川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内
2018年4月号(受入日：2018/2/1～2018/3/31)
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。
※希少な地域資料については、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～
『文化かわさき 第39号』

「文化かわさき」編集委員会／編
1975年の創刊以来、ずっと郷土の文化について伝え続
けてきた『文化かわさき』。今回は市内総人口が１５０万人
を突破したのを記念し、昔ながらの川崎と最新の川崎を一
挙に紹介しています。
太平記の頃から続く旧家や、発展する武蔵小杉、新たに
オープンしたカルッツかわさき等々、様々な魅力にあふれ
る街・川崎。これからはどんな文化が息吹くのでしょうか。
郷土文化に興味を持たれる方に、是非おすすめしたい文
化誌です。
『祈りとご利益川崎大師公式ガイドブック』
大本山川崎大師平間寺／出版
全国的に有名な名刹・川崎大師。そこで行われる年間行
事やイベント、縁起や寺内の案内など、川崎大師の魅力が
盛りだくさんに詰まった１冊です。周辺の碑蹟を巡るおすす
めお参りコースは、「歴史散策編」と「文歌編」の２つがあり、
古くから信仰を集めた寺社ならではの文化風土を感じさせ
てくれます。
水鳥の祭(酒合戦)など、大師周辺の賑わいについても紹
介されているので、近隣散歩のお供にもぴったり。この本片
手に、市内南部を楽しむ郷土散策はいかがでしょうか。

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
★神奈川県立図書館紀要 第１３
号

神奈川県立図書館／
編

神奈川県立図書館

2018.2 K 016.0 ｶﾅ 13

★横須賀の図書館 平成２８年（２ 横須賀市立中央図書
０１６年）
館／編

横須賀市立中央図書
館

2016.8 K 016.9 ﾖｺ 16

川崎市議会議会局議
事調査部政策調査課
／編

川崎市議会議会局議
事調査部政策調査課

★新聞雑誌記事索引 平成２９年
（２０１７年）１２月分

1

2017

K 027.1 ｼﾝ 1712

★文化かわさき 第３９号 特集・１ 「文化かわさき」編集委 川崎市総合文化団体
５０万人都市かわさき
員会／編集
連絡会

2018.2 K 051.1 ﾌﾞﾝ 39

★多摩のあゆみ 第１６９号 特集 たましん歴史・美術館
－デジタル地図でみる多摩の歴史 歴史資料室／編集

2018.2 K 051.9 ﾀﾏ 169

★馬の博物館研究紀要 第２０号

馬事文化財団学芸部
／編

祈りとご利益川崎大師公式ガイド
ブック

たましん地域文化財団

馬事文化財団

2017.12 K 069.9 ｳﾏ 20

大本山川崎大師平間
寺

2018.1 K 188.1 ｲﾉ

狛江市

2017.3 K 210.9 ｼｼ 4

歴史・地理

★市史研究 狛江 第４号

狛江市市史編集専門
委員会／編集

★年報 ２４（平成２８年度）

かながわ考古学財団／
かながわ考古学財団
編集

2018.1 K 213.7 ﾈﾝ 16

塚山公園と按針祭とパンパンと美
空ひばり

杉山一夫／著

めい出版

2018.1 K 217.9 ﾂｶ

施政方針 平成３０年（２０１８年）
度

川崎市長 福田紀彦

川崎市

2018.2 K 310.1 ｼｾ 18

★自治研かながわ月報 １６９号
（２０１８年２月号）

神奈川県地方自治研
究センター／編 大沢
宏二／編

神奈川県地方自治研
究センター

2018.2 K 312.0 ｼﾞﾁ 169

行政・統計・福祉

★神奈川県議会会議録－平成２９
神奈川県議会／編
年９月 定例会－平成２９年第３回
★川崎市議会定例会 議案（合冊
版） 平成３０年（２０１８年） 第１回 川崎市議会／編
定例会
川崎市役所総務企画
★かわさき市政だより 平成２９年
局シティプロモーション
第１１５２～１１７５号
推進室／編
川崎市包括外部監査の結果報告
書（概要版） 平成２９年度－
県のたより－平成２７年１月－１２
月－ＮＯ．７１６～７２８

神奈川県県民局企画
調整部広報課／編者

神奈川県議会

川崎市議会
川崎市役所総務企画
局シティプロモーション
推進室

2018

K 314.0 ｶﾅ 173-1

2018.2

K 314.1 ｶﾜ 181

2018 K 315.1 ｶﾜ 17

川崎市包括外部監査
人

2018.2 K 315.1 ｶﾜ 17

神奈川県県民局企画
調整部広報課

2015 K 315.1 ｹﾝ 15

包括外部監査報告書 平成２９年
度－使用料及び手数料等の事務
の執行について－

川崎市

2018.2 K 315.1 ﾎｳ 17

★かいぎしょ ２０１８年３月 Ｎｏ．
川崎商工会議所／編
６９５

川崎商工会議所

2018.3 K 330.1 ｶｲ 695

★かながわ経済情報 ２０１８年２
月号

浜銀総合研究所／［編
浜銀総合研究所
集］
2

2018.2

K 332.0 ｶﾅ 182

川崎市消費者物価指数 平成２９
年（２０１７統計情報第１１号）

総務企画局情報管理
部統計情報課／編集

川崎市

2018.3 K 337.1 ｶﾜ 17

川崎市

2018.2

K 343.1 ｷﾞﾖ 1712

川崎市

2018.2

K 343.1 ｺｳ 1712

川崎市

2018.2

K 343.1 ｾｲ 1712

川崎市予算案について 平成３０
年度

川崎市

2018.2 K 344.1 ｶﾜ 18

川崎市の人口－平成２７年国勢調 川崎市総務企画局情
査結果報告書（移動人口の就業状 報管理部統計情報課
態等集計結果）
／編集

川崎市

2018.2

安全衛生管理と公務災害 平成２ 川崎市総務企画局人
８年（２０１６年）度版
事部職員厚生課／編

川崎市総務局人事部
職員厚生課

業務委託有資格業者名簿 平成２
９・３０年度－５０音順－平成２９年
１２月１日現在
★工事請負有資格業者名簿 平成
２９・３０年度－平成２９年１２月１日
現在－業種別５０音順
製造の請負・物件の供給等有資格
業者名簿 平成２９・３０年度－５０
音順－平成２９年１２月１日現在

神奈川県福祉作文コンクール入選 神奈川県社会福祉協 神奈川県社会福祉協
作品集 平成２９年度（ともしび双 議会／編集 神奈川県 議会・神奈川県共同募
書）
共同募金会／編集
金会

K 358.1 ｶﾜ 155

2017.11 K 366.1 ｱﾝ 16

2017.12 K 369.0 ｶﾅ 17

教育・民俗

★教育研究 第５０号～第５２号

育友会教育研究所／
編集

育友会教育研究所

2015.3 K 370.1 ｷﾖ 50

★教育だより かわさき １０４号－
１１２号（地域資料関係パンフレット
累積版）

川崎市教育委員会

2015.7 K 373.1 ｷﾖ 104

★小杉駅周辺地区新設小学校
川崎市教育委員会／
ニュース 第１号～臨時号（地域資
編
料関係パンフレット 累積版）

川崎市教育委員会

2016.11 K 374.1 ｺｽ

★文詩集かわさき １年 第６２号

川崎市立小学校国語
教育研究会／編

川崎市立小学校国語
教育研究会

2018.2 K 375.1 ﾌﾞﾝ 62

★文詩集かわさき ２年 第６２号

川崎市立小学校国語
教育研究会／編

川崎市立小学校国語
教育研究会

2018.2 K 375.1 ﾌﾞﾝ 62

★文詩集かわさき ３年 第６２号

川崎市立小学校国語
教育研究会／編

川崎市立小学校国語
教育研究会

2018.2 K 375.1 ﾌﾞﾝ 62

★文詩集かわさき ４年 第６２号

川崎市立小学校国語
教育研究会／編

川崎市立小学校国語
教育研究会

2018.2 K 375.1 ﾌﾞﾝ 62

★文詩集かわさき ５年 第６２号

川崎市立小学校国語
教育研究会／編

川崎市立小学校国語
教育研究会

2018.2 K 375.1 ﾌﾞﾝ 62

★文詩集かわさき ６年 第６２号

川崎市立小学校国語
教育研究会／編

川崎市立小学校国語
教育研究会

2018.2 K 375.1 ﾌﾞﾝ 62

3

★夏休み親子工作教室報告集 平 夏休み親子工作教室
成２９年度（２０１７年）
連絡協議会／編

夏休み親子工作教室
連絡協議会

★神奈川の庚申塔事典

鷹取昭

鷹取昭／編

2017.12 K 379.1 ﾅﾂ 17

2018.1 K 387.0 ｶﾅ

自然科学・医療
川崎市における環境放射能調査報
川崎市原子力施設安
告書 Ｎｏ．５６ 平成２８年度（２０１
全対策会議／編
６年度）

川崎市原子力施設安
全対策会議

2017.12 K 498.1 ｶﾜ 56

★水利科学 Ｎｏ．３５８（第６１巻第 日本治山治水協会／
５号）
編集

日本治山治水協会

2017.12 K 517.1 ｽｲ

★水利科学 Ｎｏ．３５２（第６０巻第 日本治山治水協会／
５号）
編集

日本治山治水協会

2016.12 K 517.1 ｽｲ

★水利科学 Ｎｏ．３５７（第６１巻第 日本治山治水協会／
４号）
編集

日本治山治水協会

2017.1 K 517.1 ｽｲ

★水道事業・工業用水道事業・下
水道事業統計年報 平成２８年度

川崎市上下水道局／
［編］

川崎市上下水道局

★川崎市公害健康被害補償事業
の実施状況（月報） 平成３０年分
（１月号～２月号）（累積版）

［川崎市健康福祉局健
川崎市
康安全部環境保健課］

よりよい環境をめざして－環境局
事業概要 公害編－平成２９年度
平成２８年度の取組

川崎市環境局環境対
策部環境管理課／編
集

環境・産業

港かわさき－Ｐｏｒｔ Ｏｆ Ｋａｗａｓａｋｉ
川崎港振興協会／編
－第６１号 ２０１８．１

2018 K 518.1 ｽｲ 16

2018 K 519.1 ｶﾜ 18

川崎市

2018.2 K 519.1 ﾖﾘ 17

川崎港振興協会

2018.1 K 683.1 ﾐﾅ 61

芸術・文学
★東海道五十三駅画集

安藤広重／筆

美術社

かながわ街路樹フォトコンテスト写
日本造園建設業協会
真集－第６回～第１０回－ 都市空
神奈川県支部／編
間に安らぎと自然の潤い
Ｊリーグサッカーキング ２０１８年
２・３月号 ［Ｊリーグ優勝クラブ特
フロムワン
集］２０１７シーズン ＣＨＡＭＰＩＯＮ
Ｓ
★川崎フロンターレ ３月２日ホー
ム開幕湘南戦－小林悠 昨季「タイ
トル」「得点王」有言実行－
★わだつみ 第９号
編集発行／川崎市立図書館

川崎ことばの会／編
発行／2018年4月

1963 K 721.9 ﾄｳ

日本造園建設業協会
神奈川県支部

2017.12 K 740.1 ｶﾅ

フロムワン

2017.12 K 783.1 ｼﾞｴ

朝日新聞社

川崎ことばの会

2018.2 K 783.4 ｶﾜ

2017.12 K 810.1 ﾜﾀﾞ 9

問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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