川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内

2015年12月号(受入日：2015/10/1〜2015/11/30)
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〜
『東急電鉄』
−街と駅の１世紀 東急電鉄 各駅今昔散歩 大正・昭和の街角を紹介−
（懐かしい沿線写真で訪ねる）
生田誠／著
アルファベータブックス
東京急行電鉄の全駅の往年の情景を、写真からふりかえることができ
る1冊です。
開業から現在まで、大幅な改良工事がなされ様変わりしている駅、玉川
電気鉄道により開業した路線で現在残っていない路線も取り上げられて
います。通勤・通学などに利用する電車から、駅・街の1世紀の歴史が見
えてきます。実際当時の情景をご存知の方には懐かしい、ご存じない方
には新鮮な気持ちを感じさせてくれるでしょう。
『Ｔａｍａｇａｗａ 東京ネイチャー』
津留崎健／著

つり人社

東京と川崎の間を流れる多摩川。ここでは、人知れず自然の
生命の循環が営まれています。年間400万尾以上が遡上するア
ユをはじめ、水を介して人と共存しながら力一杯生きようとするさ
まざまな生き物たち。わたしたちのふるさとの川、多摩川の新し
い魅力が力強く鮮やかに写し出されている写真集です。

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
神奈川の図書館 ２０１５

神奈川県図書館協会／
編集

神奈川県図書
館協会

★図書館フォーラム・かわさき２０１４報告集
図書館フォーラ
［図書館フォーラム・かわ
（第１７回 図書館を考える川崎市民と職員、
ム・かわさき実
さき実行委員会／編］
教職員の集い）
行委員会

2015.10 K 010.0 ｶﾅ 15

2015.6 K 010.1 ﾄｼ 14

★横浜女子短期大学研究紀要 第３０号

横浜女子短期大学研究
紀要編集委員会／編

横浜女子短期
大学

2015.3 K 051.9 ﾖｺ 30

★川崎市青少年科学館年報 第３３号
２０１４年度

川崎市青少年科学館／
編

川崎市青少年
科学館

2015.9 K 069.1 ｶﾜ 33

1

歴史・地理
★相模原市史 文化遺産編

相模原市教育委員会教
育局生涯学習部博物館
／編集

相模原市

2015.3 K 211.9 ｻｶﾞ

小田急沿線
震災時一時避難・帰宅支援マップ
２０１５年版

小田急電鉄／編
昭文社／地図製作

小田急電鉄

2015.3 K 292.1 ｵﾀﾞ 15

★川崎市の財政を考える（財政白書 ２０１５） 自治労川崎市職員労働
国の統制をより深める自治体財政
組合政策部／著

川崎市職員労
働組合

2015.9 K 312.1 ｶﾜ 15

職員の給与に関する報告及び勧告
平成２７年１０月

川崎市人事委
員会

2015.10 K 313.1 ｼﾖ 15

★神奈川県議会会議録
神奈川県議会／編
−平成２７年２月 定例会−平成２７年第１回

神奈川県議会

2015.5 K 314.0 ｶﾅ 15-1

★川崎市議会会議録 平成２７年（２０１５年）
第４回 定例会 平成２７年９月１日開会
平成２７年１０月１４日閉会

川崎市議会／編

川崎市議会

2015.11 K 314.1 ｶﾜ 15-4

衆議院議員総選挙
最高裁判所裁判官国民審査の記録
平成２６年１２月１４日執行

川崎市選挙管理委員会
／編

川崎市選挙管
理委員会

2015.9 K 314.1 ｼﾕ 14

行政・統計・福祉

川崎市人事委員会／編

川崎市協働・連
川崎市協働・連携のあり方検討委員会報告書
川崎市協働・連携のあり
携のあり方検討 2015.10 K 315.1 ｶﾜ
−多様なコラボによる暮らしやすい地域社会
方検討委員会／編
委員会
づくりに向けて−
★川崎市本庁舎等建替基本計画（案） 概要
版

川崎市／編集

かわさき資産マネジメントカルテ（資産マネジメ
ントの第２期取組期間の実施方針）の取組に 川崎市財政局資産管理
ついて
部資産運用課／［編］
−平成２６年度の取組報告−

川崎市

2015.10 K 315.1 ｶﾜ

川崎市

2015.7 K 315.1 ｶﾜ 14

消防年報 平成２６年

川崎市消防局総務部庶
務課／編集

川崎市消防局
総務部庶務課

2015.8 K 315.1 ｼﾖ 14

かわさき市民アンケート 概要版
平成２７年度第１回

川崎市総合企画局自治
推進部／［編集］

川崎市総合企
画局自治推進
部

2015.11 K 317.1 ｶﾜ 15-1

川崎市国際施策推進プラン

川崎市総務局国際施策
調整室／編

川崎市

2015.10 K 319.1 ｶﾜ

★かいぎしょ ２０１５年１１月 Ｎｏ．６７２

川崎商工会議所／編

川崎商工会議
所

2015.11 K 330.1 ｶｲ 672

川崎市の経済（速報）
−平成２６年経済センサス−基礎調査結果
速報−（２０１５ 統計情報 第３号）

川崎市総合企画局都市
経営部統計情報課／編
集

川崎市

2015.9 K 331.1 ｶﾜ 14

川崎の地価情報 （平成２７年後期版）

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

2015.9 K 334.1 ｶﾜ 15-2

川崎市公有財産表 平成２７年３月３１日現在

川崎市財政局資産管理
部資産運用課／編

川崎市財政局

2015.10 K 349.1 ｶﾜ 15

2

川崎市町丁別世帯数・人口
−住民基本台帳人口による−
平成２７年９月末日現在
（統計情報 ２０１５ 第５号）

川崎市総合企画局都市
経営部統計情報課／編
集

川崎市

2015.10 K 358.1 ｶﾜ 15-9

川崎市における住宅政策の推進について
（答申）
−住宅・住宅地の再生を中心として−

川崎市住宅政策審議会
／編

川崎市住宅政
策審議会

2015.4 K 365.1 ｶﾜ

★川崎市子ども・若者実態調査報告書
平成２７年度

川崎市市民・こども局子
ども本部子育て施策部青 川崎市
少年育成課／編集

2015.10 K 367.1 ｶﾜ 15

川崎市市民・こども局人 川崎市市民・こ
川崎市審議会等委員への女性の参加状況調
権・男女共同参画室／所 ども局人権・男 2015.10 K 367.1 ｶﾜ 15
査報告書 ２０１５（平成２７）年度
管
女共同参画室
「川崎市子どもを虐待から守る条例」第２１条
に基づく年次報告書
平成２６年度版

川崎市市民・こども局こど 川崎市市民・こ
も本部児童家庭支援・虐 ども局こども本
待対策室／編
部

川崎市児童相談所事業概要
平成２６年度版（平成２７年度発行）

川崎市市民・こども局こど 川崎市市民・こ
も本部児童家庭支援・虐 ども局こども本 2015.10 K 369.1 ｶﾜ 14
待対策室／編
部

★浸水実績図 −平成２７年１０月作成−
各区１枚（川崎区・幸区・中原区・高津区・
宮前区・多摩区・麻生区）

川崎市総務局危機管理
室、川崎市建設緑政局道
路河川整備部河川課、川 川崎市
崎市上下水道局下水道
部下水道計画課／編

2015.10 K 369.1 ｼﾝ 15

ふれあい−障害福祉の案内−
平成２７年度 第４２版

川崎市健康福祉局障害
保健福祉部／編集

川崎市

2015.8 K 369.1 ﾌﾚ 15

川崎市教育委員会総務
部企画課／編集

川崎市教育委
員会

2015.8 K 370.1 ｷﾖ 61

★かながわ教育ビジョン
−心ふれあう しなやかな 人づくり−
平成２７年１０月一部改定

神奈川県教育
委員会

2015.10 K 373.0 ｶﾅ

川崎市教育委員会概要
川崎市教育委員会／編
−川崎市教育施設分布図 （小・中学校区域
集
境界線入り）−２０１５（平成２７年度）

川崎市教育委
員会

特定非営利活動法人か
★かわさき市民アカデミー活動報告書 ２０１４ わさき市民アカデミー／
編集

かわさき市民ア
2015.3 K 379.1 ｶﾜ 14
カデミー

2015.9 K 369.1 ｶﾜ 14

教育・民俗
教育かわさき Ｎｏ．６１ 平成２７年度版

社会教育要覧 Ｎｏ．６２（平成２７年）

2015 K 373.1 ｶﾜ 15

川崎市教育委員会事務
局生涯学習推進課／編
集

川崎市教育委
員会

2015.10 K 379.1 ｼﾔ 62

佐藤勝昭／えと文

文芸社

2015.10 K 470.1 ｻﾞﾂ

自然科学・医療
雑草と呼ばないで−路傍の草花たち−

3

環境・産業
川崎市総合企画局都市
川崎市の工業（速報）−工業統計調査結果速
経営部統計情報課／編
報−平成２６年（２０１５統計情報 第６号）
集

川崎市

川崎市上下水道局サービ
川崎市上下水
ス推進部サービス推進課
道局
／［編集］

川崎の上下水道−事業概要−２０１５

環境局事業概要 廃棄物編
川崎市環境局生活環境
−かわさきチャレンジ・３Ｒの推進に向けて−
部廃棄物政策担当／編
平成２７年度

2015.11 K 505.1 ｶﾜ 14

2015 K 518.1 ｶﾜ 15

川崎市

2015.8 K 518.1 ｶﾝ 15

水質試験年報 平成２６年度版

川崎市上下水道局水道
水質課／編

川崎市上下水
道局

2015.10 K 518.1 ｽｲ 14

★神奈川県自然環境保全センター報告
第１３号

神奈川県自然環境保全
センター／編集

神奈川県自然
環境保全セン
ター

2015.7 K 519.0 ｶﾅ 13

かながわの醸造 樽の中の神秘
（マイウェイ Ｎｏ．９６）

はまぎん産業文化振興財
団／編 日本発酵文化協 はまぎん産業文
2015.9 K 588.1 ｶﾅ
会／監修 是友麻希／文 化振興財団
内山政彦／写

田園都市生活
−東急沿線のライフスタイルマガジン−
ｖｏｌ．５７（エイムック ３２０３）
青葉台・市が尾・藤が丘
川崎市経済労働局産業
政策部庶務課／編集

産業行政概要 平成２７年度

東急電鉄
−街と駅の１世紀 東急電鉄 各駅今昔散歩
生田誠／著
大正・昭和の街角を紹介−（懐かしい沿線写
真で訪ねる）

枻出版社

2015.10 K 590.1 ﾃﾞﾝ 57

川崎市経済労
働局産業政策
部庶務課

2015.9 K 601.1 ｻﾝ 15

アルファベータ
ブックス

2015.8 K 686.1 ﾄｳ

芸術・スポーツ・文学
★神奈川県立近代美術館年報
２０１３（平成２５）年度

神奈川県立近代美術館
／編集

神奈川県立近
代美術館

2015.3 K 706.0 ｶﾅ 13

Ｔａｍａｇａｗａ東京ネイチャー

津留崎健／著

つり人社

2015.10 K 748.1 ﾀﾏ

神奈川県体育協会七十五年史

神奈川県体育協会創立７
神奈川県体育
５周年記念事業実行委員
協会
会／編

2015.5 K 780.0 ｶﾅ

フットボールサミット 第３２回
川崎フロンターレ夢の新等々力劇場

『フットボールサミット』議
会／編著

2015.9 K 783.1 ﾌﾂ 32

★多摩川スピードウエイ熱戦譜
−全日本自動車競走大会
昭和１１年〜昭和１３年−

大田観光協会／編集 多
摩川スピードウエイの会 大田観光協会
／協力

★焔／季刊−ＨＯＮＯＨＯ 詩とエッセイ−
第１０４号 ２０１５・秋

福田正夫詩の会／編

福田正夫詩の
会

2015.9 K 911.1 ﾎﾉ 104

萌−ＫＩＺＡＳＨＩ−第２７号 ２０１５年

萌の会／編集

萌の会

2015.8 K 913.1 ｷｻﾞ 27

編集発行／川崎市立図書館

発行／2015年12月

カンゼン

2015.11 K 788.1 ﾀﾏ

問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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