川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内

2016年2月号(受入日：2015/12/1～2016/1/31)
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～
『南武線・鶴見線』
－街と駅の１世紀 南武線・鶴見線 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
川崎駅を起点に川崎市域を南北に結ぶ南武線。鶴見駅を起点に京浜工業地
帯の工場立地をつなぐ鶴見線。共に当初は私鉄で開業し戦時中に国有化され
現在はＪＲの川崎市域の基幹の交通機関です。かつては盛んであった貨物輸
送や徐々に車両の編成が長くなってきた旅客輸送の様子、かつての駅舎、駅周
辺の写真や沿線の古地図と現在の姿との比較がなされています。すべての駅
ごとの歴史を紹介し南武線・鶴見線の成り立ちを振り返る本です。市域の工業
化と宅地化によるいちじるしい成長が南武線・鶴見線からうかがえます。

『変貌する京浜臨海部―戦後７０年の歴史と未来―』
はまぎん産業文化振興財団／編 平松雄造／監修・文 内山政彦
川崎市川崎区と横浜市鶴見区・神奈川区の海側の区域、いわゆる
「京浜臨海部」に焦点を当てた特集。戦後の復興期、公害問題、環境
技術革新、ロボットやバイオなど高度なものづくりへと、時代ごとに大
きく変貌を遂げている姿を紹介しています。

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
キックオフ！“読書のまちかわさき”－川崎フロ 読書のまち・かわさき事業
川崎市
ンターレと本を読もう！－ＶＯＬ．７
推進委員会／編

2015.1 K 015.1 ｷﾂ 7

多摩のあゆみ 第１６０号 特集－多摩地域の たましん歴史・美術館歴
文化財
史資料室／編集

たましん地域文
化財団

2015.1 K 051.9 ﾀﾏ 160

神奈川県博物館協会会報 第８６号 特集 神
神奈川県博物館協会／
奈川県博物館協会６０周年記念事業 神奈川
編集
県博物館協会総合防災計画の策定にむけて

神奈川県博物
館協会／編集

2015.3 K 069.0 ｶﾅ 86

1

歴史・地理
★新横須賀市史 別編年表

横須賀市／編集

神奈川県教育委員会教
★神奈川県埋蔵文化財調査報告 ６０ 神奈
育局生涯学習部文化遺
川県内埋蔵文化財発掘調査一覧 平成２５年
産課中村町駐在事務所
度
／編集

横須賀市

2015.3 K 211.9 ﾖｺ

神奈川県教育
委員会教育局
生涯学習部文
化遺産課

2015.3 K 212.0 ｶﾅ 60

菅散歩 ［特装版］ （二十一）－人生儀礼（Ⅲ）
佐保田 五郎／編著
－２１
高津物語 下巻

鈴木穆／著

2016.1 K 291.1 ｽｹﾞ 21
鈴木穆

ママとＫｉｄｓの街歩き－街を親子で楽しむ情報 片田江初実／編集 ピー
国連社
誌－２０１６年１月号 Ｖｏｌ．１１ 武蔵小杉周辺 クス／編集

2015.1 K 291.1 ﾀｶ 3
2016.1 K 291.1 ﾏﾏ 11

行政・統計・福祉
川崎市市民・こ
ども局区政推進
部区調整課

2015.7 K 312.1 ｸｾ 15

川崎市人事行政の運営等の状況 平成２６年 川崎市総務局人事部人
度
事課／編集

川崎市

2015.1 K 313.1 ｶﾜ 14

川崎市職員の人事に関する統計報告 平成２ 川崎市人事委員会事務
７年
局調査課／編集

川崎市人事委
員会

2015.1 K 313.1 ｶﾜ 15

★神奈川県議会会議録－平成２７年５月 定
例会－平成２７年第２回

神奈川県議会

2015.9

区政概要 平成２７年度版

川崎市市民・こども局区
政推進部区調整課／編

神奈川県議会／編

K 314.0 ｶﾅ 152

★川崎市議会決算審査特別委員会記録－自
平成２７年９月１４日 至 平成２７年１０月６日 川崎市議会／［編］
－平成２７年（２０１５年）

川崎市議会

2015 K 314.1 ｶﾜ 15

★川崎市議会 請願陳情綴 平成２７年

川崎市議会

2015 K 314.1 ｶﾜ 15

川崎市議会／編

アクションプログラム－「成長と成熟の調和に
よる持続可能な最幸のまち かわさき」をめざ
して－２０１５
川崎市多文化共生社会推進指針－共に生き
川崎市市民・こども局人
る地域社会をめざして－改訂版（２０１５年１０
権・男女共同参画室／編
月）
川崎市総合企画局自治
政策情報かわさき 第３３号
推進部／編集

川崎市

2015.4 K 315.1 ｱｸ 15

川崎市

2015.1 K 316.1 ｶﾜ

川崎市総合企
画局自治推進
部

2015.1 K 317.1 ｾｲ 33

多摩区・３大学
連携協議会

多摩区・３大学連携協議会１０周年記念誌
マグネット多摩－多摩区民と市民活動団体を
つなぐチラシギャラリー－

［多摩区まちづくり協議会 多摩区まちづく
／編集］
り協議会

★かいぎしょ ２０１５年１２月 Ｎｏ．６７３

川崎商工会議所／編

★かいぎしょ ２０１６年１・２月 Ｎｏ．６７４

川崎商工会議所／編

2

川崎商工会議
所
川崎商工会議
所

2015 K 317.1 ﾀﾏ

2015 K 318.1 ﾏｸﾞ 15
2015.1 K 330.1 ｶｲ 673
2016.1 K 330.1 ｶｲ 674

★かながわ経済情報 ２０１５年１１月号

浜銀総合研究所／［編
集］

浜銀総合研究
所

2015.1

K 332.0 ｶﾅ 1511

★かながわ経済情報 ２０１５年１２月号

浜銀総合研究所／［編
集］

浜銀総合研究
所

2015.1

K 332.0 ｶﾅ 1512

★かながわ経済情報 ２０１６年１月号

浜銀総合研究所／［編
集］

浜銀総合研究
所

2016.1

K 332.0 ｶﾅ 161

川崎市会計年報 平成２７年度版

川崎市会計室／編

川崎市会計室

2016.1 K 336.1 ｶﾜ 15

神奈川県

2015.1

K 349.0 ｹﾝ 152

川崎市財政局財政部庶
務課／編集

川崎市

2015.1

K 349.1 ｻﾞｲ 1512

消費生活相談統計 平成２７年度 上半期 平 川崎市消費者行政セン
成２７年４月～９月
ター／［編集］

川崎市

2015.1 K 365.1 ｼﾖ 15

★県財政のあらまし ２０１５－２（神奈川県広
神奈川県／編集
報 平成２７年１２月２５日号外第８６号）
財政のあらまし 平成２７年１２月

第３期川崎市男女平等推進行動計画―かわさ 川崎市市民・こども局人 川崎市市民・こ
き☆かがやきプラン― 年次報告書－第７期 権・男女共同参画室／編 ども局人権・男
川崎市男女平等推進審議会ヒアリング結果報 集
女共同参画室

2015.1 K 367.1 ﾀﾞｲ 14

豊かな地域療
「障がい児の子育て支援
育を考える連絡
ハンドブック」編集委員会
会

2015 K 369.1 ｼﾖ 15

東京・沖縄・東
アジア社会教育
研究会

2014.9 K 379.1 ﾋｶﾞ 19

安池正雄／編

未來社

2015.1 K 388.0 ｶﾅ

人権教育啓発推進セン
ター／企画・制作

川崎市市民・こ
ども局人権・男
女共同参画室

★川崎の気象 ＮＯ．４９ ２０１４年１月～２０１ 川崎市立小学校理科教
４年１２月
育研究会／編

川崎市立小学
校理科教育研
究会

2015.5 K 451.1 ｶﾜ 49

★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－２０１６年

クライム気象図
書出版

2015.1 K 452.1 ｶﾝ 16

病院年報－川崎市立井田病院年報－ 第４４
川崎市立井田病院／編
号 （２０１４）

川崎市立井田
病院

2015.1 K 498.1 ﾋﾞﾖ 44

障がい児の子育て支援ハンドブック

教育・民俗
★東アジア社会教育研究 Ｎｏ．１９（２０１４）
特集：東アジアにおける大都市社会教育の躍
動
神奈川の民話（〈新版〉日本の民話 １９）

拉致問題

★引き裂かれた家族 北朝鮮による拉致

K 391.1 ﾋｷ

自然科学・医療

3

環境・産業
川崎市緑化指針 ２０１５年（平成２７年）１０月 川崎市建設緑政局／編
一部改正
集

川崎市

2015.1 K 518.1 ｶﾜ 15

みどりと公園－緑政事業概要－平成２７年度

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

2015.1 K 518.1 ﾐﾄﾞ 15

★横浜都市発展記念館紀要 Ｎｏ．１０ ２０１４

横浜都市発展記念館／
編

横浜市ふるさと
歴史財団

2014.3 K 518.9 ﾖｺ 10

★横浜都市発展記念館紀要 Ｎｏ．１１ ２０１５

横浜都市発展記念館／
編

横浜市ふるさと
歴史財団

2015.3 K 518.9 ﾖｺ 11

環境基本計画年次報告書－２０１４年度にお 川崎市環境調整会議／
ける川崎市の環境の現状と施策の展開－２０ 編集 川崎市環境局総務 川崎市
１５年度版
部環境調整課／事務局

2016.1 K 519.1 ｶﾝ 15

環境パートナーシップかわさき 第７期活動報 環境パートナーシップか
告書
わさき／編

川崎市環境局

2015.1 K 519.1 ｶﾝ 7

生物多様性かわさき戦略－人と生き物 つな
がりプラン－概要版

川崎市環境局
総務部環境調
整課

2015.1 K 519.1 ｾｲ

川崎市

2015.1 K 519.1 ﾖﾘ 15

川崎市環境局総務部環
境調整課／編集

よりよい環境をめざして－環境局事業概要 公 川崎市環境局環境対策
害編－平成２７年度 平成２６年度の取組
部企画指導課／編集

はまぎん産業文化振興財
変貌する京浜臨海部－戦後７０年の歴史と未
はまぎん産業文
団／編 平松雄造／監
来－（マイウェイ Ｎｏ．９７）
化振興財団
修・文 内山政彦／写真

2015.1 K 602.1 ﾍﾝ

事業概要 平成２７年版

川崎市交通局企画管理
部経営企画課／編

川崎市交通局

2015.1 K 680.1 ｼﾞｷﾞ 15

中原街道と武蔵小杉－写真で綴る周辺の今
昔－

羽田猛／著者

羽田猛

2015.1 K 682.1 ﾅｶ

川崎市港湾局
港湾振興部誘
致振興課
川崎港便覧－Ｐｏｒｔ Ｏｆ Ｋａｗａｓａｋｉ－ ２０１ 川崎港振興協会／編 川 川崎港振興協
５
崎市港湾局／監修
会
川崎港統計年報 平成２６年（２０１４年）

南武線・鶴見線－街と駅の１世紀 昭和の街
角を紹介－（懐かしい沿線写真で訪ねる）

川崎市港湾局港湾振興
部誘致振興課／編集

生田誠／著

アルファベータ
ブックス

2015.1 K 683.1 ｶﾜ 14
2015.7 K 683.1 ｶﾜ 15
2015.1 K 686.1 ﾅﾝ

芸術・文学
★大岡實博士文庫原稿・調査ノート資料目録
２
★「映像のまち・かわさき」フェスティバル

川崎市立日本民家園／
編集

川崎市立日本
2015.3 K 702.1 ｵｵ 2
民家園
「映像のまち・か
「映像のまち・かわさき」推
わさき」推進
進フォーラム／［編集］
フォーラム・川
2015.1 K 778.1 ｴｲ
川崎市市民・こども局市
崎市市民・こど
民文化室
も局市民文化室

★神奈川県のことば（日本のことばシリーズ
田中ゆかり／編
明治書院
2015.9 K 818.0 ｶﾅ
１４ 平山輝男／編集委員代表）
★神奈川近代文学館３０年誌－１９８４－２０１ 〔神奈川近代文学館／編
神奈川文学振
３ 公益財団法人神奈川文学振興会１９８２－ 集〕 神奈川文学振興会
2015.3 K 910.0 ｶﾅ
興会
２０１３ 神奈川県立神奈川近代文学館
／編集
★季刊・俳誌 炎天 ２０１６－冬 第１２巻第４
俳句集団 炎天 2016.1 K 911.1 ﾊｲ 45
号通巻４５号
編集発行／川崎市立図書館 発行／2016年2月 問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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