川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内

2016年12月号(受入日：2016/10/1〜2016/11/30)
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〜
『東急沿線の不思議と謎』
浜田弘明／監修／

東京 実業之日本社 出版

５２０体もの石仏が目黒駅付近の寺に並ぶ謎や、池上線五反田駅のホームが地上
４階の高さにある理由など、東急電鉄沿線の地域にまつわる地理・歴史の意外な真実
やおもしろエピソードが紹介されています。折り込み式の東急電鉄路線図もついており、
地図と照らし合わせながら、各地のエピソードを確認することができます。東急沿線の
地域について再発見できる一冊です。

このイメージは、現在表示できません。

『田園都市生活−東急沿線のライフスタイルマガジン−ｖｏｌ．６１』
／ 東京 枻出版社 出版
田園都市線沿線の鷺沼・宮前平・宮崎台が特集されています。この街自慢の
名物やパン屋さん、レストランなどのおいしいお店、新鮮な地元の野菜や農場
や親子で体験できるスポットなどが紹介されています。中には自家製味噌の作
り方も収録されています。

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
神奈川県図書
館協会

2016.10 K 010.0 ｶﾅ 16

★かわさき子ども読書１００選 （中学生版）−
読書のまち・かわさき事業 川崎市教育委
見つけよう心に残る、ＭＹ ＢＯＯＫ−改訂第４
推進委員会／編
員会
版

2016.7 K 019.1 ｶﾜ 16

神奈川の図書館 ２０１６

神奈川県図書館協会／
編集

歴史・地理
あゆたか 第５４号

稲田郷土史会／編集

1

稲田郷土史会

2016.10 K 210.1 ｱﾕ 54

★本庁舎記念アルバム−川崎市役所本庁舎 川崎市総務企画局本庁
さよならイベント−
舎等建替準備室／［編］
★郷土・川崎を掘る−川崎考古学研究所の
活動の軌跡 図録−

川崎市総務企
画局本庁舎等
建替準備室

川崎市市民ミュージアム 川崎市市民
／編
ミュージアム

国指定史跡 橘樹官衙遺跡群−橘樹郡衙跡・ 川崎市教育委員会／［編 川崎市教育委
影向寺遺跡−（川崎市遺跡リーフレット １） 集］
員会
東急沿線の不思議と謎（じっぴコンパクト新書
浜田弘明／監修
２２１）

実業之日本社

2016.10 K 210.1 ﾎﾝ

2012.6 K 212.1 ｷﾖ

2016.3 K 212.1 ｸﾆ

2014.11 K 291.1 ﾄｳ

行政・統計・福祉
★かながわグランドデザイン−評価報告書２ 神奈川県政策局政策部
０１５−概要版
総合政策課／編

神奈川県政策
部総合政策課

神奈川県地方自治研究
★自治研かながわ月報 １６１号（２０１６年１
センター／編 大沢宏二
０月号）
／編

神奈川県地方
自治研究セン
ター

川崎市総務企画局都市
川崎市総合計画［ＰＲ版］−川崎をもっともっと
政策部企画調整課／
住みやすいまちにするために。−
［編］

川崎市

2016 K 312.0 ｶﾅ 15

2016.10

K 312.0 ｼﾞﾁ
161

2016 K 312.1 ｶﾜ

「財政白書」編集委員会
★川崎市の財政を考える（財政白書 ２０１６） ／編 川崎市職員労働組 川崎市職員労
消費増税の再々先延ばしと自治体財政
合政策部／編 川崎地方 働組合
自治研究センタ

2016.9 K 312.1 ｶﾜ 16

川崎市総務企
画局行政改革
マネジメント推
進室

2016.4 K 313.1 ｶﾜ 16

★川崎市職員研修概要 平成２８年度

川崎市総務企画局行政
改革マネジメント推進室
／編

川崎市総務局
★川崎市人財育成基本方針−チャレンジし続 川崎市総務局人材育成
人材育成セン
ける市役所を目指して−
センター人材育成課／編
ター人材育成課

2016.3 K 313.1 ｶﾜ 16

職員の給与に関する報告及び勧告 平成２８
川崎市人事委員会／編
年１０月

川崎市人事委
員会

2016.10 K 313.1 ｼﾖ 16

県議会のおはなし ［２０１６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

2016 K 314.0 ｹﾝ 16

こんにちは県議会 ２０１６

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

2016.6 K 314.0 ｺﾝ 16

消費生活相談事例集 平成２７年度版

川崎市消費者行政セン
ター／編

川崎市消費者
行政センター

2015 K 365.1 ｼﾖ 15

消費者支援協定の御案内 平成２８年度版

川崎市消費者行政セン
ター／編集

川崎市消費者
行政センター

2016.7 K 365.1 ｼﾖ 16

2

川崎市市民文
川崎市審議会等委員への女性の参加状況調 川崎市市民文化局人権・
化局人権・男女
査報告書 ２０１６（平成２８）年度
男女共同参画室／所管
共同参画室
平賀減災先生のわが家の減災ハンドブック− 日本損害保険協会／
神奈川県版−
［編］

日本損害保険
協会

2016.11 K 367.1 ｶﾜ 16

2016.2 K 369.0 ﾋﾗ

かわさきし子どもの権利条例 ［こども版］− 川崎市こども未来局青少
わたしたちも大切な権利をもっています−［２ 年支援室／編 川崎市教 川崎市
０１６年版］
育委員会／編

2016.10 K 369.1 ｶﾜ 16

川崎市教育委員会 川
川崎市子どもの権利に関する条例−子どもの
崎市こども未来局青少年 川崎市
権利を尊重するまちづくり−［２０１６］
支援室

2016 K 369.1 ｶﾜ 16

ボラ★ナビ−ボランティア募集冊子−２０１６

かわさき市民活動セン
ター／編

かわさき市民活
動センター

2016.9 K 369.1 ﾎﾞﾗ 16

みやまえ子育てガイド「と
川崎市宮前区
みやまえ子育てガイド とことこ−幸せなパパ ことこ」改訂等委員会／編
役所地域ケア推 2016.11 K 369.1 ﾐﾔ 16
やママになるために−２０１６
集 宮前区役所地域ケ
進担当
ア推進担当

教育・民俗
★県立高校改革実施計画（全体）

神奈川県教育委員会教
育局総務室県立高校改
革グループ／［編］

神奈川県教育
委員会

2016.1 K 375.0 ｹﾝ

★川崎市立高等学校定時制案内−みんなで
川崎市教育委員会／［編 川崎市教育委
学ぼうみんなで語ろう−平成２８年度入学者
集］
員会
選抜

2015 K 376.1 ｶﾜ 16

★神奈川県立保健福祉大学−大学案内−２ 神奈川県立保健福祉大
０１７
学／編

神奈川県立保
健福祉大学

2016 K 377.0 ｶﾅ 17

手話を学んでみよう！−拡げよう豊かなコミュ 神奈川県保健福祉局福
ニケーションを−
祉部地域福祉課／［編］

神奈川県保健
福祉局福祉部
地域福祉課

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

2016.10 K 379.1 ｼﾔ 63

ジオ神奈川

2016.10 K 453.0 ｶﾝ

社会教育要覧 Ｎｏ．６３（平成２８年）

2016.9 K 378.0 ｼﾕ

自然科学・医療
★関東大震災未公開空撮写真−神奈川は被
蟹江康光／編
災地だった−

こつこつ−みやまえ健康サポートブック でき 宮前区役所保健福祉セン 宮前区役所保
ることからこつこつ始めましょう−
ター／［編］
健福祉センター

2016.4 K 498.1 ｺﾂ

環境・産業
川崎市まちづく
り局指導部宅地
企画指導課

★大規模盛土造成地マップ

3

2016.3 K 513.1 ﾀﾞｲ

川崎市建設緑政局緑政
みどりと公園−緑政事業概要−平成２８年度 部みどりの企画管理課／ 川崎市
編集
わがまち花と緑のコンクール−コンクール結
果報告・花と緑のマップ−第１２回

川崎市公園緑地協会／
編集

2016.11 K 518.1 ﾐﾄﾞ 16

川崎市公園緑
地協会

2016.6 K 518.1 ﾜｶﾞ 12

★多摩川花火大会−川崎市制記念−平成２
８年度 第７５回

川崎市

2016.8 K 575.1 ﾀﾏ 16

田園都市生活−東急沿線のライフスタイルマ
ガジン−ｖｏｌ．６１（エイムック ３４９１） 鷺沼・
宮前平・宮崎台−『田園都市生

枻出版社

みやまえＣ級グルメレシピブック−おいＣ、た
のＣ、Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙづくり−Ｖｏｌ．２

みやまえの農コミュニティ
活性化事業２０１５企画運 宮前区役所
営委員会／企画編集

★川崎市道路統計書

川崎市建設緑政局道路
管理部管理課／編集

川崎市建設緑
政局道路管理
部管理課

2016.10 K 590.1 ﾃﾞﾝ 61

2016.3 K 596.1 ﾐﾔ 2

2015.11 K 685.1 ｶﾜ

K 685.1 ｼﾊﾞ
16-6

市バスマップ ２０１６年６月版

川崎市交通局

2016.6

★ＴＯＫＹＵＢＵＳ ＧＵＩＤＥ ＭＡＰ−東急バス
インフォメーション＆沿線ガイド−２０１６夏
東急バス全線路線図

東急バス

2016.7 K 685.1 ﾄｳ 16

芸術・スポーツ・文学
★中村正義の《顔》−展覧会図録−

中村正義／〔画〕 川崎市 川崎市市民
市民ミュージアム／編集 ミュージアム

★渡辺豊重展−画楽６０年−

渡辺豊重／〔画〕

★季刊・俳誌 炎天 ２０１６−秋 第１３巻第
３号通巻４８号
編集発行／川崎市立図書館

岩手県立美術
館

2012.9 K 721.1 ﾅｶ

2014 K 723.1 ﾜﾀ

俳句集団 炎天 2016.10 K 911.1 ﾊｲ 48

発行／2016年12月

問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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