川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内

2015年8月号(受入日：2015/6/1〜2015/7/31)
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〜
『ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＰＥＯＰＬＥ −サッカーに生きる人々に息吹く哲学を知る。−』
川崎フロンターレ編 等々力陸上競技場に溢れる温かさ 川崎フロンターレ らしさのヒミツ
ぴあ ／発行
川崎フロンターレの主な選手が語る川崎フロンターレへの思い！！がぎゅっと詰
まった一冊です。「風間監督が中村憲剛に言った確信をついたひと言」、「いま、サッ
カーが楽しくてしょうがない」と語る中村憲剛選手、大久保嘉人選手が川崎フロンター
レに加入したばかりのときに書き綴っていたノート、筑波大学で風間監督の指導を受
け、選手としてのベースを築いた谷口彰悟選手、中西哲生クラブ特命大使が語る「ク
ラブの創成期を支えた思い」など、ここでしか知ることのできない話がふんだんに盛り
込まれています。
等々力 の女神たちやファミリーの試合観戦に一日密着したレポート、２０１５トップ
チーム選手プロフィールと１９９７−２０１４シーズンの年度別成績も掲載されています。

『かわさきのむかし話 復刻版−語り伝えたいむかしの話− 』
萩坂昇／文 北野書店
飯島俊一さん、井出文蔵さん、福本隆男さんの素敵なさし絵が随所に
入って、かわさきの各地域に伝わっていた「むかし話」を楽しく、おもしろく書
かれているところになんともいえない味わいを加えています。
「大山の天狗の将棋（多摩区）」 、「影向寺と乳いちょう（宮前区）」、「禅
寺丸柿と伝説（麻生区）」、「せなかの赤いかに（川崎区）」など、村や町から
の民話や木や石の伝説、海・池・川からうまれた伝説、きつねとたぬきのむ
かし話が心のごちそうになるように伝えられています。

タイトル
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出版者
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請求記号

図書館・博物館・逐次刊行物・宗教
川崎郷土研究
会

川崎研究 第５３号 ２０１５

川崎郷土研究会／編

2015.5 K 051.1 ｶﾜ 53

川崎市市民ミュージアム紀要 第２７集

川崎市市民ミュージアム 川崎市市民
／編
ミュージアム

2015.3 K 069.1 ｶﾜ 27

町田市立自由民権資料
館／編集

2015.3 K 216.9 ｼﾞﾕ 28

歴史・地理
自由民権
−町田市立自由民権資料館紀要−２８号
特集 私にとっての自由民権研究 ②

1

町田市教育委
員会

神奈川県県央
体験！発見！水のさと
神奈川県県央地域県政 地域県政総合
−宮ヶ瀬湖 相模湖 津久井湖エリア観光ガ 総合センター企画調整部 センター企画調 2015.3 K 291.0 ﾀｲ
イド−
商工観光課／編集
整部商工観光
課
わたしたちの神奈川県
−小学校社会科参考図書−
平成２７年版（２０１５年版）

神奈川県政策局政策部
総合政策課／編

ピクニックタウン多摩区

川崎市多摩区
［川崎市多摩区役所地域
役所地域振興
振興課／編］
課

2015.6 K 291.1 ﾋﾟｸ

川崎市の組織 平成２７年４月１日現在

川崎市総務局行財政改
革室／編

川崎市総務局
行財政改革室

2015.4 K 311.1 ｶﾜ 15

★神奈川県区市町村変遷総覧
−県立公文書館資料をたどる−

齊藤達也／編

神奈川新聞社

2015.3 K 312.0 ｶﾅ

★自治研かながわ月報 １５２号
（２０１５年４月号）

神奈川県地方自治研究
神奈川県地方
センター／編 岡眞人／
自治研究セン
著 勝島行正／著 上
ター
林得郎／著

2015.4 K 312.0 ｼﾞﾁ 152

★川崎市職員録 平成２７年６月

川崎市総務局人事部人
事課／編集

川崎市

2015.6 K 313.1 ｶﾜ 15

県議会のおはなし ［２０１５年］

神奈川県議会議会局議
事調査部政策調査課広
報グループ／［編集］

神奈川県議会

2015 K 314.0 ｹﾝ 15

こんにちは県議会 ２０１５

神奈川県議会議会局議
事調査部政策調査課広
報グループ／編集

神奈川県議会

2015.6 K 314.0 ｺﾝ 15

意見書・決議集
平成２３年第３回定例会
〜平成２７年第１回定例会

川崎市議会議会局政策
調査課／編集

川崎市議会議
会局

2015.5 K 314.1 ｲｹ 13

★川崎市議会議員選出の監査委員に関する
全員協議会記録
平成２７年（２０１５年）６月４日

川崎市議会／編

川崎市議会

2015.6 K 314.1 ｶﾜ 15

川崎市議会例規集 平成２７年５月

川崎市議会議会局政策
調査課／編集

川崎市議会議
会局

2015.5 K 314.1 ｶﾜ 15

★川崎市議会会議録
平成２７年（２０１５年） 第２回 臨時会
平成２７年５月２５日開会
平成２７年５月２６日閉会

川崎市議会／編

川崎市議会

2015.5

川崎市市民オンブズマン報告書
平成２６年度

川崎市市民オンブズマン 川崎市市民オン
2015.5 K 315.1 ｶﾜ 14
事務局／編
ブズマン事務局

川崎市人権オンブズパーソン報告書
平成２６年度報告書

川崎市人権オンブズパー
川崎市
ソン／編集

2015.5 K 316.1 ｶﾜ 14

ともに生きる
−かわさき外国人教育推進資料Ｑ＆Ａ−
第１６版

川崎市総合教育センター 川崎市教育委
／編
員会

2015.3 K 316.1 ﾄﾓ 15

川崎市防災都市づくり基本計画

川崎市まちづくり局計画
部都市計画課／編

2015.3 K 317.1 ｶﾜ

神奈川県

2015.6 K 291.0 ﾜﾀ 15

行政・統計・福祉

Ｎｏ．１３
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川崎市

K 314.1 ｶﾜ 152

★神奈川県実勢地価図 平成２７年度版

国際地学協会編集部／
編

国際地学協会

2015.6 K 334.0 ｶﾅ 15

市税のしおり ２０１５ （平成２７年度）

川崎市財政局税務部市
民税管理課／編

川崎市財政局
税務部市民税
管理課

2015.6 K 349.1 ｼｾﾞ 15

川崎市 市勢要覧
−Ｃｉｔｙ ｏｆ ＫＡＷＡＳＡＫＩ− ２０１５年版

川崎市市民・こども局市
民生活部広報課／編

川崎市

2015.4 K 351.1 ｶﾜ 15

大都市比較統計年表 平成２５年

大都市統計協議会／編
集

大都市統計協
議会

2015.3 K 351.1 ﾀﾞｲ 13

大都市比較統計年表から見た川崎市
平成２５年版（２０１５ 統計情報 第２号）

川崎市総合企画局都市
経営部統計情報課／編
集

川崎市

2015.6 K 351.1 ﾀﾞｲ 13

消費生活相談年報 平成２６年度

川崎市消費者行政セン
ター／編

川崎市

2015.6 K 365.1 ｼﾖ 14

働くためのガイドブック 平成２７年度

川崎市経済労働局労働
雇用部／［編集］

川崎市経済労
働局労働雇用
部

2015.3 K 366.1 ﾊﾀ 15

川崎市ＤＶ防止・被害者支援基本計画
平成２７（２０１５）年度
〜平成３１（２０１９）年度

川崎市市民・こども局人
川崎市
権・男女共同参画室／編

★介護のプロになろう
−あったかハートがあればできる！−
高齢者介護の仕事とは

川崎市健康福祉局長寿
社会部高齢者事業推進
課／編

川崎市健康福
祉局長寿社会
部高齢者事業
推進課

2015.4 K 369.1 ｶｲ 15

神奈川県教育委員会教
★教育委員会の点検・評価
育局総務室企画調グ
平成２７年度（平成２６年度施策・事業対象）
ループ／編

神奈川県教育
委員会

2015.6 K 373.0 ｷﾖ 15

かわさき教育プラン
−第１期実施計画（２０１５〜２０１７）−
（第２次川崎市教育振興基本計画）

川崎市教育委
員会

2015.3 K 373.1 ｶﾜ

★帰国・外国人児童生徒指導の手引きＱ＆Ａ ［川崎市総合教育セン
−温かい受入 そして豊かな学級・学校づく ター カリキュラムセン
りのために− 平成２７年度版
ター］

川崎市教育委
員会

2015.4 K 373.1 ｷｺ 15

★神奈川県立保健福祉大学
−大学案内−２０１６

神奈川県立保健福祉大
学／編

神奈川県立保
健福祉大学

2015 K 377.0 ｶﾅ 16

★川崎市青少年の家所報
川崎市青少年の家／編
−平成２７年度事業計画・２６度事業報告−
集
第４５号 ２０１５

川崎市青少年
の家

2015.3 K 379.1 ｶﾜ 45

かわさきのむかし話 復刻版
−語り伝えたいむかしの話−

萩坂昇／文

北野書店

2015.3 K 388.1 ｶﾜ

川崎市の災害概要 平成２６年度（２０１４）

川崎市総務局危機管理
室／編

川崎市総務局
危機管理室

2015.6 K 451.1 ｶﾜ 14

★川崎の気象
ＮＯ．４９ ２０１４年１月〜２０１４年１２月

川崎市小学校理科教育
研究会／編

川崎市小学校
理科教育研究
会

2015 K 451.1 ｶﾜ 49

2015.3 K 367.1 ｶﾜ

教育・民俗

川崎市教育委員会総務
部企画課／編

自然科学・医療

3

★神奈川県温泉地学研究所観測だより
通巻第６５号

神奈川県温泉地学研究
所／編

神奈川県温泉
地学研究所

2015.4 K 453.0 ｶﾅ 65

水のある風景

喜田愛子／版画・文
宮村忠／文

日刊建設工業
新聞社

2010.3 K 517.1 ﾐｽﾞ

生物多様性の保全に取り組む方々へのメッ
セージ −活動ポイント事例集−

川崎市環境局総務部環
境調整課／編集

川崎市

2015.3 K 519.1 ｾｲ

枻出版社

2015.7 K 590.1 ﾃﾞﾝ 56

環境・産業

田園都市生活
−東急沿線のライフスタイルマガジン−
ｖｏｌ．５６（エイムック ３１４１）
祐天寺・学芸大学・都立大学−人気店
おこさまっぷ さいわい
−幸区子育て情報誌−２０１５年度版

幸区子育て情報誌編集
委員会／編

幸区役所こども
2015.7 K 599.1 ｵｺ 15
支援室

神奈川県産業労働局産
創業者、中小企業者のための支援施策活用ガ
業部中小企業支援課／
イド 平成２７年度版
編

神奈川県産業
労働局産業部
中小企業支援
課

2015 K 601.0 ｿｳ 15

川崎鶴見臨港バス路線図
−Ｂｕｓ Ｒｏｕｔｅ Ｍａｐ−２０１５年４月版

川崎鶴見臨港バス株式
会社／編

川崎鶴見臨港
バス

2015.4 K 685.1 ｶﾜ 15

★ＴＡＲＯ賞−岡本太郎現代芸術賞展−
第１８回

川崎市岡本太郎美術館
／編集

川崎市岡本太
郎美術館

2015.2 K 706.1 ﾀﾛ 18

私の撮っておきの川崎
−平成２６年度
景観まちづくり意識普及イベント−

川崎市まちづく
川崎市まちづくり局計画
り局計画部景
部景観・まちづくり支援課
2015.3 K 748.1 ﾜﾀ
観・まちづくり支
／編
援課

芸術・スポーツ・文学

ＦＯＯＴＢＡＬＬ ＰＥＯＰＬＥ
サッカーに生きる人々に息吹く哲学を知る。
川崎フロンターレ編 （ぴあＭＯＯＫ）

ぴあ

★季刊・俳誌 炎天 ２０１５−春
第１２巻第１号通巻４２号

俳句集団 炎天 2015.4 K 911.1 ﾊｲ 42

★焔／季刊−ＨＯＮＯＨＯ 詩とエッセイ−
第１０３号 ２０１５・夏

編集発行／川崎市立図書館

福田正夫詩の会／編

発行／2015年8月

福田正夫詩の
会

2015.6 K 783.4 ﾌﾂ

2015.5 K 911.1 ﾎﾉ 103

問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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