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★相模原市の図書館－平成２９年度事業実
績－２０１８

相模原市立図書館    ／
編集

相模原市立図
書館

2018.8 K  016.9 ｻｶﾞ 18

★図書館・図書室　事業報告書　平成２９年度
狛江市教育委員会教育
部図書館／編

狛江市教育委
員会教育部図
書館

2018.6 K  016.9 ﾄｼ 17

★川崎評論－川崎と私－第３７号 川崎区文化協会／編 川崎区文化協会 2018.5 K  051.1 ｶﾜ 37

川崎研究　第５６号　２０１８ 川崎郷土研究会／編 川崎郷土研究会 2018.5 K  051.1 ｶﾜ 56

多摩のあゆみ　第１７１号　特集－奥多摩の
山々にみる地球史

たましん歴史・美術館歴
史資料室／編集

たましん地域文
化財団

2018.8 K  051.9 ﾀﾏ 171

★神奈川県立博物館研究報告　人文科学
第４４号

神奈川県立歴史博物館
／編

神奈川県立歴
史博物館

2018.1 K  069.0 ｶﾅ 44

川崎市立図書館 地 域 資 料 新 着 図 書 案 内

2018年10月号(受入日：2018/8/1～2018/9/30)

　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。

　※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～

　図書館・博物館・逐次刊行物・宗教

『川崎研究 第５６号』

川崎郷土研究会／編

川崎郷土研究会会員各氏の研究報告を中心に活動内容の報告など年次で

刊行されている郷土研究誌です。１９５６年の創刊で郷土研究誌としては草分と

される存在です。今号では「橘樹郡衙」や「有吉堤」、「丸子橋」、「二子橋」など

についての貴重な報告がとりあげられています。過去の号についても市立図書

館で閲覧することができます。

『川崎市財政読本 －財政のはなし－

平成３０年度－』

川崎市財政局財政部庶務課／編

毎年度、発行されている『川崎市財政読本』の最新版です。川崎市の人口

は年々増加し、現在は１５０万人都市になりました。川崎市の会計内訳や予

算の使いみち、予算で行う主な事業を読みやすい内容で紹介しています。自

分が住んでいる街の財政はどうなっているのか？手軽にわかりやすく知るこ

とができる１冊です。
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★神奈川県博物館協会会報　第８９号　特集
神奈川県博物館協会主催講演会　知っておき
たい博物館の話「学芸員の現場」

神奈川県博物館協会／
編集

神奈川県博物
館協会

2017.3 K  069.0 ｶﾅ 89

川崎市青少年科学館紀要　第２８号
川崎市青少年科学館／
編

川崎市教育委
員会

2018.3 K  069.1 ｶﾜ 28

川崎市域の神社及び番神堂 三輪　修三／著 三輪修三 2018.9 K  175.1 ｶﾜ

長念精舎－平成大改修事業落成記念－
長念寺平成大改修奉賛
会／編集

長念寺平成大
改修奉賛会

2018.5 K  185.1 ﾁﾖ

★神奈川県埋蔵文化財調査報告　６３　神奈
川県内埋蔵文化財発掘調査一覧　平成２８年
度

神奈川県教育委員会教
育局生涯学習部文化遺
産課中村町駐在事務所
／編集

神奈川県教育
委員会教育局
生涯学習部文
化遺産課

2018.3 K  210.0 ｶﾅ 63

★厚木市史　民俗編２　村の暮らし
厚木市教育委員会社会
教育部文化財保護課文
化財保護係／編集

厚木市 2017.3 K  211.9 ｱﾂ 2

★相模原市史　別編
相模原市教育委員会教
育局生涯学習部博物館
／編集

相模原市 2018.2 K  211.9 ｻｶﾞ

★神奈川県埋蔵文化財センター年報　２９　２
０１６（平成２８年度）

神奈川県教育委員会教
育局生涯学習部文化遺
産課／編集

神奈川県教育
委員会教育局
生涯学習部文
化遺産課

2018.3 K  212.0 ｶﾅ 29

★群集する古墳－かながわの古墳時代終末
期を考える－（かながわの遺跡展・巡回展　平
成２９年度）

神奈川県教育委員会教
育局生涯学習部／編集

神奈川県教育
委員会

2017.11 K  212.0 ｸﾞﾝ

登戸村用悪水出入－宝暦十三年癸未年　四
月　用悪水出入一件－３　登戸村用悪水出入
一件と稲毛川崎二ヶ領用水取水口に関する
考察

高津古文書研究会    ／
編集

高津古文書研
究会

2018.7 K  219.1 ﾉﾎﾞ 3

麻生観光ガイドブック［改訂］－魅力いっぱい
麻生のまち－

麻生観光協会／編集
川崎市麻生区
役所

2018.3 K  291.1 ｱｻ 18

★調布玉川惣画図の旅 パルテノン多摩／編 パルテノン多摩 2018.7 K  291.1 ﾁﾖ

★旅うらら　横濱ガイドＭＡＰ　Ｖｏｌ．１３　Ｗｉｎｔｅｒ ルーツ 2017.1 K  291.9 ﾀﾋﾞ 13

自治研かながわ月報　１７２号（２０１８年８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

2018.8
K  312.0 ｼﾞﾁ
172

「川崎市総合計画」第１期実施計画　総括評
価結果

川崎市総務企画局都市
政策部企画調整課／
［編］

川崎市 2018.8 K  312.1 ｶﾜ

川崎市行財政改革プログラム　平成２８・２９
年度の取組結果

川崎市総務企画局行政
改革マネジメント推進室
／編

川崎市総務企
画局行政改革
マネジメント推
進室

2018.8
K  312.1 ｶﾜ 16-
17

★神奈川県議会会議録－平成３０年５月
定例会－平成３０年第２回

神奈川県議会／編 神奈川県議会
［２０１
８．９］

K  314.0 ｶﾅ
18-2

★こんにちは県議会　２０１８
神奈川県議会議会局議
事調査部政策調査課広
報グループ／編集

神奈川県議会 2018.6 K  314.0 ｺﾝ 18

★川崎市議会会議録　平成３０年（２０１８年）
第２回　定例会　平成３０年６月４日開会
平成３０年６月２７日閉会

川崎市議会／編 川崎市議会
［２０１
８．６］

K  314.1 ｶﾜ 18-
2

　歴史・地理

　行政・統計・福祉

2



★川崎市議会定例会　議案（合冊版）　平成３
０年（２０１８年）　第３回　定例会

川崎市議会／編 川崎市議会 2018.9
K  314.1 ｶﾜ 18-
3

ＨＵＭＡＮ　ＲＩＧＨＴＳ［２０１８］－川崎市人権
パンフレット　人権を尊重し共に生きる社会を
目指して－改訂版

川崎市市民文化局人権・
男女共同参画室／編

川崎市市民文
化局人権・男女
共同参画室

2018.7 K  316.1 ﾋﾕ

麻生区区民会議報告書－心がかよう魅力あ
るまち　あさお－第６期

川崎市麻生区役所まちづ
くり推進部企画課／編

麻生区区民会議 2018.6 K  318.1 ｱｻ 6

★かながわ経済情報　２０１８年７月号
浜銀総合研究所      ／
［編集］

浜銀総合研究所 2018.7
K  332.0 ｶﾅ
18-7

川崎市出資法人の現況　平成３０年版
川崎市総務企画局行政
改革マネジメント推進室
／編

川崎市 2018.8 K  335.1 ｶﾜ 18

川崎市公有財産表　平成３０年３月３１日現在
川崎市財政局資産管理
部資産運用課／［編］

川崎市財政局 2018.8 K  349.1 ｶﾜ 18

川崎市財政読本－財政のはなし－平成３０年度
川崎市財政局財政部庶
務課／編

川崎市財政局
財政部庶務課

2018.7 K  349.1 ｶﾜ 18

大都市データランキング　カワサキをカイセ
キ！　平成２８年版（２０１８　統計情報　第５
号）

川崎市総務企画局情報
管理部統計情報課      ／
編集

川崎市 2018.7 K  351.1 ﾀﾞｲ 16

大都市比較統計年表　平成２８年
大都市統計協議会     ／
編集

大都市統計協
議会

2018.3 K  351.1 ﾀﾞｲ 16

川崎市の人口－平成２７年国勢調査結果報
告書（人口等基本集計、就業状態等基本集
計、移動人口の男女・年齢等集計、移動人口
の就業状態等独自集計結果）

川崎市総務企画局情報
管理部統計情報課     ／
編集

川崎市 2018.7
K  358.1 ｶﾜ 15-
1

★かながわの住宅－公営住宅等管理戸数一
覧表－平成２９年度版

神奈川県県土整備局建
築住宅部住宅計画課
／編

神奈川県県土整
備局建築住宅部
住宅計画課

2018.3 K  365.0 ｶﾅ 17

川崎市洪水ハザードマップ　中原区版－「意
識と準備が命を守る！」－

川崎市総務企画局危機
管理室／編

川崎市 2018.3 K  369.1 ｶﾜ

高齢期の住まいガイド（別冊）－平成３０年４
月版－

川崎市健康福祉局長寿
社会部　川崎市まちづくり
局住宅政策部／編集

川崎市健康福
祉局長寿社会
部

2018.4 K  369.1 ｺｳ 18

このゆびと～まれ！－中原区子育て情報ガイ
ドブック－平成３０年度版

川崎市中原区役所地域
みまもり支援センター／
編集　中原区総合子ども
ネットワーク／編

川崎市中原区
役所地域みまも
り支援センター

2018.8 K  369.1 ｺﾉ 18

ふれあい－障害福祉の案内－平成３０年度
第４５版

川崎市健康福祉局障害
保健福祉部／編集

川崎市健康福
祉局障害保健
福祉部

2018.7 K  369.1 ﾌﾚ 18

★教育委員会の点検・評価　平成３０年度（平
成２９年度施策・事業対象）

神奈川県教育委員会教
育局総務室企画調整グ
ループ／編

神奈川県教育
委員会

2018.5 K  373.0 ｷﾖ 18

川崎市教育委員会概要－川崎市教育施設分
布図　（小・中学校区域境界線入り）－２０１８
（平成３０年度）

川崎市教育委員会     ／
編集

川崎市教育委
員会

2018 K  373.1 ｶﾜ 18

なかはらあんぜん・あんしんじゅにあかーど－
しんいちねんせいよう－

中原区安全・安心まちづく
り地域推進協議会　中原
区役所危機管理担当

中原区役所危
機管理担当

2018.3 K  374.1 ﾅｶ

★創立七十周年記念誌
川崎市立橘高等学校
／編

川崎市立橘高
等学校

2013.1 K  376.1 ｿｳ

★川崎市大山街道ふるさと館活動報告書　平
成２９年度

川崎市大山街道ふるさと
館／編

大山街道ふるさ
と館共同運営事
業体

2018.6 K  379.1 ｶﾜ 17

  教育・民俗
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「市民が生きやすい社会を創るために」－多
文化共生と子どもの人権－（平成２８・２９年度
川崎市社会教育委員会議研究報告書）

川崎市社会教育委員会
議／編

川崎市教育委
員会生涯学習
推進課

2018.3 K  379.1 ｼﾐ

新狛江市史民俗調査報告書　２　駒井の民俗
狛江市史編集専門委員
会／編

企画財政部市
史編さん室

2016.9 K  382.9 ｼﾝ 2

新狛江市史民俗調査報告書　３　岩戸の民俗
狛江市史編集専門委員
会／編集

狛江市（企画財
政部市史編さん
室）

2017.3 K  382.9 ｼﾝ 3

新狛江市史民俗調査報告書　４　小足立の民
俗

狛江市市史編集専門委
員会／編集

狛江市（企画財
政部市史編さん
室）

2018.3 K  382.9 ｼﾝ 4

★川崎市における気管支ぜん息患者実態調
査報告－平成２９年度　調査分－

川崎市医師会／編 川崎市医師会 2018.3 K  493.1 ｶﾜ 17

環境局事業概要　廃棄物編－ごみ減量　未
来へつなげる　エコ暮らしの推進－平成３０年
度

川崎市環境局生活環境
部廃棄物政策担当／編

川崎市環境局
生活環境部廃
棄物政策担当

2018.8 K  518.1 ｶﾝ 18

★わがまち花と緑のコンクール－コンクール
結果報告・花と緑のマップ－第１４回

川崎市公園緑地協会／
編集

川崎市公園緑
地協会

2018.6 K  518.1 ﾜｶﾞ 14

大気環境及び水環境の状況等について　平
成２９年度

川崎市 2018.8 K  519.1 ﾀｲ 17

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－２０１７年度

低ＣＯ２川崎ブランド等推
進協議会／編集

低ＣＯ２川崎ブ
ランド等推進協
議会

2018.1 K  519.1 ﾃｲ 17

★創業者、中小企業者のための支援施策活
用ガイド　平成３０年度版

神奈川県産業労働局中
小企業部中小企業支援
課／編

神奈川県産業
労働局中小企
業部中小企業
支援課

2018.7 K  601.0 ｿｳ 18

川崎市バスマップ　２０１８年６月版 川崎市交通局 2018.5 K  685.1 ｶﾜ 18

ＴＯＫＹＵＢＵＳ　ＧＵＩＤＥ　ＭＡＰ－東急バス
インフォメーション＆沿線ガイド－東急バス全
線路線図　２０１８年８月１日現在

東急バス 2018.8 K  685.1 ﾄｳ 18

道のある風景３０周年－第１回～第３０回金
賞・銀賞作品集－

関東地域づくり協会道の
ある風景写真コンクール
事務局／［編修］

関東地域づくり
協会道のある風
景写真コンクー
ル事務局

2018.7 K  685.9 ﾐﾁ

★伸びる鉄道、広がる道路－横浜をめぐる交
通網－

横浜都市発展記念館／
編集

横浜市ふるさと
歴史財団

2018.4 K  686.9 ﾉﾋﾞ

アンパイア！－夏の甲子園大会１００回記念
特集－（マイウェイ　Ｎｏ．１０６）

はまぎん産業文化振興財
団／編

はまぎん産業文
化振興財団

2018.6 K  780.0 ｱﾝ

★川崎市スポーツ協会要覧　平成３０年度
川崎市スポーツ協会／編
集

川崎市スポーツ
協会

2018.6 K  780.1 ｶﾜ 18

★創立７０周年記念誌－平成２１年～２９年ま
での歩み－

創立７０周年記念誌編集
委員会／編集

川崎市スポーツ
協会

2018.3 K  780.1 ｿｳ

★焔／季刊－ＨＯＮＯＨＯ　詩とエッセイ－第
１１３号　２０１８・夏

福田正夫詩の会／編 福田正夫詩の会 2018.7 K  911.1 ﾎﾉ 113

　自然科学・医療

　環境・産業

　芸術・スポーツ・文学

編集発行／川崎市立図書館　　発行／2018年10月　　問合せ／川崎市立中原図書館（044-722-4932）
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