川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内

2016年6月号(受入日：2016/4/1～2016/5/31)
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～
『川崎市市勢要覧 －Ｃｉｔｙ ｏｆ ＫＡＷＡＳＡＫＩ－ ２０１６年版』
総務企画局シティプロモーション推進室／編
川崎市のあらましを写真やグラフでわかりやすく紹介した広報誌で、
毎年発行されています。一部を除き英語を併記しており、市の政策や
川崎が誇る技術・産業・文化・歴史などを取り上げている、１冊で川崎の
事がよくわかる本です。
区の紹介ページや、巻末の統計資料は調べものにも役立ちます。

『「国指定史跡 橘樹官衙遺跡群」を活かす 記録集』
川崎市教育委員会生涯学習部文化財課／編集
2015年10月に行われたシンポジウムの記録集です。川崎市で
初めて国史跡指定された橘樹官衙遺跡についての講演や、同じ
ような遺跡を持つ各自治体での事例報告が掲載されています。
土の中に眠る遺跡をどう発掘したのか、遺跡の復元と日本史に
おける意味、市民に親しんでもらうための地域ならではの工夫な
ど、幅広い内容です。

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
川崎市総務企画
局シティプロモー
ション推進室

2016.4 K 051.1 ﾋﾛ 74

★川崎市青少年科学館紀要 第２６号

川崎市青少年科学 川崎市教育委員
館／編
会

2016.3 K 069.1 ｶﾜ 26

川崎市市民ミュージアム紀要 第２８集

川崎市市民ミュージ 川崎市市民ミュー
アム／編
ジアム

2016.3 K 069.1 ｶﾜ 28

ひろば ｖｏｌ．７４（市民グラフかわさき「ひろ
ば」） 川崎魂 Ｋａｗａｓａｋｉ Ｓｐｉｒｉｔｓ

明治大学平和教育
★明治大学平和教育登戸研究所資料館館
登戸研究所資料館
報 第１号 ２０１５年度
／編
1

明治大学平和教
育登戸研究所資
料館

2016.3 K 069.1 ﾒｲ 1

★多摩川新聞 平成２７年１月～１２月 第
多摩川新聞社
１１１４～１１３７号

多摩川新聞社

2015 K 071.1 ﾀﾏ 15

神奈川県総務局組 神奈川県総務局
織人材部文書課／ 組織人材部文書
編
課

2016.3 K 160.0 ｶﾅ 16

★京浜歴科研年報 第２８号

京浜歴史科学研究 京浜歴史科学研
会／編集
究会

2016.2 K 210.0 ｹｲ 28

郷土岡上の歴史・文化継承事業報告書

郷土岡上の歴史・文
化継承委員会／編 郷土岡上の歴
岡上に親しむ会（郷 史・文化継承委
土誌会）／協力 麻 員会
生市民館

2016.3 K 210.1 ｷﾖ

★神奈川県宗教法人名簿 平成２８年

歴史・地理

「国指定史跡 橘樹官衙遺跡群」を活かす 川崎市教育委員会 川崎市教育委員
記録集－市民・地域に愛される史跡を目指 生涯学習部文化財 会生涯学習部文
化財課
して－
課／編集
いまこそ非軍事の平和主義を－明治・大
正・昭和の「平和」と「民主主義」の潮流から 村木正則／著
学ぶ－

青風舎

2016.3 K 213.1 ｸﾆ

2015.11 K 216.9 ｲﾏ

特定非営利活動法
川崎市高津区役
高津区おはなしアーカイブ－まちのこぼれ 人市民文化パート
所まちづくり推進
ナーシップかわさき
話を拾う－ 下作延・上作延・向ヶ丘編
部企画課
／編

2016.3 K 217.1 ﾀｶ

★宮内は祭祀組織を基に自治意識に目覚
めていた－近代・明治期以降の歴史、先人 宮内郷土史フォーラ 川崎教育文化研
達の知恵と情熱－（教文研双書 Ｎｏ．７３ ム／著
究所
宮内は古墳と森のある町 Ⅱ）

2016.3 K 219.1 ﾐﾔ

★橘樹郡所得額調査名鑑

野口貞之／著

野口貞之

2013.5 K 281.1 ﾀﾁ

かわさき ２０１６

川崎市総合教育セ
ンター／編集

川崎市教育委員
会

2016.3 K 291.1 ｶﾜ 16

川崎市総合企画
局自治推進部

2016.3 K 310.1 ｼﾞﾕ

行政・統計・福祉
「１０年先、２０年先を見据えた『産業拠点を
活かした持続的な成長戦略を目指して』」
（政策課題研究報告書 平成２７年度）

神奈川県政策研究・ 神奈川県政策研
★かながわ政策研究・大学連携ジャーナル
大学連携センター／ 究・大学連携セン
Ｎｏ．９ 平成２７年度政策研究報告
編集
ター
川崎市制９０周年記念文化事業等記録集

川崎市制９０周年記 川崎市制９０周年
念文化事業等実行 記念文化事業等
委員会／編集
実行委員会

川崎市総合計画

川崎市総務企画局
都市政策部企画調 川崎市
整課／［編］

★川崎市議会会議録 平成２８年（２０１６
年） 第１回 定例会 平成２８年２月１５日 川崎市議会／編
開会 平成２８年３月１８日閉会

2

川崎市議会

2016.3 K 312.0 ｶﾅ 9

2016 K 312.1 ｶﾜ

2016.3 K 312.1 ｶﾜ

2016.3

K 314.1 ｶﾜ 161

川崎市市民文化局
川崎市協働・連携の基本方針－多様なコラ
コミュニティ推進部
ボレーションによる暮らしやすい地域社会
協働・連携推進課／
づくりに向けて－
［編］

川崎市市民文化
局コミュニティ推
進部協働・連携
推進課

川崎市市民・こども
川崎市外国人市民意識実態調査（インタ
局人権・男女共同参 川崎市
ビュー調査）報告書 平成２７（２０１５）年度
画室／編集

2016.3 K 315.1 ｶﾜ

2016.3 K 316.1 ｶﾜ 15

川崎市外国人市民代表者会議年次報告
２０１５年度

川崎市市民・こど
川崎市外国人市民
も局人権・男女共
代表者会議／編集
同参画室

2016.3 K 316.1 ｶﾜ 15

人権に関する市民意識調査報告書

川崎市市民文化局 川崎市市民文化
人権・男女共同参画 局人権・男女共
室／編
同参画室

2016.4 K 316.1 ｼﾞﾝ 16

★宮前地区連合町内会－創立５０周年記
念誌－

宮前地区連合町
内会

★県勢要覧－統計でみる神奈川のすがた 神奈川県統計セン
－平成２７年度版
ター／監修

神奈川県統計セ
ンター

総務企画局シティプ
川崎市 市勢要覧－Ｃｉｔｙ ｏｆ ＫＡＷＡＳＡＫ
ロモーション推進室 川崎市
Ｉ－２０１６年版
／編集

2012.12 K 318.1 ﾐﾔ
2016.3 K 351.0 ｹﾝ 15
2016.4 K 351.1 ｶﾜ 16

教育・民俗
川崎市労働白書 平成２７年度版（２０１５
年度版）

川崎市経済労働局 川崎市経済労働
労働雇用部／編
局労働雇用部

2016.3 K 366.1 ｶﾜ 15

働くためのガイドブック 平成２８年度

川崎市経済労働局
川崎市経済労働
労働雇用部／［編
局労働雇用部
集］

2016.3 K 366.1 ﾊﾀ 16

★神奈川県における関東大震災の慰霊
碑・記念碑・遺構－その３ 県東部編－

武村雅之／著 都
名古屋大学減災
築充雄／著 虎谷
連携研究センター
健司／著

2016.3 K 369.0 ｶﾅ 3

川崎市防災マップ 宮前区－川崎市津波
ハザードマップ－

川崎市総務局危機 川崎市総務局危
管理室／編
機管理室

2016 K 369.1 ｶﾜ

川崎市市民・こど
子どもの成長に応じた育ちの支援について 川崎市子どもの権
も局人権・男女共
（答申）
利委員会／［編集］
同参画室

2016.3 K 369.1 ｺﾄﾞ

川崎市総合企画局
川崎市の学校－学校基本調査結果－平成
都市経営部統計情 川崎市
２７年度（２０１５統計情報第１４号）
報課／編集

2016.3 K 370.1 ｶﾜ 15

★創立３０周年記念地域学習副読本－ひ
えばら－

川崎市立稗原小学 川崎市立稗原小
校／［編集］
学校

2015.1 K 376.1 ｿｳ

★川崎市青少年の家所報－平成２７年度
事業報告－第４６号 ２０１６

川崎市青少年の家 川崎市青少年の
／編集
家

2016.3 K 379.1 ｶﾜ 46

高津市民館運営審議会報告書－人権の観
高津市民館運営審 川崎市高津市民
点から必要とされる講座を考える－平成２
議会／編集
館
６．２７年度
★プラザ橘だより 創刊号（１９９３．１０）－ プラザ橘／編集

プラザ橘

2016.3

K 379.1 ﾀｶ 2627

1993 K 379.1 ﾌﾟﾗ

家で生まれる、家と育つ－子供の習俗とく
らし－

川崎市立日本民家 川崎市立日本民
園／編集
家園

2016.1 K 383.1 ｲｴ

★むか～しむかしの道具たち－昔話が伝
えるくらし－

川崎市立日本民家 川崎市立日本民
園／編集
家園

2015.7 K 388.1 ﾑｶ

3

自然科学・医療

★川崎市自然環境調査報告 ２０１６ ８

かわさき自然調査団 川崎市教育委員
／編 川崎市青少年 会 川崎市青少
科学館／編
年科学館

2016.3 K 402.1 ｶﾜ 8

★川崎の気象 ＮＯ．５０ ２０１５年１月～２ 川崎市立小学校理 川崎市立小学校
０１５年１２月
科教育研究会／編 理科教育研究会

2016.4 K 451.1 ｶﾜ 50

川崎市立病院中期経営計画２０１６－２０２ 川崎市病院局経営 川崎市病院局経
０
企画室／編集
営企画室

2016.3 K 498.1 ｶﾜ

川崎市健康福祉局 川崎市健康福祉
／編
局

2016.3 K 498.1 ｶﾜ 14

川崎市経済労働局 川崎市経済労働
食生活と安全－みんなで考えよう食環境－
消費者行政センター 局消費者行政セ
平成２８年（２０１６年）
／編集
ンター

2016.3 K 498.1 ｼﾖ 16

川崎市健康福祉年報 平成２６年度

環境・産業
川崎市の工業－工業統計調査結果－平成 川崎市総合企画局
２６年（２０１５統計情報 第１３号） 平成２ 都市経営部統計情 川崎市
６年工業統計調査結果
報課／編

2016.3 K 505.1 ｶﾜ 14

神奈川県環境農政 神奈川県環境農
局環境部環境計画 政局環境部環境
計画課
課／編

2016.3 K 519.0 ｶﾅ 15

日本民家園収蔵品目録－旧佐地家門・供
川崎市立日本民家 川崎市立日本民
待、水車小屋、沖永良部の高倉、棟持柱の
園／編
家園
木小屋民俗調査報告－２１

2016.3 K 521.1 ﾆﾎ 21

★かながわ環境白書－わたしたちの環境
－平成２７年版

川崎の直売所マップ ［２０１６年］

ＪＡセレサ川崎／
［編］

セレサ川崎農業
協同組合

2016.3 K 611.1 ｶﾜ

多摩川を渡って来た禅寺丸柿－調布から
見た人と柿の道－

古橋研一／著

みんな新聞社

2016.6 K 625.1 ﾀﾏ

東急バス

2016.4 K 685.1 ﾄｳ 16

★ＴＯＫＹＵＢＵＳ ＧＵＩＤＥ ＭＡＰ－東急バ
ス インフォメーション＆沿線ガイド－２０１
６．春 東急バス全線路線図

芸術・文学
川崎市文化財調査集録 第５０集 （２０１
６）

川崎市教育委員会
川崎市教育委員
生涯学習部文化財
会
課／編

2016.3 K 709.1 ｶﾜ

神奈川県立体育
センター

2016.2 K 780.0 ｹﾝ

★県民の体力・スポーツに関する調査結果
報告書 平成２８年２月

★焔／季刊－ＨＯＮＯＨＯ 詩とエッセイ－ 福田正夫詩の会／
福田正夫詩の会
2016.4 K 911.1 ﾎﾉ 106
第１０６号 ２０１６・春
編
編集発行／川崎市立図書館 発行／2016年6月 問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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