フェル
キ

原書房 3-0500993349
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文庫本 382 菊と刀 ベネディクト 光文社 3-0208072151

文庫本 382 風俗江戸東京物語　新装版 岡本綺堂 河出書房新社 3-0501000370

383.8 〈図説〉お菓子の文化誌百科
ポール・クリスタ
ル

原書房 3-0500997818

文庫本 383.8 日本の珈琲 奥山儀八郎 講談社 3-0500994906

383.8 食の資料探しガイドブック 荒木一視 昭和堂 3-0501002223

383.8
道草を食いながら　出会った
人びと、食文化

石毛直道 岩波書店 3-0500999343

383.8
江戸川柳で読み解く塩・味
噌・醤油　江戸時代の暮らし
に見る調味料

清博美 三樹書房 3-0500990273

386
日本人が知らない世界の祝祭
日事典

斗鬼正一 淡交社 3-0500998284

391 戦争はなくせるか？
クリストファー・
コーカー

勁草書房 3-0500999729

391
戦術の本質　進化する「戦い
の原則」をひも解く　完全版

木元寛明 ＳＢクリエイティブ 3-0501000431

394
再現！世界の軍隊グルメ　戦
士の食卓

水梨由佳／文・調
理・撮影

大日本絵画 3-0501007328

別置

420
難しくない物理学　世界のビ
ジネスエリートは知っている

野本麻紀
クロスメディア・パブ
リッシング

3-0501004450

421
宇宙を解くパズル　「真理」
は直観に反している

カムラン・バッ
ファ

講談社 3-0501003839

文庫本 431
面白くて眠れなくなる元素
新版

左巻健男 ＰＨＰ研究所 3-0501000189

433
分子をはかる　がん検診から
宇宙探査まで

藤井敏博 文藝春秋 3-0501003880

450
知っておきたい地球科学
ビッグバンから大地変動まで

鎌田浩毅 岩波書店 3-0501012005

467
コード・ブレーカー　上　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 3-0501008551

467 超圧縮地球生物全史 ヘンリー・ジー ダイヤモンド社 3-0500992220

480 ルポ動物園 佐々木央 筑摩書房 3-0501009133

文庫本 481
カラスはずる賢い、ハトは頭
が悪い、サメは狂暴、イルカ
は温厚って本当か？

松原始 山と渓谷社 3-0501010612

481
魚は数をかぞえられるか？
生きものたちが教えてくれる
「数学脳」の仕組みと進化

ブライアン・バ
ターワース

講談社 3-0501009106

482
日本の絶滅危惧生物図鑑　環
境省レッドリスト

岩槻邦男／編 丸善出版 3-0501005824

文庫本 482
これが見納め　絶滅危惧の生
きものたちに会いに行く

ダグラス・アダム
ス

河出書房新社 3-0501008101

489 中国パンダ外交史 家永真幸 講談社 3-0501002190

490
江戸のお医者さん　医学史の
散歩道

笠原浩
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0501002669

490

舌をみれば病気がわかる　中
医学に基づく「舌診」でかく
れた不調をセルフチェック
新装版

幸井俊高 河出書房新社 3-0501009558

491
ウイルスＶＳヒト　人類は見
えない敵とどのように闘って
きたのか？

ジョン・Ｓ・トレ
ゴニング

文響社 3-0501001263

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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491

ココが知りたい清拭クロスを
使った清掃・消毒　医療・介
護福祉現場における環境消毒
のコツ

笹原鉄平 ヴァンメディカル 3-0500993598

491
『いつも体調がよい人』にな
る方法　アレルギー専門医が
見つけた最高の免疫の作り方

ヘザー・モディ ユーキャン学び出版 3-0501004765

492
ユマニチュードへの道　イ
ヴ・ジネストのユマニチュー
ド集中講義

イヴ・ジネスト 誠文堂新光社 3-0501007380

492 病気がみえる　ｖｏｌ．１５
医療情報科学研究
所／編集

メディックメディア 3-0501000330

493.1
イラストで楽しく学ぶ！食中
毒の知識

伊藤武 講談社 3-0501004719

493.2
血圧がみるみる下がる方法を
１冊にまとめてみた

渡辺尚彦 アスコム 3-0501006284

493.2
心不全がわかる本　命を守る
ためにできること

佐藤直樹／監修 講談社 3-0501009112

493.4
名医が教える胃腸の守り方
つらくない内視鏡検査のすす
め

桐山真典
幻冬舎メディアコンサ
ルティング

3-0501002317

493.7
うつは運動で消える　神経科
学が解き明かした「心の不
調」のリセット法

ジェニファー・ハ
イズ

ダイヤモンド社 3-0500993912

文庫本 493.7 個性という幻想
ハリー・スタッ
ク・サリヴァン

講談社 3-0501002195

494 変形性股関節症治療大全 平川和男／監修 講談社 3-0501003881

494
筋肉ががんを防ぐ。　専門医
式１日２分の「貯筋習慣」

石黒成治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501008591

495
ぼくたちが知っておきたい生
理のこと

博多大吉 辰巳出版 3-0501001266

495
私の半分はどこから来たのか
ＡＩＤ〈非配偶者間人工授
精〉で生まれた子の苦悩

大野和基 朝日新聞出版 3-0501007811

496
目は１分でよくなる！あなた
の目がよみがえる７つの視力
回復法　新装版

今野清志 自由国民社 3-0501009159

文庫本 498.3 リセットの習慣 小林弘幸
日経ＢＰ日本経済新聞
出版

3-0500985882

498.3
内科医がズバリ答えるその健
康法〇か×か

植田勝廣 メディアパル 3-0501009189

498.3
心と体が若返る！解いて動い
て脳活生活

篠原菊紀／監修 ＮＨＫ出版 3-0501006181

498.5

毎日使える薬膳＆漢方の食材
事典　身近な食材２２９種＋
生薬４０種の効能と食べ合わ
せがわかる！　新版

阪口珠未 ナツメ社 3-0501009977

498.5
朝食にパンを食べるな　１０
万人の胃腸を診た専門医が教
える！！長生き食事術

福島正嗣 プレジデント社 3-0500984040

498.6

２０ＸＸ年のパンデミック
致死的感染症との闘いから考
える未知のパンデミックへの
備え

浦島充佳 化学同人 3-0501009184

498.8
職場でできるアンガーマネジ
メント　パワハラ、メンタル
不調、離職を防ぐ！

佐藤恵子 誠信書房 3-0501002358

498.9
顔のない遭難者たち　地中海
に沈む移民・難民の「尊厳」

クリスティーナ・
カッターネオ

晶文社 3-0501009882
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518.2
トコトンやさしい下水道の本
第２版

高堂彰二 日刊工業新聞社 3-0500998638

535
〈フォトグラフィー〉メガネ
の歴史

ジェシカ・グラス
コック

原書房 3-0500990292

536
〈定本〉電車基礎講座
“知ってるつもり”から“確
かな知識”へ

野元浩 交通新聞社 3-0501006281

538
国産航空機の歴史　零戦・隼
からＹＳ－一一まで

笠井雅直 吉川弘文館 3-0501012060

情報科
学

547.4
ネットワーク最新技術入門
身近になった技術用語を解
説！

Ｉ　Ｏ編集部／編
集

工学社 3-0501004756

情報科
学

547.4
サーバーのしくみと技術がこ
れ１冊でしっかりわかる本

横田一輝 技術評論社 3-0500997675

548
スパコン富岳の挑戦　ＧＡＦ
Ａなき日本の戦い方

松岡聡 文藝春秋 3-0501003878

578

図解入門　よくわかる最新プ
ラスチックの仕組みとはたら
き　最新技術と持続可能社会
への対応を学ぶ　第４版

桑嶋幹 秀和システム 3-0500991988

別置

593.3
作りやすくて、着やすいワン
ピース＆パンツ＆はおりもの

ＮＨＫ出版 3-0500998194

593.4
職業用ミシンってぶっちゃけ
買ったほうがいいですか？

主婦と生活社 3-0500997064

593.8
一年３セットの服で生きる
「制服化」という最高の方法

あきやあさみ 幻冬舎 3-0500979401

593.8
アンダー１５３ｃｍ、６０
歳。カッコよく着こなす大人
コーデ

石橋洋子 朝日新聞出版 3-0501007810

593.8
６０代のコーディネート、
ずっと変わらない「好き」を
主軸に

Ｉｌｌａｌｌａｎ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501003013

593.8

センスのいらないおしゃれの
教科書　パーソナルカラー×
骨格×顔タイプ診断ですぐわ
かる！

渡辺樹里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0500991576

594
ＣＯＴＴＯＮ　ＴＩＭＥ　１
（ｎｏ．１６６）

主婦と生活社 3-0501016352

594.2
1色で刺す美しいホワイト刺
しゅう

アップルミンツ 3-0501011428

594.3
毎日のごきげんニット　新装
版

東海えりか ブティック社 3-0501012529

594.3
自分サイズのセーターを編む
好きなサイズ・好きな糸で編
む方法

西村知子／監修 小学館 3-0501004485

594.3
かぎ針あみのショールとス
トール９０　一生あめる永久
保存版

主婦の友社／編 主婦の友社 3-0501007424

594.8

語りかけるキルトの小もの
物語を紡ぐように、布の小片
を集めて描くポーチやミニ
バッグ、ミニキルト

斉藤謠子 日本ヴォーグ社 3-0501012514

596
野菜もりもりスープこそ最高
のごちそう。　朝・昼・晩カ
ラダ喜ぶ１００レシピ

阪下千恵 主婦と生活社 3-0501012491

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
ハロウィーンの料理帳　魔女
と吸血鬼のちょっと不気味な
３０のレシピ

ヴァンサン・アミ
エル

原書房 3-0500989081

596 こりずにわるい食べもの 千早茜 ホーム社 3-0501012979

596 町中華の丸かじり 東海林さだお 朝日新聞出版 3-0501010968

596
みその本　仕込んで、使っ
て、一年中楽しめる

飛田和緒 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3-0501000735

596.2

ストウブでフランス家庭料理
Ｐｌａｉｓｉｒ　ｄｅ　ｌａ
ｃｕｉｓｉｎｅ　a　ｌａ　ｍ
ａｉｓｏｎ

上野万梨子 世界文化ブックス 3-0501006681

596.2
地元に行って、作って、食べ
た日本全国お雑煮レシピ

粕谷浩子 池田書店 3-0501009643

596.6
へとへとパン　小麦粉を使わ
ない白崎茶会のかんたんレシ
ピ

白崎裕子 マガジンハウス 3-0501001664

596.9
箸置きの世界　食卓の小さな
遊び

串岡慶子 平凡社 3-0500998316

597
新！掃除の解剖図鑑　やり方
次第でこんなに変わる

日本ハウスクリー
ニング協会

エクスナレッジ 3-0501011719

597
Ｈｅｉｍａ　住まいの感覚を
磨く９つのキーワード。

石井佳苗 扶桑社 3-0501007628

599
伊藤ふきげん製作所　思春期
をサバイバルする

伊藤比呂美 中央公論新社 3-0501001244

615 雑草の文化誌
ニーナ・エドワー
ズ

原書房 3-0500989087

626 世界を変えた１０のトマト
ウィリアム・アレ
キサンダー

青土社 3-0501005175

627

手軽にふやせるさし木・株分
け・とり木・つぎ木・種まき
草花・観葉植物・樹木をふや
して楽しめる！１２３種類
改訂版

渡辺均／監修 ブティック社 3-0500994098

627
茶花の見分けかた、育てかた
花のプロがやさしく教える

塩見亮一 淡交社 3-0500998703

673
一生使える「クレーム対応」
の教科書　対面＆非対面、ど
んな難題もスッキリ解決

山本幸美 大和出版 3-0501009912

673
人気キャラクターを活かした
「販促キャンペーン」の仕掛
け方

野口光幸 ぱる出版 3-0500987028

675

日本型サステナブル・ロジス
ティクス　人手不足、コスト
増、環境問題、災害を乗り越
えて生き残る方法

クニエロジスティ
クス担当／編著

日刊工業新聞社 3-0500984444

675
日本の消費者はどう変わった
か　生活者１万人アンケート
でわかる最新の消費動向

野村総合研究所 東洋経済新報社 3-0500998281

685
ニッポン秘境路線バスの旅
驚きの酷道ルート＆ご当地
ルールの不思議

風来堂 交通新聞社 3-0500981856

689
東京ディズニーランド完全ガ
イド　２０２２－２０２３

講談社／編 講談社 3-0500971995

693
切手デザイナーの仕事　日本
郵便切手・葉書室より

間部香代 グラフィック社 3-0501001716

699
深解釈オールナイトニッポン
１０人の放送作家から読み解
くラジオの今

藤井青銅／〔ほ
か〕著

ニッポン放送 3-0500994628

芸術・スポーツ・趣味・言語
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別置

700 まなざしのレッスン　１ 三浦篤 東京大学出版会 3-0201024627

702
時を超える美術　「グローカ
ル・アート」の旅

新見隆 光文社 3-0501010551

702
現代アートはすごい　デュ
シャンから最果タヒまで

布施英利 ポプラ社 3-0501008598

709
美術作品の修復保存入門　古
美術から現代アートまで

宮津大輔 青幻舎 3-0500972789

720
世界で一番美しい名画の解剖
図鑑

カレン・ホサッ
ク・ジャネス／編
著

エクスナレッジ 3-0500032461

720
猫を描く　古今東西、画家た
ちの猫愛の物語

多胡吉郎 現代書館 3-0501013801

721
江戸パンク！　国芳・芳年の
幻想劇画

春木晶子
パイインターナショナ
ル

3-0501012446

721
奇才絵師・伊藤若冲の謎　カ
ラー版

小林忠／監修 宝島社 3-0501013294

723 災厄の絵画史 中野京子
日経ＢＰ日本経済新聞
出版

3-0501017662

725
やさしいクレパス画　身近な
ものを描いてみよう！

米津祐介 誠文堂新光社 3-0501007383

726
日本の絵本１００年１００人
１００冊

広松由希子 玉川大学出版部 3-0500928291

727
日本のポスター　明治・大
正・昭和

三好一 ＩＢＣパブリッシング 3-0500995872

740 ジェンダー写真論　増補版 笠原美智子 里山社 3-0500993046

750
はじめまして農民美術　木片
人形・木彫・染織・刺繍

宮村真一／監修 グラフィック社 3-0501001718

752
金継ぎの技法書　基礎から、
色漆の活用、見立て、仕上げ
のテクニックまで

工藤かおる 誠文堂新光社 3-0500986523

754.9
春夏秋冬で楽しめる♪おりが
み♪壁飾り　あっという間に
完成！

いまいみさ 講談社 3-0500995858

763
動画で身につくクラシックギ
ター上達テクニック　演奏ス
キルから表現力まで

酒井良祥／監修
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

3-0500998348

763
ショパン・コンクール見聞録
革命を起こした若きピアニス
トたち

青柳いづみこ 集英社 3-0501002922

766
１６人１６曲でわかるオペラ
の歴史

加藤浩子 平凡社 3-0501010622

766 市民オペラ 石田麻子 集英社 3-0501002923

767
アイドルについて葛藤しなが
ら考えてみた　ジェンダー／
パーソナリティ／<推し>

香月孝史／編著 青弓社 3-0500987205

773 教養としての能楽史 中村雅之 筑摩書房 3-0501001635

779
江戸の暮らしと落語ことはじ
め

三遊亭兼好 ＫＴＣ中央出版 3-0501014469

780
キツネ潰し　誰も覚えていな
い、奇妙で残酷で間抜けなス
ポーツ

エドワード・ブ
ルック＝ヒッチン
グ

日経ナショナルジオグ
ラフィック

3-0500986579

782
調べて、伝えて、近づいて
思いを届けるレッスン

増田明美 中央公論新社 3-0501008508

(NDC700-899）
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783.4

サッカー世界標準のキックス
キル　日本では誰も教えてこ
なかったシュートが決まる
フォーム

中西哲生 マイナビ出版 3-0501005178

783.4
サッカーはなぜ１１人対１１
人で戦うのか？

ルチアーノ・ウェ
ルニッケ

扶桑社 3-0501006244

783.4
ＪＦＡの挑戦　コロナと戦う
日本サッカー

戸塚啓 小学館 3-0501007374

783.7 女子野球史 八木久仁子 東京図書出版 3-0501000106

783.7
ＳＨＯ－ＴＩＭＥ大谷翔平
メジャー１２０年の歴史を変
えた男

ジェフ・フレッ
チャー

徳間書店 3-0500980505

791
茶の湯の歴史を問い直す　創
られた伝説から真実へ

橋本素子／編著 筑摩書房 3-0501013321

ティー
ンズ

796
藤井聡太の将棋入門　勝つた
めの指し方が学べる！

藤井聡太／監修 日本将棋連盟 3-0500997140

801
ことばと算数　その間違いに
はワケがある

広瀬友紀 岩波書店 3-0500982439

810
日本がわかる、日本語がわか
る　上級日本語教材

田中祐輔／編著 凡人社 3-0500672096

811 人名の漢字語源辞典　新装版 加納喜光 東京堂出版 3-0500906198

813
「言いたいこと」から引ける
慣用句・ことわざ・四字熟語
辞典　新装版

西谷裕子／編 東京堂出版 3-0500789841

参考書 813
日本語シソーラス　類語検索
辞典　第２版

山口翼／編 大修館書店 3-0500379573

813
大きな字で読む常用辞典国
語・カタカナ語　第２版

三省堂編修所／編 三省堂 3-0500879706

815 日本語文法総解説 町田健 研究社 3-0500878967

文庫本 816
「残念な文章」が明らかによ
くなる本

前田安正 三笠書房 3-0500998683

816
書く力　加藤周一の名文に学
ぶ

鷲巣力 集英社 3-0501002926

参考書 817
研究社日本語口語表現辞典
第２版

山根智恵／監修 研究社 3-0500761220

821 動物の漢字語源辞典　新装版 加納喜光 東京堂出版 3-0500898410

821 植物の漢字語源辞典　新装版 加納喜光 東京堂出版 3-0500898418

821 漢字の成り立ち図解 落合淳思 人文書院 3-0500997803

821 魅惑の漢字 陳楠 樹立社 3-0500658023

参考書 829.7
現代アラビア語辞典　アラビ
ア語－日本語

田中博一 鳥影社 3-0500533836

832 教養の語源英単語 清水建二 講談社 3-0501003883

833
カタカナで引くスペリング辞
典 第２版

研究社編集部／編 研究社 3-0500861575

参考書 833 日英中－英日中常用辞典 葉麗珍 中日出版 3-0500845350

834
英語を英語で理解する英英英
熟語　初級編

ジャパンタイムズ
出版英語出版編集
部／編

ジャパンタイムズ出版 3-0501005929

834
英語を英語で理解する英英英
熟語　中級編

ジャパンタイムズ
出版英語出版編集
部／編

ジャパンタイムズ出版 3-0501005927

ティー
ンズ

837
読解力をきたえる英語名文３
０

行方昭夫 岩波書店 3-0501012006

847
マウスと仲間たち楽しくかん
たんドイツ語　すぐに使える
会話フレーズ１２０

イゾルデ・シュ
ミット‐メンツェ
ル

Ｊリサーチ出版 3-0500997110
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892
教養としてのラテン語の授業
古代ローマに学ぶリベラル
アーツの源流

ハンドンイル ダイヤモンド社 3-0500998930

別置

郷土青
葉

318.6 地域人　第８４号
地域構想研究所／
編集

大正大学出版会 3-0500995481

郷土青
葉

706 糸と布　日常と生を綴る
横浜市民ギャラ
リーあざみ野／編

横浜市民ギャラリーあ
ざみ野

3-0501009036

郷土青
葉

910 サ
佐藤春夫と大正日本の感性
「物語」を超えて

河野龍也 鼎書房 3-0500695392

郷土資
料

318.5

「横浜ＤＸ戦略」　概要版
デジタルの恩恵をすべての市
民と地域に行きわたらせるた
めに

横浜市デジタル統
括本部企画調整課
／〔編〕

横浜市デジタル統括本
部企画調整課

3-0501001825

郷土資
料

364
横浜市の国民健康保険　令和
３年度実績

横浜市健康福祉局
生活福祉部保険年
金課／編

横浜市健康福祉局生活
福祉部保険年金課

3-0501016307

郷土資
料

366.3
ワーキングガイド　知ってお
きたい！働く人の基礎知識
２０２２－２０２３

横浜市経済局雇用
労働課／編

横浜市経済局雇用労働
課

3-0501013918

郷土資
料

373
横浜市教育振興基本計画　素
案　第４期

横浜市教育委員会
事務局教育政策推
進課／〔編〕

横浜市教育委員会事務
局教育政策推進課

3-0501004674

郷土資
料

518.1
横浜水道ガイド　保存版（増
刷）

横浜市水道局広報
課

横浜市水道局広報課 3-0501009034

郷土資
料

518.2 水質試験年報　令和３年度
横浜市環境創造局
下水道施設部下水
道水質課／〔編〕

横浜市環境創造局下水
道施設部下水道水質課

3-0501019228

「あたらしく入った本」1月号は、令和4年12月から令和5年1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。

郷土に関する本
（青葉区、横浜市、神奈川県）
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