川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内

2017年6月号(受入日：2017/4/1～2017/5/31)
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～
『カワサキノコト 川崎市 市勢要覧』
総務企画局シティプロモーション推進室／編集
Colors,Future! いろいろって、未来。多様性は、あたたかさ。多様性は可能性。川崎
は、１色ではありません。昨年、川崎市は、ブランドメッセージを策定しました。今では
いたるところで新しいマークと「Colors,Future!いろいろって、未来。」を目にするようにな

『日本の謀略機関 陸軍登戸研究所』
木下 健蔵 ／著 東京 文芸社

出版

多摩区にある明治大学生田キャンパスの中に、戦前に旧日本陸軍によって
開設された陸軍登戸研究所跡地とその資料館があります。極秘に進められた
風船爆弾製造や、細菌・化学戦など、知られざる陸軍登戸研究所を、著者が残
された資料を駆使してその全貌を明らかにした研究論考です。

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
★平間寺史－開創八百九十年記念－改訂復
佐藤教倫／著
刻版（川崎大師教学研究所叢書 ３）

大本山川崎大師
平間寺

2017.3 K 188.1 ﾍｲ

かながわ考古
学財団

2017.3 K 212.0 ｹﾝ 22

高津古文書研
究会

2017.3 K 219.1 ﾉﾎﾞ 1

神奈川新聞社

2017.3 K 289.1 ｻｲ

歴史・地理
★研究紀要－かながわの考古学－２２

かながわ考古学財団／
編

登戸村用悪水出入－宝暦十三年癸未年 四
高津古文書研究会／編
月 用悪水出入一件－１ 菅上菅生五反田村
集
三ヶ村 訴状
郷土を愛する心－社会奉仕に生涯を－（わが
斎藤文夫／著
人生 １３）
神奈川県バス協会／監
神奈川県内乗合バス・ルートあんない Ｎｏ．４
修
かわさき散歩゜－川崎シニアポータル かわぽ 川崎シニアポータル「か
－
わぽ」企画運営部／編

1

ＪＴＢパブリッシン
グ
ＮＰＯ法人かわさ
き創造プロジェク
ト地域情報受発

2017.4 K 291.0 ｶﾅ 4
2017 K 291.1 ｶﾜ

★川崎 多摩川のさきっちょ物語－テーマで
たどる川崎の歴史探訪マップ－

川崎市文化財ボランティ
川崎市教育委員
ア／編 川崎市教育委員 会
会事務局文化財課／編

2017.3 K 291.1 ｶﾜ

行政・統計・福祉
川崎地方自治研究セン
髙橋市政が川崎に遺したもの １９８９～２００
ター／企画 川崎教育
１－バブル崩壊の試練の中で－
文化研究所／協力
川崎市総務企画局危機
川崎市に大地震が起きた日
管理室／企画・編集
かわさきの消防－ＣＩＴＹ ＯＦ ＫＡＷＡＳＡＫＩ
川崎市消防局／編集
ＦＩＲＥ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ－［２０１７年版］
ともに生きる－かわさき外国人教育推進資料 川崎市総合教育センター
Ｑ＆Ａ－第１８版
／編
カワサキノコト 川崎市 市勢要覧－Ｃｉｔｙ Ｇｕ 総務企画局シティプロ
ｉｄｅ ｏｆ ＫＡＷＡＳＡＫＩ－２０１７年版
モーション推進室／編集
川崎市経済労働局労働
働くためのガイドブック 平成２９年度
雇用部／［編集］
川崎市総務企画局危機
津波ハザードマップ ［２０１７］ 保存版
管理室／［編集］
認知症アクションガイドブック－ともに生きる 川崎市健康福祉局地域
未来をつくる（川崎市認知症ケアパス）－
包括ケア推進室／編

川崎地方自治研
究センター

2017.3 K 312.1 ﾀｶ

川崎市総務企画
局危機管理室

2017.1 K 315.1 ｶﾜ

川崎市消防局

2017 K 315.1 ｶﾜ 17

川崎市教育委員
会

2017.3 K 316.1 ﾄﾓ 17

川崎市

2017.4 K 351.1 ｶﾜ 17

川崎市経済労働
局労働雇用部
川崎市総務企画
局危機管理室
川崎市健康福祉
局地域包括ケア
推進室

2017.3 K 366.1 ﾊﾀ 17
2017.3 K 369.1 ﾂﾅ 17
2017.3 K 369.1 ﾆﾝ

教育・民俗
★教育研究 第５２号

育友会教育研究所［編］

育友会教育研究
所

日本の謀略機関陸軍登戸研究所

木下健蔵／著

文芸社

★川崎の気象－観測５０周年記念号－ＮＯ．
５１ ２０１６年１月～２０１６年１２月
★閉校記念誌（創立６０周年）－公益社団法
人川崎市医師会附属准看護学校－

川崎市立小学校理科教
育研究会／編
川崎市医師会附属准看
護学校／編

川崎市健康福祉年報 平成２７年度

川崎市健康福祉局／編

川崎市立小学校
理科教育研究会
川崎市医師会附
属准看護学校
川崎市健康福祉
局

川崎市上下水道局経営
管理部経営企画課／編

川崎市上下水道
局

2017.3 K 374.1 ｷﾖ 52
2016.11 K 395.1 ﾆﾎ

自然科学・医療
2017.4 K 451.1 ｶﾜ 51
2017.3 K 492.1 ﾍｲ
2017.3 K 498.1 ｶﾜ 15

環境・産業
川崎市上下水道事業中期計画－川崎市上下
水道ビジョン－平成２９年度～平成３３年度（２
０１７～２０２１）
★低ＣＯ２川崎ブランド 川崎メカニズム認証
制度－製品・技術、サービスのＣＯ２削減をラ
イフサイクル全体で評価－

低ＣＯ２川崎ブランド等推 低ＣＯ２川崎ブラ
ンド等推進協議
進協議会／編集
会

★ＣＣかわさきエネルギーパーク－次世代エ 川崎市環境局地球環境
ネルギーで環境都市かわさきへ－
推進室／編

2017.3 K 518.1 ｶﾜ 17
2017.2 K 519.1 ﾃｲ

川崎市環境局地 ［２０１
球環境推進室
７］

K 543.1 ｼｼ

芸術・スポーツ・文学
川崎市市民
ミュージアム

★かわさき市美術展－５０回記念誌－
川崎市文化財調査集録 第５１集 （２０１７）
多摩川であそぼう！－かわさき今昔あそび
マップ－
川崎市公園・緑地等位置図 平成２９年
編集発行／川崎市立図書館

川崎市教育委員会生涯
学習部文化財課／編
川崎市建設緑政局緑政
部多摩川施策推進課／
制作
川崎市建設緑政局緑政
部みどりの企画管理課／

発行／2017年6月

川崎市教育委員
会
川崎市環境局緑
政部多摩川施策
推進課

川崎市

2016.12 K 708.1 ｶﾜ
2017.3 K 709.1 ｶﾜ 51
2016.12 K 291.1 ﾀﾏ 16
2017.3 K 629.1 ｶﾜ 17

問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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