川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内

2018年6月号(受入日：2018/4/1〜2018/5/31)
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。
※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〜
『県勢要覧』
神奈川県統計センター/発行
この「県勢要覧」は、神奈川県の土地、人口、経済、社会、文化などの各分野にわ
たる統計を収録しています・昭和２３年から発行しているものです。たとえば、水害に
ついての発生状況等を知ることができます。

『多摩川は今』
川崎市新多摩川プラン事業実施報告書
平成２９年度
川崎市多摩川プラン推進会議／発行
川崎市の多摩川における施策を知ることができます。たとえば、多摩川の美
化活動や防災活動等です。特に防災事業では、堤防・護岸の 整備や水辺の安
全事業の実施についての報告があります。平成２９年度版では、水防訓練につ
いての記載が新たに加えられました。
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図書館・博物館・逐次刊行物・宗教
川崎市立看護短期大学紀要 第23巻第1号

川崎市立看護短期大学
図書委員会／編

川崎市立看護
短期大学

K 051.1 ｶﾜ

2018.3 23-1

歴史・地理
★郷土神奈川 第56号
★研究紀要−かながわの考古学−23
★あなたのまちの、いいお店。 2017

神奈川県立図
書館
かながわ考古学財団／ かながわ考古
編
学財団
神奈川県産業労働局中小企業 神奈川県産業
部商業流通課／編集
労働局

神奈川県立図書館企画サービス部
地域情報課／編集

2018.3 K210.0 ｷﾖ 56
2018.3 K 212.0 ｹﾝ 23
2018.3 K 291.0 ｱﾅ 17

川崎駅Walker（ウォーカームック No.816）

KADOKAWA

2018.3 K 291.1 ｶﾜ

中原区ガイドマップーNAKAHARA Guide
Map−2018

川崎市中原区役
所地域振興課

2018.3 K 291.1 ﾅｶ 18

多摩区観光協会

2018.2 K 291.1 ﾊﾅ 18

はなもすー川崎市多摩区観光ガイドブックー

多摩区観光協会／編集
1

行政・統計・福祉
川崎市総務企画局

川崎市総務企画局行政改革マネジ
行政改革マネジメン
メント推進室／編

川崎市行財政改革第2期プログラム

2018.3 K 312.1 ｶﾜ 18

ト推進室

ＡＩ時代の行政戦略-激動の時代 未来に向け
て今やるべきこと-

川崎市総務企画局
都市政策部

2018.3 K 315.1 ｴｱ

みんなで考えよう！公共施設の未来

川崎市財政局資産管理
部資産運用課／編

川崎市財政局資産
管理部資産運用課

2018.3 K 315.1 ﾐﾝ

かわさき市民アンケート 報告書 平成29年
度

川崎市総務企画局都市政策部
企画調整課／調査

川崎市

2018.3 K317.1 ｶﾜ 17

★県勢要覧ー統計でみる神奈川のすがたー 神奈川県統計センター／ 神奈川県統計
平成29年度版
監修
センター

2018.3 K 351.0 ｹﾝ 17

★神奈川県労働委員会年報 平成29年

神奈川県労働委員会事
務局／編

神奈川県労働委
員会事務局

2018.3 K 366.0 ｶﾅ 17

川崎市労働白書 平成29年度版

川崎市経済労働局労働
雇用部／編

川崎市経済労働
局労働雇用部

2018.3 K 366.1 ｶﾜ 17

川崎市子どもの権利に関する実態・意識調査 川崎市こども未来局青少
川崎市
報告書 第6回
年支援室／編集

2018.3 K 369.1 ｶﾜ

教育・民俗
公民館の実態調査（平成29年度）

神奈川県公民館連絡協
議会／編

神奈川県公民
館連絡協議会

2018.3 K 379.0 ｺｳ 17

★かながわの民俗芸能 第81号

神奈川県民俗芸能保存
協会／編

神奈川県民俗
芸能保存協会

2017.3 K 386..0 ｶﾅ 81

神奈川県自然保護協会

神奈川県自然保
護協会

2018.2 K 405.0 ｶﾅ 67

川崎市病院局

2018.3 K 498.1 ｶﾜ

川崎市経済労働局
消費者行政セン
ター

2018.3 K 498.1 ｼﾖ 18

川崎市多摩川プ
ラン推進会議

2018.3 K 517.1 ﾀﾏ 17

自然科学・医療

★かながわの自然 NO．67

川崎市立川崎病院 医療機能再編整備基本
川崎市病院局／編集
計画
食生活と安全ーみんなで考えよう食環境ー

川崎市経済労働局消費
者行政センター／編集

環境・産業
多摩川は今-平成29年度川崎市多摩川プラン 川崎市環境局緑政部多
実施事業報告書
摩川施策推進課／編

★やまなみグッズーかながわの水源地域から 水源地域交流の里づくり 水源地域交流の里
づくり推進協議会
の贈り物ー
推進協議会／企画

2018.3 K 602.0 ﾔﾏ 18

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

神奈川県立近代美術館
／編集

神奈川県立近
代美術館

2018.3 K 706.0 ｶﾅ 16

★季刊・俳誌 炎天 2018−春 第15巻第1号
通巻54号

俳句集団 炎天

2018.4 K 911.1 ﾊｲ 54

★焔／季刊ーHONOHO 詩とエッセイ 第112
福田正夫詩の会／編
号

福田正夫詩の会

2018.3 K 911.1 ﾌｸ 112

★戦争の悲惨さと忌まわしい被爆体験を語る
森政 忠雄／講演
ｰ2017年度市民文化講演会ー

川崎教職員会
館

2018.4 K 916.1 ｾﾝ

川崎市道路統計書

2017.11 K 685.1 ｶﾜ 17

芸術・スポーツ・文学
★神奈川県立近代美術館年報ー2016年度

編集発行／川崎市立図書館

発行／2018年6月

問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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