
請求記号 資料名 著者名 出版社

A114 もしあと１年で人生が終わるとしたら？ 小澤竹俊 アスコム

A210 戦国　戦の作法 小和田哲男 G.B

A289 三流シェフ 三國清三 幻冬舎

A367 ぼくどこからきたの
あるがままの　いのちのはなし。ごまかしなし、さしえつき。

ピーター・メイル 河出書房新社

A367 自分の終い方　元気なうちに選ぶ【終のすみか】 髙橋美 総合法令出版

A369 ウクライナから来た少女　ズラータ、16歳の日記 ズラータ・イヴァシコワ 世界文化社

A369 被爆者　60年目のことば 会田法行 ポプラ社

A493 薬にたよらず血圧を下げる方法 加藤雅敏 アチブーメント出版

A498
忙しいビジネスパーソンのための
                      自律神経整え方BOOK 原田賢

ディスカバー
 トェンティワン

A521 オールカラーでわかりやすい！日本の城 中山良昭 西東社

A596 禁断のレシピ 多賀正子・枝元ほなみ NHK出版

A596 志麻さんの台所ルール タサン志麻 河出書房新社

A666 日本のメダカを飼おう　育て方とふやし方 片根得光 誠文堂新光社

A723 画集　戦士 太田寧 八昭印刷

A724 光と影の水彩画入門 寺田幹彦 日貿出版社

A767 あの歌この街 橋本克彦 旅行読売出版

新しく入った本（R5.1）



請求記号 資料名 著者名 出版社

A7B 忍者の掟 川上仁一 KADOKAWA

A9B つくも神さん、お茶ください 畠中恵 新潮社

A9B 聖断　昭和天皇と鈴木貫太郎 半藤一利 PHP研究所

A9ク 初版グリム童話集　ベストセレクション グリム兄弟 白水社

A9す おつかれ、今日の私。 ジェーン・スー マガジンハウス

A9ヨ 日々憶測 ヨシタケシンスケ 光村図書

AｱB ぬけまいる 朝井まかて 講談社

AｱB The　MANZAI①　ザマンザイ1 あさのあつこ ジャイブ

AｱB The　MANZAI②　ザマンザイ2 あさのあつこ ジャイブ

AｱB The　MANZAI③　ザマンザイ3 あさのあつこ ジャイブ

AｱB The　MANZAI④　ザマンザイ4 あさのあつこ ジャイブ

AｱB The　MANZAI⑤　ザマンザイ5 あさのあつこ ジャイブ

AｱB The　MANZAI⑥　ザマンザイ6 あさのあつこ ジャイブ

AｱB 青い壺 有吉佐和子 文藝春秋

AｵB 緑の我が家 小野不由美 KADOKAWA

AｼB 旧友再会 重松清 講談社

AﾀB 鍵・瘋癲老人日記 谷崎潤一郎 新潮社

AﾄB 帰還 堂場瞬一 文藝春秋



請求記号 資料名 著者名 出版社

AﾄB 決断の刻 堂場瞬一 東京創元社

AﾄB 穢れた手 堂場瞬一 東京創元社

AﾏB 神域 真山仁 文藝春秋

J2 世界の歴史　1～20　・別冊（全21冊） 羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史2　古代社会と思想家たち
 ●紀元前600～紀元元年

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史3　秦・漢ローマ古代の大帝国
 ●紀元前200～紀元後400

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史4　唐・シルク＝ロードとイスラーム教の発展

 ●400～800
羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史5　宗教が支える社会
 ●800～1200

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史6　モンゴル帝国と東西交流
 ●1200～1400

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史7　ひとつながりになる世界
 ●1400～1600

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史8　変化するユーラシア諸帝国
 ●1550～1720

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史9　ヨーロッパの世界進出
 ●1600～1790

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史10　革命が世界を変える
 ●1750～1850

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史11　ヨーロッパの自由主義とアジアの動揺

 ●1830～1860
羽田正 KADOKAWA



請求記号 資料名 著者名 出版社

J2
世界の歴史12　ヨーロッパ再編とアメリカの台頭
 ●1860～1890

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史13　帝国主義と抵抗する人々
 ●1890～1910

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史14　第一次世界大戦とアジアの動向
 ●1900～1919

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史15　世界恐慌と民族運動
 ●1919～1939

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史16　第二次世界大戦
 ●1939～1945

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史17　第二次世界大戦後の国際関係
 ●1945～1955

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史18　冷戦と超大国の動揺
 ●1955～1980

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史19　冷戦の終結民主化運動
 ●1980～1990

羽田正 KADOKAWA

J2
世界の歴史20　現代文明とグローバル化
 ●1990～2020

羽田正 KADOKAWA

J2 世界の歴史別巻　まるわかり地域史 羽田正 KADOKAWA

J7 スポーツを科学する1　からだが動くメカニズム 武藤芳輝 大月書店

J7 スポーツを科学する2　からだはまだまだ未完成 武藤芳輝 大月書店

J7 スポーツを科学する4　スポーツ障害を知る 武藤芳照 大月書店

J7 スポーツを科学する3　トレーニングに科学を！ 武藤芳照 大月書店

児

童

書



請求記号 資料名 著者名 出版社

J7 スポーツを科学する5　スポーツは科学だ！ 武藤芳照 大月書店

J9 こうまくん きくちちき 大日本図書

J9か てりふり山の染めものや おちのりこ、まさいけい 偕成社

J9こ 熊神とカパラペポンス かやのしげる、いしくらきんじ 小峰書店

J9こ 原爆の図物語 宇佐美承 小峰書店

J9と ピロシキおじさんのはなし ふくだあきえ、ふくだしょうすけ 童心社

J9ふ かえるのエルタ 中川李枝子 福音館書店

J9ふ やまぐにほいくえん 征矢清、大友康夫 福音館書店

J9ぽ オバケのアッチねんねんねんね 角野栄子 ポプラ社

J9ぽ ピザパイくんたすけてよ 角野栄子 ポプラ社

J9り 七人の大昔の幽霊 たかしよいち 理論社

JE うみのそこ 長沼毅、大橋慶子 TOブックス

JE かずのえほん　いくつかな 谷川俊太郎、堀内誠一 くもん出版

JE くじらすくい 水凪紅美子 BL出版

JE ハートはあったかい 吉田香澄 総北海

JE5 あいうえおのほん まついのりこ 福音館書店

JE5 じゃがーくん 藤島由美 福音館書店

JE11 りんご畑の九月 後藤竜二、長谷川知子 新日本出版社



請求記号 資料名 著者名 出版社

JE12 ジャキーのたからもの あだちなみ、あいはらひろゆき ブロンズ新社

JE12 ジャッキーのおたんじょうび あだちなみ、あいはらひろゆき ブロンズ新社

JE12 ちゅういどくほん 五味太郎 ブロンズ新社

JEG 魔術師の弟子 バーバラヘイズン、トミー・ウンゲラ－ 評論社

JEG4 ニコラスどこにいってたの？ レオ・レオーニ、谷川俊太郎 あすなろ書房

JEG4 ねどこどこかな？ ジュディ・ヒンドレイ　トール・フリーマン小学館

M ダ・ヴィンチ　2023年2月 KADOKAWA

M 趣味の園芸　2023年2月 NHK出版

M すてきにハンドメイド2023年2月 NHK出版

M きょうの料理2023年2月 NHK出版

寄贈してくださった方に心よりお礼申し上げます。

横浜市立図書館より、再活用図書としていただいた本です。

雑

誌


