川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内

2017年12月号(受入日：2017/10/1～2017/11/30)
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～

『川崎市統計データブック 平成２９年版（統計情報）』
川崎市総務企画局情報管理部統計情報課／企画・編集

川崎市

大正１３年に約５万人の市として誕生した川崎市は、平成２９年４月には人口
１５０万人を突破しました。
川崎市誕生からの人口の推移、町丁別の人口増加の状況や産業・事業所、ごみ
処理、 保育所の状況など、生活に関わりが深い統計情報がコンパクトにまとまっ
ています。
「川崎市統計書」及び「大都市比較統計年表」などからの情報を整理し、グラフや
解説を加えています。他の政令指定都市と東京都区部との比較や近隣市区との比
較、「川崎市民が多く購入した食べものは？」などのトピックもあります。

『みどりと公園－緑政事業概要－平成２９年度』
川崎市建設緑政局緑政部みどりの企画管理課／編集

川崎市

川崎市内にある公園緑地についてのデータ、緑政事業の計画、活動報告、略
年表などが掲載されています。
市内の主な公園緑地の紹介のほか、「桜の名勝」「展望台のある公園緑地」
「動物園のある公園」など特色のある公園緑地の一覧などもあります。

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 神奈川県図書館
会／編集
協会

2017.10 K 010.0 ｶﾅ 17

川崎の図書館－川崎市立図書館活動報告書－平成 川崎市立中原図書
川崎市立図書館
２８年度
館／編

2017.9 K 016.1 ｶﾜ 16

神奈川の図書館 ２０１７

★図書館交流１０周年－韓国・富川市訪問報告書
２０１６年７月２１日～７月２５日－

川崎市と富川市の
図書館交流を進め
る実行委員会／編

★新聞雑誌記事索引 平成２９年（２０１７年）７月分

川崎市議会議会局 川崎市議会議会
議事調査部政策調 局議事調査部政
査課／編
策調査課

1

川崎・富川図書館
交流会

2017.10 K 016.1 ﾄｼ

2017.7 K 027.1 ｼﾝ 17-7

★新聞雑誌記事索引 平成２９年（２０１７年）８月分

川崎市議会議会局 川崎市議会議会
議事調査部政策調 局議事調査部政
査課／編
策調査課

2017.8 K 027.1 ｼﾝ 17-8

★新聞雑誌記事索引 平成２９年（２０１７年）９月分

川崎市議会議会局 川崎市議会議会
議事調査部政策調 局議事調査部政
査課／編
策調査課

2017.9 K 027.1 ｼﾝ 17-9

明治大学平和教育 明治大学平和教
★明治大学平和教育登戸研究所資料館館報 第３号
登戸研究所資料館 育登戸研究所資
２０１７年度
／編
料館

2017.9 K 069.1 ﾒｲ 3

★朝日新聞 川崎北部版 平成２８年１月－６月

朝日新聞社

2016.6 K 071.1 ｱｻ 16-1

★川崎市関連掲載記事－切抜き対象紙：神奈川新
聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・東京新聞・日経
新聞－ 平成２５年１月

川崎市総務局報
道担当

2013.1 K 071.1 ｶﾜ 13-1

★川崎市関連掲載記事－切抜き対象紙：神奈川新
聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・東京新聞・日経
新聞－ 平成２５年２月

川崎市総務局報
道担当

2013.2

K 071.1 ｶﾜ
13-2

★川崎市関連掲載記事－切抜き対象紙：神奈川新
聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・東京新聞・日経
新聞－ 平成２５年３月

川崎市総務局報
道担当

2013.3

K 071.1 ｶﾜ
13-3

★川崎市関連掲載記事－切抜き対象紙：神奈川新
聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・東京新聞・日経
新聞－ 平成２５年４月

川崎市総務局報
道担当

2013.4

K 071.1 ｶﾜ
13-4

★川崎市関連掲載記事－切抜き対象紙：神奈川新
聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・東京新聞・日経
新聞－ 平成２５年５月

川崎市総務局報
道担当

2013.5

K 071.1 ｶﾜ
13-5

★川崎市関連掲載記事－切抜き対象紙：神奈川新
聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・東京新聞・日経
新聞－ 平成２５年６月

川崎市総務局報
道担当

2013.6

K 071.1 ｶﾜ
13-6

★川崎市関連掲載記事－切抜き対象紙：神奈川新
聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・東京新聞・日経
新聞－１ 平成２５年７月

川崎市総務局報
道担当

2013.7

K 071.1 ｶﾜ
13-7-1

★川崎市関連掲載記事－切抜き対象紙：神奈川新
聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・東京新聞・日経
新聞－２ 平成２５年７月

川崎市総務局報
道担当

2013.7

K 071.1 ｶﾜ
13-7-2

★川崎市関連掲載記事－切抜き対象紙：神奈川新
聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・東京新聞・日経
新聞－ 平成２５年８月

川崎市総務局報
道担当

2013.8

K 071.1 ｶﾜ
13-8

★川崎市関連掲載記事－切抜き対象紙：神奈川新
聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・東京新聞・日経
新聞－ 平成２５年９月

川崎市総務局報
道担当

2013.9

K 071.1 ｶﾜ
13-9

★川崎市関連掲載記事－切抜き対象紙：神奈川新
聞・朝日新聞・読売新聞・毎日新聞・東京新聞・日経
新聞－ 平成２５年１０月

川崎市総務局報
道担当

2013.10

K 071.1 ｶﾜ
13-10

タウンニュース社

2010.12 K 071.1 ﾀｳ 10

登戸村用悪水出入－宝暦十三年癸未年 四月 用悪 高津古文書研究会 高津古文書研究
水出入一件－２ 稲毛川崎領五拾弐ヶ村訴状
／編集
会

2017.10 K 219.1 ﾉﾎﾞ 2

★タウンニュース－全区版－平成２２年

朝日新聞社

タウンニュース社

歴史・地理

★ＫＡＮＡＧＡＷＡ ＬＩＦＥ Ｎｏｔｅ－神奈川県の暮らし
のガイド－

神奈川県政策局知
神奈川県政策局
事室／編 サイネッ
知事室
クス／編

宮前＆高津まち歩き－多摩丘陵の坂道を楽しむ－
おすすめ４コースをマップで紹介！

東京急行電鉄／編 東京急行電鉄

2

2017.10 K 291.0 ｶﾅ

2017.3 K 291.1 ﾐﾔ

行政・統計・福祉
★市政への考え方－ともにつくる 最幸のまち かわ
福田 紀彦／著者
さき－２０１７（平成２９）年１１月２７日

川崎市

2017.1 K 310.1 ｼｾ 17

★自治研かながわ月報 １６６号（２０１７年８月号）

神奈川県地方自治
神奈川県地方自
研究センター／編
治研究センター
大沢宏二／編

2017.6 K 312.0 ｼﾞﾁ 166

★自治研かながわ月報 １６７号（２０１７年１０月号）

神奈川県地方自治
神奈川県地方自
研究センター／編
治研究センター
大沢宏二／編

2017.10 K 312.0 ｼﾞﾁ 167

川崎市人事行政の運営等の状況 平成２８年度

川崎市総務企画局
人事部人事課／編 川崎市
集

職員の給与に関する報告及び勧告 平成２９年１０月

川崎市人事委員会 川崎市人事委員
／編
会

★川崎市議会会議録 平成２９年（２０１７年） 第３回
定例会
川崎市議会／編
平成２９年９月１日開会 平成２９年１０月６日閉会

川崎市議会

2017.1 K 313.1 ｶﾜ 16

2017.10 K 313.1 ｼﾖ 17

2017.1 K 314.1 ｶﾜ 17-3

議会ハンドブック 平成２９年度版 ２０１７

川崎市議会議会局
川崎市議会議会
議事調査部政策調
局
査課／編

2017.9 K 314.1 ｷﾞｶ 17

★かいぎしょ ２０１７年１０月 Ｎｏ．６９１

川崎商工会議所／
川崎商工会議所
編

2017.10 K 330.1 ｶｲ 691

川崎市の経済（速報）－平成２８年経済センサス
活動調査結果速報－（２０１７ 統計情報 第５号）

総務企画局情報管
理部統計情報課／ 川崎市
編集

2017.10 K 331.1 ｶﾜ 16

★かながわ経済情報 ２０１７年１０月号

浜銀総合研究所／
浜銀総合研究所
［編集］

2017.10

川崎の地価情報 （平成２９年後期版）

川崎市財政局資産 川崎市財政局資
管理部資産運用課 産管理部資産運
／編
用課

★路線価図－財産評価基準書－平成２９年分第１１
分冊 横浜市〈戸塚区 栄区 泉区 青葉区 緑区 都
筑区〉 川崎市〈川崎区 幸区 中原区 高津区 宮前
区 麻生区 多摩区〉－戸塚署 緑署 川崎南署 川
崎北署 川崎西署－
川崎市統計データブック 平成２９年版（統計情報）

全国官報販売協
同組合
川崎市総務企画局
情報管理部統計情 川崎市
報課／企画・編集

川崎市の人口－平成２７年国勢調査結果報告書（人 川崎市総務企画局
口重心及び就業状態等基本集計結果）－（３）（２０１７ 情報管理部統計情 川崎市
統計情報 第４号）
報課／編集
川崎市年齢別人口 平成２９年１０月１日現在（統計
情報 ２０１７ 第７号）

総務企画局情報管
理部統計情報課／ 川崎市
編集

川崎市町丁別世帯数・人口－住民基本台帳人口によ 総務企画局情報管
る－平成２９年９月末日現在（統計情報 ２０１７
理部統計情報課／ 川崎市
第６号）
編集
川崎市の住宅事情 ２０１６

川崎市まちづくり局 川崎市まちづくり
住宅政策部住宅整 局住宅政策部住
備推進課／編集
宅整備推進課

川崎市市民文化局 川崎市市民文化
川崎市審議会等委員への女性の参加状況調査報告
人権・男女共同参画 局人権・男女共同
書 ２０１７（平成２９）年度
室／所管
参画室
3

K 332.0 ｶﾅ 1710

2017.9 K 334.1 ｶﾜ 17-2

2017.7 K 345.1 ﾛｾ 17

2017.10 K 351.1 ｶﾜ 17

2017.10 K 358.1 ｶﾜ 15-3

2017.1 K 358.1 ｶﾜ 17

2017.9 K 358.1 ｶﾜ 17-9

2017.8 K 365.1 ｶﾜ 16

2017.1 K 367.1 ｶﾜ 17

川崎市高齢者実態調査報告書 平成２８年度

川崎市健康福祉局 川崎市健康福祉
長寿社会部高齢者 局長寿社会部高
事業推進課／編
齢者事業推進課

2017.3 K 369.1 ｶﾜ 16

★絆－民生委員制度創設１００周年記念－

１００周年記念事業 川崎市民生委員
実行委員会／編集 児童委員協議会

2017.3 K 369.1 ｷｽﾞ

第５期川崎市子どもの権利委員会からの「子どもの成 川崎市こども未来局
長に応じた育ちの支援について（答申）」の提言に対 青少年支援室／編 川崎市
する措置
集

2017.10 K 369.1 ﾀﾞｲ

教育・民俗
川崎市社会教育情報－社会教育職員研修報告書－ 川崎市教育委員会 川崎市教育委員
第３０号 ２０１６（平成２８）年度
生涯学習部／編集 会生涯学習部

2017.3 K 379.1 ｶﾜ 30

川崎市教育委員会
川崎市教育委員
事務局生涯学習推
会
進課／編集

2017.10 K 379.1 ｼﾔ 64

社会教育要覧 Ｎｏ．６４（平成２９年）

環境・産業

神奈川のダム（マイウェイ Ｎｏ．１０３）

川崎市下水道事業中期計画 （２０１４～２０１６）

はまぎん産業文化
振興財団／編 関
東学院大学名誉教
授 宮村忠／監修・
文
川崎市上下水道局
経営管理部経営企
画課／編

はまぎん産業文化
振興財団

2017.9 K 517.0 ｶﾅ

川崎市上下水道
局

2014.3

K 518.1 ｶﾜ 1416

★水質試験年報 平成２８年度版

川崎市上下水道局 川崎市上下水道
水道水質課／編
局水道水質課

2017.1 K 518.1 ｽｲ 16

みどりと公園－緑政事業概要－平成２９年度

川崎市建設緑政局
緑政部みどりの企画 川崎市
管理課／編集

2017.1 K 518.1 ﾐﾄﾞ 17

田園都市生活－東急沿線のライフスタイルマガジン
－ｖｏｌ．６５（エイムック ３８３９） 白楽・東白楽・東神
奈川・妙蓮寺

枻出版社

神奈川県産業労働 神奈川県産業労
★創業者、中小企業者のための支援施策活用ガイド
局中小企業部中小 働局中小企業部
平成２８年度版
企業支援課／編
中小企業支援課

2017.10 K 590.1 ﾃﾞﾝ 65

2016.8 K 601.0 ｿｳ 16

芸術・文学
★中原区文化祭 （第４９回）－なかはらくみんさい参 中原文化協会／編
中原文化協会
加－平成２９年（２０１７年）
集
★花鳥輪舞－竹形夏野ステンドグラス作品集－Ⅱ

竹形夏野／著

★川崎市スポーツ協会要覧 平成２９年度

川崎市スポーツ協
会／編集

★季刊・俳誌 炎天 ２０１７－秋 第１４巻第３号通巻
５２号
編集発行／川崎市立図書館

2017.1 K 751.1 ｶﾁ 2
川崎市スポーツ協
会
俳句集団 炎天

発行／2017年12月

4

2017.10 K 706.1 ﾅｶ 17

2017.9 K 780.1 ｶﾜ 17

2017.10 K 911.1 ﾊｲ 52

問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）

