川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内

2015年10月号(受入日：2015/8/1～2015/9/30)
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～
『躍動の１０年―ミューザ川崎シンフォニーホール開館１０周年記念誌』
ミューザ川崎シンフォニーホール ／ミューザ川崎シンフォニーホール 出版
ミューザ川崎シンフォニーホールができて１０年。「音楽のまち、川崎」の発信地とし
て、また、地域の活動の核としとて、さまざまな公演を実施してきました。しかしホール
は2011年3月11日の東日本大震災で天井仕上げ材等が落下し、2年間の復旧工事の
ため、2年間の休館を余儀なくされました。ミューザ川崎シンフォニーホールの誕生から
復旧、ミューザ復活を経て10年に及ぶさまざまなシーンがこの一冊に納められていま
す。最後のページの「こころ 躍る こころ 動く 」という言葉が印象に残る一冊です。

『君たちには話そう』
いしい ゆみ／くもん出版
高校生たちがかくされていた戦争の歴史を調べていく物語です。高校生たち
は太平洋戦争中に陸軍登戸研究所で行われていた秘密の研究について調べ
ますが、資料が残っておらず、当時のことを詳しく知る人物がみつかりません。
高校生たちは資料を探し、当時のことを知る人を探します。少しずつ資料は見
つかりますが、研究所で働いたいた人々はみな固く口を閉ざします。やがて当
時の資料と証言によって、高校生が陸軍登戸研究所でいったいどのような研
究が行われていたのか、かくされた戦争の歴史とはどのようなものだったのか
ということにたどりついていく物語です。

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
川崎の図書館
－川崎市立図書館活動報告書－
平成２６年度

かわさき子ども読書１００選 （中学生版）
－みつけよう心に残る、ＭＹ ＢＯＯＫ－
改訂第３版

川崎市立中原図書館／
編

川崎市立図書館

2015.9 K 016.1 ｶﾜ 14

読書のまち・かわさき事業 川崎市教育委員
会
推進委員会／編

2015.7 K 019.1 ｶﾜ 15

歴史・地理
川崎市宮前区を中心とした戦争遺跡をたずねて
－旧陸軍歩兵１０１連隊（東部６２部隊）・溝ノ口 大泉雄彦／著
演習場の周辺を歩き、平和を考える－

1

みやまえ・東部６
２部隊を語り継ぐ
会

2015.5 K 217.1 ｶﾜ

高津区おはなしアーカイブ
－まちのこぼれ話を拾う－
梶ヶ谷・末長・新作・千年・千年新町編

川崎産業観光ガイドブック
－川崎発 新しい観光のカタチ－

特定非営利活動法人市
民文化パートナーシップ 川崎市高津区
かわさき／編
役所まちづくり
川崎市高津区役所まちづ 推進部企画課
くり推進部企画課／編

2015.3 K 217.1 ﾀｶ

川崎産業観光振興協議
会／〔編集〕

2015.6 K 291.1 ｶﾜ 15

川崎産業観光
振興協議会

川崎市建設緑
川崎市建設緑政局緑政
政局緑政部み
部みどりの協働推進課／
2015.5 K 291.1 ｶﾜ 15
－川崎ふるさとの小径 花と緑と史跡を訪ねて－
どりの協働推進
編
課

川崎散歩ゆるり旅

行政・統計・福祉
人事委員会年報 平成２６年度

川崎市人事委員
会

2015.6 K 313.1 ｼﾞﾝ 14

川崎市議会

2015.7 K 314.1 ｱﾗ

川崎市議会／編

川崎市議会

2015.7 K 314.1 ｶﾜ 15-3

川崎市議会／編

川崎市議会

2015.8 K 314.1 ｶﾜ 15-4

川崎市議会議会局議事
調査部政策調査課／編

川崎市議会議
会局

2015.8 K 314.1 ｷﾞｶ 15

川崎市議会議会局議事調査 川崎市議会議
部政策調査課／編集
会局

2015.6 K 314.1 ﾁﾖ 253

川崎市議会議会局議事調査 川崎市議会議
部政策調査課／編集
会局

2015.7 K 314.1 ﾁﾖ 254

川崎市／編

川崎市

2015.8 K 315.1 ｱｸ

川崎市総務局情報管理
部行政情報課／編

川崎市総務局
情報管理部行
政情報課

2015.8 K 315.1 ｶﾜ 14

川崎市人事委員会／編集

★新たな総合計画素案に関する全員説明会記録
－平成２７年（２０１５年）川崎市議会－
川崎市議会／編
平成２７年７月２９日

★川崎市議会会議録 平成２７年（２０１５年）
第３回 定例会 平成２７年６月１５日開会
平成２７年７月８日閉会

★川崎市議会定例会 議案（合冊版）
平成２７年（２０１５年） 第４回 定例会

議会ハンドブック 平成２７年度版 ２０１５

★調査時報 ＮＯ ２５３ ２０１５／６
平成２６年度指定都市基本施策比較検討調
＜決算編＞

★調査時報 ＮＯ ２５４ ２０１５／７
本市議会４年間のうごき
－平成２３年４月～平成２７年４月－

「アクションプログラム２０１４」実施結果
川崎市の情報公開
－運営状況報告書 公文書公開制度
個人情報保護制度 資産公開制度
会議公開制度 情報提供制度－
平成２６年度

★川崎市公報 平成２６年１月～６月

川崎市

Ｎｏ．１６４２－１６５３ ２０１４－１

事業概要 平成２７年度

川崎市市民・こども局庶
務課／編 川崎市市民・ 川崎市市民・こ
こども局子ども本部こども ども局庶務課
企画課／編
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2014 K 315.1 ｶﾜ 14-1

2015.8 K 315.1 ｼﾞｷﾞ 15

川崎市シティプロモーション戦略プラン

川崎市外国人市民意識実態調査報告書
－概要版－平成２６（２０１４）年度

川崎市区民会議
－暮らしやすい地域社会をめざして－

川崎市市民・こども局シ
川崎市
ティセールス・広報室／編

2015.3 K 316.1 ｶﾜ

川崎市市民・こども局人権・
川崎市
男女共同参画室／編集

2015.3 K 316.1 ｶﾜ 14

川崎市市民・こども局区
政推進部区調整課／編

川崎市市民・こ
ども局区政推進 2015.3 K 318.1 ｶﾜ 15
部区調整課

中原区区民会議中間報告書 （平成２６年度） 中原区区民会議事務局
－ダイジェスト版－第５期
／編集

中原区区民会
議

2015.3 K 318.1 ﾅｶ 5

川崎の地価情報 （平成２７年前期版）

川崎市財政局資産管理
部資産運用課／編

川崎市財政局
資産管理部資
産運用課

2015.3 K 334.1 ｶﾜ 15-1

川崎市出資法人の現況 平成２７年版

川崎市総務局行財政改
革室／編

川崎市

2015.8 K 335.1 ｶﾜ 15

全国官報販売
協同組合

2015.7 K 345.1 ﾛｾ 15

川崎市大山街道ふるさと 川崎市生涯学
館／編
習財団

2015.6 K 379.1 ｶﾜ 14

川崎市八ケ岳少年自然
の家／編集

川崎市八ケ岳
少年自然の家

2015.3 K 379.1 ｼﾖ 35

中原区地域教育会議／
編

中原区地域教
育会議

2015.2 K 379.1 ﾜﾀ

★民具のつくり方 ４６－ハイビク（灰ビク）－

民具製作技術保存会研
究グループ／編集

民具製作技術
保存会

2015.3 K 383.1 ﾐﾝ 46

川崎市国民保護計画 （平成２７年３月）

川崎市総務局危機管理
室／（編）

川崎市

2015.3 K 393.1 ｶﾜ 15

くもん出版

2015.7 K 395.1 ｷﾐ

★路線価図－財産評価基準書－
平成２７年分第１１分冊
横浜市〈戸塚区 栄区 泉区 青葉区 緑区 都筑区〉
川崎市〈川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前区
麻生区 多摩区〉

教育・民俗
★川崎市大山街道ふるさと館活動報告書
平成２６年度

所報 第３５号
★私たちが自分らしく生きるために
（中原区地域教育会議 第８期
（２０１２年度～２０１３年度）の記録）

君たちには話そう－かくされた戦争の歴史－ いしいゆみ／著
自然科学・医療

病院・診療所名簿 平成２７年６月１日現在

川崎市健康福
川崎市健康福祉局健康 祉局健康安全
2015.8 K 498.1 ﾋﾞﾖ 15
安全部医事・薬事課／編 部地域医事・薬
事課

環境・産業
★川崎市「資源物とごみの分け方・出し方」
川崎市

－Ｓｏｒｔｉｎｇ ａｎｄ Ｄｉｓｐｏｓａｌ ｏｆ Ｒｅｃｙｃｌａｂｌｅ
Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ａｎｄ Ｇａｒｂａｇｅ ｉｎ Ｋａｗａｓａｋｉ－
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2015.3 K 518.1 ｶﾜ

川崎市建設緑政局緑政
部みどりの企画管理課／ 川崎市
編集

川崎の公園 平成２７年

★川崎市公害健康被害補償事業の実施状況 ［川崎市健康福祉局健康
川崎市
（月報） 平成２７年分（累積版）
安全部環境保健課］
川崎市環境総合研究所
／編集

大切な大気のはなし
大気環境及び水環境の状況等について
平成２６年度

2015 K 518.1 ｶﾜ 15

2015 K 519.1 ｶﾜ

川崎市

2015.3 K 519.1 ﾀｲ

川崎市

2015.7 K 519.1 ﾀｲ 14

はまぎん産業文化振興財
はまぎん産業文
団／編 長島保／監修・
2015.6 K 614.1 ﾖﾝ
化振興財団
文 内山政彦／写真

４００年の治水
－川崎・二ヶ領用水をたずねて－
（マイウェイ Ｎｏ．９５）

川崎市総合企画局都市
経営部統計情報課／編
集

川崎市

2015.9 K 670.1 ｶﾜ 14

川崎港振興協会／編

川崎港振興協
会

2015.7 K 683.1 ﾐﾅ 56

矢嶋秀一／著

洋泉社

2015.7 K 686.1 ｹｲ

川崎市埋蔵文化財年報 平成２５年度

川崎市教育委員会生涯
学習部文化財課／編

川崎市教育委
員会生涯学習
部文化財課

2015.2 K 709.1 ｶﾜ 13

★マナー・モラルアップポスター作品集

中原区まちづくり推進委
員会／編

中原区まちづく
り推進委員会

2015.3 K 727.1 ﾏﾅ

2015.3 K 760.1 ﾔｸ

【付録ＣＤ貸出不可】

ミューザ川崎シ
ミューザ川崎シンフォニー
ンフォニーホー
ホール／企画
ル

★川崎市スポーツ協会要覧 平成２７年度

川崎市スポーツ協会／編集

川崎市の商業（速報）
－商業統計調査結果速報－
平成２６年（２０１５統計情報 第４号）

港かわさき－Ｐｏｒｔ Ｏｆ Ｋａｗａｓａｋｉ－
第５６号 ２０１５．７

京急電鉄各駅停車
“空と海”を結ぶ沿線の歴史と魅力がまるわかり！

芸術・スポーツ・文学

躍動の１０年
ミューザ川崎シンフォニーホール開館１０周年記念誌

編集発行／川崎市立図書館

発行／2015年10月

川崎市スポーツ
2015.8 K 780.1 ｶﾜ 15
協会

問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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