川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内
2018年8月号(受入日：2018/6/1〜2018/7/31)
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。）

『わたしたち姉妹の大山学童疎開』 〜新着図書のご紹介〜
川崎教育文化研究所/発行
中西京子さん、岡道子さん姉妹の共著。川崎から大山へ学童疎開
し、かかわった出来事や思い出が掲載されています。姉 京子さんの
絵本も掲載されており、戦争を知らない世代が学童疎開理解への
足がかりとなること必須の一冊です。

『浸水実績図（川崎区）平成３０年６月作成』
川崎市総務企画局危機管理室/発行
過去１０年間の降雨による浸水被害について赤印を用い
て表示しています。浸水に対する危険性について認識を深
め、また住宅等の建築時の参考資料としても活用出来ます。
川崎区他、全７区それぞれ４２×６０サイズの資料です。

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
★神奈川県立生命の星・地球博物館年報 第 神奈川県立生命の星・地球 神奈川県立生命
博物館／［編集］
の星・地球博物館
２３号（２０１７年度）

2018.6 K 069.0 ｶﾅ 23

歴史・地理
★京浜歴科研年報 第３０号

京浜歴史科学研究会／編集

京浜歴史科学研
究会

2018.2 K 210.0 ｹｲ 30

★わたしたち姉妹の大山学童疎開
−絵本が語るもの あの頃をふりかえって〜
家族の絆・平和の願い〜

中西 京子 岡 道子／著

川崎教育文化研
究所

2018.6 K 217.1 ﾜﾀ

神奈川新聞社

2017.1 K 291.0 ｶﾅ 2

かながわのハイキングコースベスト４０ぷらす
１ 続（かもめ文庫 ６９ かながわ・ふるさとシ 山本正基／著
リーズ）
★わたしたちの神奈川県−小学校社会科参
考図書−平成３０年版（２０１８年版）

神奈川県政策局政策部総合
神奈川県
政策課／編

2018.7 K 291.0 ﾜﾀ 18

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

2018.6

行政・統計・福祉

★自治研かながわ月報 １７１号（２０１８年６
月号）

1

K 312.0 ｼﾞﾁ
171

川崎市総合計画 第２期実施計画

川崎市総務企画局都市政策
川崎市
部企画調整課／［編］

2018.3 K 312.1 ｶﾜ

区政概要 平成３０年度版

川崎市市民文化
川崎市市民文化局コミュニ
局コミュニティ推
ティ推進部区政推進課／編
進部区政推進課

2018.6 K 312.1 ｸｾ 18

★川崎市職員録 平成３０年６月

総務企画局人事部人事課／
川崎市
編集

2018.6 K 313.1 ｶﾜ 18

人事委員会年報 平成２９年度

川崎市人事委員会事務局／ 川崎市人事委員
編集
会事務局

2018.6 K 313.1 ｼﾞﾝ 17

川崎市市民オンブズマン報告書 平成２９年
度
★たいせつな宝物
−第２２回人権メッセージ展から−

川崎市市民オンブズマン事 川崎市市民オン
務局／編
ブズマン事務局

2018.5 K 315.1 ｶﾜ 17

神奈川県人権啓発推進会議 神奈川県人権啓
／編
発推進会議

2018.3 K 316.0 ﾀｲ 22

★一字一字におもいをこめて
−六人の在日高齢者が自ら綴った自分史−

かわさきの在日高
かわさきの在日高齢者と結
齢者と結ぶ２０００
ぶ２０００人ネットワーク／編
人ネットワーク

2017.7 K 316.1 ｲﾁ

川崎市外国人市民代表者会議年次報告 ２０ 川崎市外国人市民代表者会 川崎市市民文化
局人権・男女共同
議／編集
１７年度
参画室

2018.3 K 316.1 ｶﾜ 17

川崎市人権オンブズパーソン報告書 平成２９
年度報告書
かわさき都市計画［２０１８］−ＫＡＷＡＳＡＫＩ Ｕ
ＲＢＡＮ ＰＬＡＮＮＩＮＧ−

川崎市人権オンブズパーソ
川崎市
ン／編集

2018.5 K 316.1 ｶﾜ 17

川崎市まちづくり局計画部
都市計画課／編集

川崎市

2018.3 K 317.1 ｶﾜ 18

かわさき平和ノート ［第６版］

川崎市平和館／企画

川崎市平和館

2018.3 K 319.1 ｶﾜ 18

★かながわ経済情報 ２０１８年６月号

浜銀総合研究所／［編集］

浜銀総合研究所

2018.6

国際地学協会

2018.6 K 334.0 ｶﾅ 18

川崎市

2018.3 K 334.1 ｶﾜ 15

★神奈川県実勢地価図 平成３０年度版
★川崎市の土地利用現況−かわさき都市計
画−平成２７年度調査結果

川崎市まちづくり局計画部
都市計画課／編集

川崎市財政局財政部庶務課
川崎市
／編集
川崎市財政局税
川崎市財政局税務部市民税
務部市民税管理
市税のしおり ２０１８ （平成３０年度）
管理課／編
課
川崎市消費者行政センター
川崎市
消費生活相談年報 平成２９年度
／編
川崎市健康福祉
いきいきグループ紹介誌−シニア世代の情報 川崎市健康福祉局長寿社会 局長寿社会部高
部高齢者在宅サービス課／
齢者在宅サービ
誌「楽笑」特別号−平成３０年度版
編
ス課

財政のあらまし 平成３０年６月

川崎子ども・若者の未来応援プラン−未来を
担う子ども・若者がすこやかに育ち成長できる
まち・かわさき−平成３０（２０１８）年
★浸水実績図 （川崎区）−平成３０年６月作
成−
★浸水実績図 （幸区）−平成３０年６月作成
−
★浸水実績図（中原区）−平成３０年６月作
成ー

川崎市こども未来局総務部
川崎市
企画課／編集
川崎市総務企画局危機管理
室／編 川崎市建設緑政局 川崎市
道路河川整備部河川課／編
川崎市総務企画局危機管理
室／編 川崎市建設緑政局 川崎市
道路河川整備部河川課／編
川崎市総務企画局危機管理
室／編 川崎市建設緑政局 川崎市
道路河川整備部河川課／編

2

2018.6

K 332.0 ｶﾅ
18-6

K 349.1 ｻﾞｲ
18-6

2018.6 K 349.1 ｼｾﾞ 18
2018.6 K 365.1 ｼﾖ 17
2018.3 K 367.1 ｲｷ 18

2018.3 K 369.1 ｶﾜ
2018.6 K 369.1 ｼﾝ 18
2018.6 K 369.1 ｼﾝ 18
2018.6 K 369.1 ｼﾝ 18

川崎市総務企画局危機管理
室／編 川崎市建設緑政局
道路河川整備部河川課／編
★浸水実績図 （宮前区）−平成３０年６月作 川崎市総務企画局危機管理
室／編 川崎市建設緑政局
成−
道路河川整備部河川課／編
★浸水実績図 （多摩区）−平成３０年６月作 川崎市総務企画局危機管理
室／編 川崎市建設緑政局
成−
道路河川整備部河川課／編
★浸水実績図 （麻生区）−平成３０年６月作 川崎市総務企画局危機管理
室／編 川崎市建設緑政局
成−
道路河川整備部河川課／編
高津区地域福祉計画 第５期 区民がともに 川崎市高津区役所地域みま
支え合い 安心して暮らせるまち高津の実現 もり支援センター地域ケア推
−高津区らしい地域包括ケアシステムの構築 進担当／編

★浸水実績図 （高津区）−平成３０年６月作
成−

正しく知ろう認知症〔２０１８〕
−認知症になっても安心して暮らすために−

川崎市

2018.6 K 369.1 ｼﾝ 18

川崎市

2018.6 K 369.1 ｼﾝ 18

川崎市

2018.6 K 369.1 ｼﾝ 18

川崎市

2018.6 K 369.1 ｼﾝ 18

川崎市高津区役
所

2018.3 K 369.1 ﾀｶ 5

川崎市健康福祉
川崎市健康福祉局地域包括
局地域包括ケア
ケア推進室／編
推進室

2018.3 K 369.1 ﾀﾀﾞ

川崎市総合教育センター／ 川崎市総合教育
編
センター

2018.4 K 370.1 ｹﾝ 31

教育・民俗
★研究紀要−川崎市総合教育センター研究
紀要−第３１号 （平成２９年度）
★外国につながる子どもの学習支援・自立支
援事業報告書−自治体国際化協会助成事業
多文化共生のまちづくり促進事業（平成２９年
度）
かわさき教育プラン−第２期実施計画（２０１８
〜２０２１）−（第２次川崎市教育振興基本計
画）
かわさき教育プラン 概要版−第２期実施計画

川崎市国際交流
協会

2018.3 K 372.1 ｶﾞｲ

川崎市教育委員会事務局総 川崎市教育委員
務部企画課／編
会

2018.3 K 373.1 ｶﾜ

川崎市教育委員会事務局総 川崎市教育委員
務部企画課／編
会

2018.3 K 373.1 ｶﾜ

活動報告書−教育文化会館・市民館活動報
告書−２０１７年度（平成２９年度）

川崎市教育文化会館、幸市 川崎市教育委員
民館〔ほか〕/編集
会

2018.4 K 379.1 ｶﾂ 17

かわさき市民アカデミー活動報告書 ２０１７

認定ＮＰＯ法人かわさき市民 かわさき市民アカ
アカデミー／編集・発行
デミー

2018.3 K 379.1 ｶﾜ 17

（２０１８〜２０２１）−（第２次川崎市教育振興基本
計画）

川崎市生涯学習財団 要覧 ２０１８年度
★地域と社会教育の創造
結び展−むかしのべんりな結び３０−

川崎市国際交流協会／編

川崎市生涯学習財団／企 川崎市生涯学習
画・編集
財団
末本誠／編著 小林平造／
エイデル研究所
編著 上野景三／編著
川崎市立日本民
川崎市立日本民家園／編集
家園

★かながわの民俗芸能 第８２号

神奈川県民俗芸能保存協会 神奈川県民俗芸
／編
能保存協会

創立４０周年記念誌
-川崎市民俗芸能保存協会創立４０周年記念誌-

川崎市民俗芸能保存協会／編

2018.6 K 379.1 ｶﾜ 18
1995.3 K 379.1 ﾁｲ
2018.1 K 383.1 ﾑｽ
2018.3 K 386.0 ｶﾅ 82

川崎市民俗芸能
保存協会

2018.5 K 386.1 ｿｳ

民家の一年−日本民家園年中行事展示基礎
川崎市立日本民
川崎市立日本民家園／編集
家園
調査−（暮らしと家 ２）

2018.3 K 386.1 ﾐﾝ

自然科学・医療

★友の会で語る博物館の楽しみ方−博物館
友の会２０周年記念誌−

神奈川県立生命
神奈川県立生命の星・地球
の星・地球博物館
博物館友の会／編
友の会

3

2017.9 K 406.0 ﾄﾓ

川崎市の災害概要 平成２９年度（２０１７）
★神奈川県温泉地学研究所観測だより 通巻
第６８号（２０１８）
かわさき保健医療プラン
−『成長と成熟の調和による持続可能な最幸
のまち かわさき』に向けて−２０１８−２０２３
年度

川崎市総務企画局危機管理 川崎市総務企画
室／編
局危機管理室

2018.6 K 451.1 ｶﾜ 17

神奈川県温泉地学研究所／ 神奈川県温泉地
編
学研究所

2018.4 K 453.0 ｶﾅ 68

川崎市健康福祉
川崎市健康福祉局保健医療
局保健医療政策
政策室／編集
室

2018.3 K 498.1 ｶﾜ 18

環境・産業
★川崎駅の東西を繋ぐ新しい通路が開通しま 川崎市まちづくり局拠点整
備推進室／［編］
す。

川崎市まちづくり
局拠点整備推進
室

2018.2 K 518.1 ｶﾜ

川崎市環境局生

環境局事業概要 廃棄物編−ごみ減量 未来 川崎市環境局生活環境部廃
活環境部廃棄物
へつなげる エコ暮らしの推進−平成２９年度 棄物政策担当／編
政策担当

2017.8 K 518.1 ｶﾝ 17

★神奈川県自然環境保全センター報告 第１ 神奈川県自然環境保全セン 神奈川県自然環
ター／編集
境保全センター
５号

2018.3 K 519.0 ｶﾅ 15

上島 亜紀／監修
カワサキノサキ／制作

畑のレシピブック

カワサキノサキ

おこさまっぷ さいわい
幸区役所地域み
幸区子育て情報誌編集委員
まもり支援セン
−幸区子育て情報誌−２０１８年度版 一部改 会／編
ター企画調整
訂
川崎市経済労働
川崎市経済労働局産業政策
局産業政策部企
部企画課／編
画課
横浜市ふるさと歴史財団／
横浜市史資料室
編集

川崎の産業 ２０１８
★豊かな海と暮らし−報告書−

2018 K 596.1 ﾊﾀ
2018 K 599.1 ｵｺ 18
2018.3 K 602.1 ｶﾜ 18
2018.3 K 662.9 ﾕﾀ

★物流動向調査結果 川崎港を船積・船卸港
財務省横浜税関川崎税関支 財務省横浜税関
とする輸出入海上貨物の物流動向調査結果 署／編集
川崎税関支署
第２１回

K 683.1 ﾌﾞﾂ 21

芸術・スポーツ・文学
川崎市レクリエーション連盟要覧
２０１８年度（平成３０年度）

川崎市レクリエーション連盟 川崎市レクリエー
／［編集］
ション連盟

★思い出のくらしカルタ
−川崎のハルモニの手作り−

川崎市ふれあい館 ウリマ
ダン／［企画・編集］

川崎市ふれあい
館 ウリマダン

2018 K 798.1 ｵﾓ

★わだつみ 第８号

川崎ことばの会／編

川崎ことばの会

2016.1 K 810.1 ﾜﾀﾞ 8

俳句集団 炎天

2018.7 K 911.1 ﾊｲ 55

アニマの会／編

アニマの会

2018.6

川崎純情小町★／歌手

株式会社ホワイト
ウルフ

★季刊・俳誌 炎天 ２０１８−夏
第１５巻第２号通巻５５号
★Ｐｅｇａｄａ １９ ２０１８ 夏

2018.6 K 790.1 ｶﾜ 18

K 913.1 ﾍﾟｶﾞ
19

視聴覚資料（音楽ＣＤ）
ＴＨＥ ＢＥＳＴ ＦＩＶＥ ｏｆ ＫＯＭＡＣＨＩ

編集発行／川崎市立図書館

発行／2018年8月

2016 K 728.1 ｶﾜ

問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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