川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内

2015年4月号(受入日：2015/2/1～2015/3/31)
川崎市立図書館では、川崎市域および近隣の地域に関する資料(地図や写真などを含め）を幅広く収集・保存につとめています。
お手元に川崎関係の資料をお持ちでしたら、ぜひ図書館への寄贈をお願いします。
※地域資料は、複数入手できた資料については、貸出用もご用意しておりますが、希少な資料については図書館内での閲覧のみのご利用をお願いしています。
（貸出用がない資料のタイトルの頭に★がついています。）

～新着図書のご紹介～

『かわさき子ども読書１００選 低学年版 第３版』
読書のまち・かわさき事業推進委員会／編集
川崎市では子どものためのブックリストとして、『かわさき子ども読書100選』を
公開しています。これまで小学生版・中学生版として100冊ずつ紹介していました
が、小学生版をさらに低学年版・高学年版とに分け、改選を行いました。日本の
読み物・外国の読み物・昔話・科学の本などさまざまなジャンルから、子どもたち
に是非おすすめしたい本をそろえています。
川崎に関連する著者として、まどみちお氏や中本賢氏の著作も紹介しています。

『日本民家園収蔵品目録20』
川崎市立日本民家園／編
旧山田家住宅は富山県庄川支流境川最上流部、桂集落に18世紀初期に建築された合
掌造りの建築物です。離村により昭和43年に解体され、後に川崎市立日本民家園に移築
されました。この資料には建築物の詳細な解説の他、同時に収集された民具や関係者の
聞き取り調査の記録など、民俗調査報告も附記されています。なおこの集落は昭和45年に
解村となり平成5年に完成した境川ダムの湖底に沈んでいます。

タイトル

著者表示

出版者

出版年

請求記号

図書館・博物館・逐次刊行物・宗教
かわさき子ども読書１００選 高学年版 第３版

読書のまち・かわさき事業推
川崎市教育委員会
進委員会／［編］

2015.2 K 019.1 ｶﾜ

かわさき子ども読書１００選 低学年版 第３版

読書のまち・かわさき事業推
川崎市教育委員会
進委員会／［編］

2015.2 K 019.1 ｶﾜ

川崎市の多言語広報資料一覧 ２０１４年１０月 川崎市市民・こども局人権・
１日現在
男女共同参画室／編集

川崎市市民・こども
局人権・男女共同参
画室

2014.10 K 027.1 ｶﾜ 14

神奈川県立図書館企画サー
神奈川県立図書館
ビス部地域情報課／編集

2015.2 K 051.0 ｷﾖ 53

文化かわさき 第３６号 特集・市制九十年・戦後 川崎市総合文化団体連絡会 川崎市総合文化団
七十年
／編集
体連絡会

2015.2 K 051.1 ﾌﾞﾝ 36

多摩のあゆみ 第１５７号 特集ー写真でみる高 たましん歴史・美術館歴史資 たましん地域文化財
度経済成長期の多摩
料室／編集
団

2015.2 K 051.9 ﾀﾏ 157

★川崎市青少年科学館年報 第３２号 ２０１３年
川崎市青少年科学館／編
度

2015.3 K 069.1 ｶﾜ 32

★郷土神奈川 第５３号
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川崎市青少年科学
館

歴史・地理
★横浜市歴史博物館調査研究報告 ＶＯＬ．１０
横浜市歴史博物館／編集
（２０１４）

横浜市ふるさと歴史
財団

2014.3 K 210.0 ﾖｺ 10

★史料目録 第９８集 武蔵国多摩郡和田村石
坂家文書目録

人間文化研究機構
国文学研究資料館

2014.3 K 210.9 ｼﾘ 98

葉山町の歴史とくらし－町制施行９０周年記念－ 葉山町／編集

葉山町

2015.1 K 211.9 ﾊﾔ

★新横須賀市史 通史編近現代

横須賀市／編集

横須賀市

2014.8 K 211.9 ﾖｺ

相模の古代史

鈴木靖民／著

高志書院

2014.10 K 212.1 ｻｶﾞ

かながわ考古学財
団

2014.12 K 214.9 ｺｳ

調査収集事業部／編集

★考古学から見る中世都市鎌倉の海浜地域－
平成２６年度公益財団法人かながわ考古学財団
公開セミナー－
★あなたのまちの、いいお店。－神奈川県優良
小売店舗表彰－２０１４

神奈川県産業労働局産業・
神奈川県産業労働
観光部商業流通課／編集
局産業・観光部商業
神奈川県商工会議所連合会
流通課
／編集

2015.3 K 291.0 ｱﾅ 14

神奈川県内乗合バス・ルートあんない Ｎｏ．３（’
神奈川県バス協会／監修
１４～’１５）

ＪＴＢパブリッシング

2014.12 K 291.0 ｶﾅ 3

★湘南花散歩－湘南・丹沢大山広域観光ガイド
－

神奈川県湘南地域
県政総合センター企
画調整部商工観光
課

2014 K 291.0 ｼﾖ

★街道を歩く－江戸の面影を残す、５街道＋８往
還を踏破！！－（洋泉社ＭＯＯＫ）

洋泉社

2015.3 K 291.1 ｶｲ

川崎市高津区役所地域振興 川崎市高津区役所
課／編
地域振興課

2015.1 K 291.1 ﾀｶ 14

施政方針 平成２７年（２０１５年）度

川崎市長 福田紀彦

2015.2 K 310.1 ｼｾ 15

★かながわグランドデザイン－点検報告書（素
案）－概要版

神奈川県政策局政策部総合 神奈川県政策部総
政策課／編
合政策課

2014.12 K 312.0 ｶﾅ

★かながわ政策研究・大学連携ジャーナル Ｎ
ｏ．７ 大学生の課題解決力の向上を目指して

神奈川県政策研究・大学連
神奈川県政策研究・
携センター／編集 川崎市
大学連携センター
総合企画局自治推進部／著

2014.12 K 312.0 ｶﾅ 7

★自治研かながわ月報 １５１号（２０１５年２月
号）

神奈川県地方自治研究セン
神奈川県地方自治
ター／編 半澤 彰浩／著
研究センター
上林 得郎／著

2015.2 K 312.0 ｼﾞﾁ 151

★神奈川県議会会議録－平成２６年９月 定例
会－平成２６年第３回

神奈川県議会／編

神奈川県議会

2015.2 K 314.0 ｶﾅ 14-3

★神奈川県議会会議録－平成２６年９月 定例
会－平成２６年第３回（別冊）

神奈川県議会／編

神奈川県議会

2015.2 K 314.0 ｶﾅ 14-3-2

高津区ガイドマップ ［２０１４］

行政・統計・福祉
川崎市

★川崎市議会会議録 平成２６年（２０１４年） 第
４回 定例会 平成２６年１１月２５日開会 平成 川崎市議会／編
２６年１２月１９日閉会

川崎市議会

2014.11 K 314.1 ｶﾜ 14-4

★川崎市議会定例会 議案（合冊版） 平成２７
年（２０１５年） 第１回 定例会

川崎市議会／編

川崎市議会

2015.2 K 314.1 ｶﾜ 15-1

★調査時報 ＮＯ ２５２ ２０１５／２

川崎市議会議会局議事調査
川崎市議会議会局
部政策調査課／編集
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2015.2 K 314.1 ﾁﾖ 252

★かわさき相談マップ－川崎市相談窓口一覧－

川崎市総務局秘書部市民の 川崎市総務局秘書
声担当／［編集］
部市民の声担当

2015.3 K 315.1 ｶﾜ

★神奈川県公報 平成２５年７月～平成２５年１
神奈川県
２月

神奈川県

2013 K 315.1 ｶﾜ

★川崎市公報－平成２５年３月～６月 Ｎｏ．１６
２２－１６２９－２０１３－２

川崎市

2013 K 315.1 ｶﾜ 13-2

★かわさき市政だより 平成２６年 第１０８０～１ 川崎市市民・こども局シティ
１０３号
セールス・広報室／編

川崎市市民・子ども
局シティセールス・広
報室

2015 K 315.1 ｶﾜ 14

川崎市地域防災計画
都市災害対策編－

（平成２６年度修正）－

川崎市防災会議／編集

川崎市防災会議

2014 K 315.1 ｶﾜ 14

川崎市地域防災計画
震災対策編－

（平成２６年度修正）－

川崎市防災会議／編集

川崎市防災会議

2014 K 315.1 ｶﾜ 14

川崎市地域防災計画
風水害対策編－

（平成２６年度修正）－

川崎市防災会議／編集

川崎市防災会議

2014 K 315.1 ｶﾜ 14

川崎市防災会議／編集

川崎市防災会議

2014.1 K 315.1 ｶﾜ 14

川崎市地域防災計画－資料編－平成２６年１０
月

協働型事業事例集－川崎市協働型事業のルー 川崎市総合企画局自治推進 川崎市総合企画局
ル－平成２５年度実施事業
部／［編］
自治推進部

2015.3 K 315.1 ｷﾖ 13

包括外部監査報告書 平成２６年度－産業振興
に関する事業について事務－

川崎市

2015.1 K 315.1 ﾎｳ 14

かわさき市民アンケート 報告書 平成２６年度

川崎市総務局秘書部市民の
川崎市
声担当／編

2015.2 K 317.1 ｶﾜ 14

政策情報かわさき 第３２号

川崎市総合企画局自治推進 川崎市総合企画局
部／編集
自治推進部

2015.3 K 317.1 ｾｲ 32

★かいぎしょ ２０１５年３月 Ｎｏ．６６５

川崎商工会議所／編

2015.3 K 330.1 ｶｲ 665

川崎市市民経済計算 平成２４年度（２０１２年
度）（２０１４統計情報 第１０号）

川崎市総合企画局都市経営
川崎市
部統計情報課／編集

2015.2 K 331.1 ｶﾜ 12

★かながわ経済情報 ２０１５年２月号

浜銀総合研究所／［編集］

浜銀総合研究所

2015.2 K 332.0 ｶﾅ 15-2

★かながわ経済情報 ２０１５年３月号

浜銀総合研究所／［編集］

浜銀総合研究所

2015.3 K 332.0 ｶﾅ 15-3

クロスカルチャー出
版

2014.6 K 335.0 ﾒｲ 6

★明治大正期商工信用録 第６巻 大正４年 第
三十二版商工信用録（大正四年五月） 神奈川
縣・静岡縣・愛知縣・三重縣 ２

川崎商工会議所

川崎市消費者物価指数 平成２６年（２０１４統計 川崎市総合企画局都市経営
川崎市
情報第９号）
部統計情報課／編集

2015.2 K 337.1 ｶﾜ 14

川崎市予算案について 平成２７年度

2015.2 K 344.1 ｶﾜ 15

市税概要 平成２６年度版

川崎市
川崎市財政局税務部税制課 川崎市財政局税務
／編
部税制課

川崎市の人口動態 平成２６年（２０１４統計情報 川崎市総合企画局都市経営
川崎市
第８号）
部統計情報課／編集

2015.2 K 345.1 ｼｾﾞ 14
2015.2 K 358.1 ｶﾜ 14

教育・民俗
★神奈川 はたらくみらい図鑑－神奈川の企業
情報やそこで働く人たちのリアルな声を紹介－

インテリジェンス神奈
神奈川はたらくみらいカンパ
川はたらくみらいカ
ニー／編
ンパニー

2015.1 K 366.0 ｶﾅ

★新しい男女共同参画社会を拓く

神奈川県立かながわ女性セ 神奈川県立かなが
ンター／編集
わ女性センター

2015.2 K 367.0 ｱﾀ

川崎市審議会等委員への女性の参加状況調査 川崎市市民・こども局人権・
報告書 ２０１４（平成２６）年度
男女共同参画室／所管
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川崎市市民・こども
局人権・男女共同参
画室

2014.12 K 367.1 ｶﾜ 14

★少年非行の概要 平成２５年中

神奈川県警察本部／編

神奈川県警察本部

2014 K 368.0 ｼﾖ 13

神奈川県社会福祉協議会／ 神奈川県社会福祉
神奈川県福祉作文コンクール入選作品集 平成
編集 神奈川県共同募金会 協議会・神奈川県共
２６年度（ともしび双書）
／編集
同募金会

2015.1 K 369.0 ｶﾅ 14

川崎市の学校－学校基本調査結果－平成２６年 川崎市総合企画局都市経営
川崎市
度（２０１４統計情報第１１号）
部統計情報課／編集

2015.3 K 370.1 ｶﾜ 14

教育調査統計資料 Ｎｏ．４２ ２０１４

川崎市教育委員会総務部企
川崎市教育委員会
画課／編集

2015.1 K 370.1 ｷﾖ 42

★互助会５０年のあゆみ－創立５０周年記念誌
－

創立５０周年記念誌編集委
員会／編

2015.1 K 374.1 ｺﾞｼﾞ

未来にむかってＳＵＧＥ－創立１４０周年地域資
料集－

川崎市立学校教職
員互助会
川崎市立菅小学校

地域教育会議推進協議会／
★地域教育会議活動報告書 平成２５（２０１３） 編集 川崎市教育委員会生 川崎市地域教育会
年度
涯学習部生涯学習推進課／ 議推進協議会
事務局
かながわ民俗芸能物語－県央・県北編 大和
市・相模原市・厚木市－（マイウェイ Ｎｏ．９４）

はまぎん産業文化振興財団
はまぎん産業文化
／編 内山政彦／写真 石井
振興財団
一躬／監修・文

2014.11 K 375.1 ﾐﾗ

2015.2 K 379.1 ﾁｲ 13

2015.3 K 386.0 ｶﾅ

自然科学・医療
★関東周辺の潮位表－東京・川崎・横浜・江ノ
島・大島・伊東・御前崎・千葉港・布良・銚子・鹿
島・大洗－２０１５年

★神奈川県温泉地学研究所報告 第４６巻

クライム気象図書出
版
神奈川県温泉地学研究所／
編集 原田昌武／著 道家 神奈川県温泉地学
涼介／著 宮岡一樹／著 里 研究所
村幹

2014.11 K 452.1 ｶﾝ 15

2014.12 K 453.0 ｶﾅ 46

環境・産業
★生糸生産販売結社・漸進社の研究 Ｎｏ．２（神
近藤 政次／著
奈川の製糸業研究 Ｎｏ．２）

近藤政次

2013.8 K 632.9 ｷｲ

神奈川県産業労働
局産業・観光部商業
流通課

2015.3 K 673.1 ｱｲ

★会いたいな！かながわの商店街

神奈川県 産業労働局 産
業・観光部商業流通課

★川崎港貿易概況 （平成２６年分）

財務省横浜税関川崎税関支 財務省横浜税関川
署／編集
崎税関支署

2015.2 K 683.1 ｶﾜ 14

★川崎市岡本太郎美術館年報 平成２５年度

川崎市岡本太郎美術館／編 川崎市岡本太郎美
集
術館

2014.12 K 706.1 ｶﾜ 13

★「映像のまち・かわさき」フェスティバル

「映像のまち・かわさ
「映像のまち・かわさき」推進 き」推進フォーラム・
フォーラム／［編集］ 川崎市 川崎市市民・こども
市民・こども局市民文化室
局市民文化室映像
のまち

2015.1 K 778.1 ｴｲ

川崎フロンターレあるある

いしかわごう／著 鈴木大四
ＴＯブックス
郎／画

2015.2 K 783.1 ｶﾜ

フロンターレの旗を掲げよ

真田幸次／著

芸術・文学

駒草出版

★焔／季刊－ＨＯＮＯＨＯ 詩とエッセイ－第１０
福田正夫詩の会／編
２号 ２０１５・春
編集発行／川崎市立図書館

発行／2015年4月

福田正夫詩の会

2014.10 K 783.1 ﾌﾛ
2015.3 K 911.1 ﾎﾉ 102

問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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