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1 BB200607538 B092.2-189 横浜アーカイブス : 100年前の港町風景 = Yokohama archives / 服部一景構成・文 ; Mai Hattori, Bethany Watson訳. -- 生活情報センター, 2006. -- (Archive series).
2 BB200913073 B092.2-222 横浜中華街150年 : 落地生根の歳月 / 横浜開港資料館編. -- 横浜開港資料館, 2009.
3 BB201413713 B092.2-247 関帝廟と横浜華僑 : 関聖帝君鎮座150周年記念 / 「関帝廟と横浜華僑」編集委員会編著. -- 自在, 2014.
4 BB200612943 B092.29-32 横濱の通になる本 : 横濱通(ハマツウ)養成講座 / 横濱まちづくり倶楽部編 ; 嶋田昌子 [ほか述]. -- 横濱まちづくり倶楽部, 2006.
5 BB200615665 B092.29-33 よこはま百問 : かながわ検定・横浜ライセンス受験参考問題集 / かながわ検定協議会編. -- かながわ検定協議会, 2006.
6 BB200312057 B092.33-52.B すぐに役立つ“横浜起業家" 物語 : 創業するならダンゼン横浜! / 横浜市中小企業指導センター編集. -- 改訂版. -- 横浜市中小企業指導センター, 2003.
7 BB199802545 B092.36-38 西洋の見える港町横浜 / 中野孝次著 ; 沢田重隆絵. -- 草思社, 1997.
8 BB200607612 B092.62-2 三溪園 : 100周年 : 原三溪の描いた風景 / 三溪園保勝会編集. -- 神奈川新聞社, 2006.
9 BB199505025 B092.72-7 横浜浮世絵 / 横田洋一編. -- 有隣堂, 1989. -- (Yokohama Grafica).

10 1000113963 B092.7-6 横浜の歴史と文化財展 : 横浜市文化財保護条例制定記念 / 横浜市教育委員会編. -- 横浜市教育委員会, 1989.
11 0001026606 B092.77-5 よこはま芸人 : 痴遊からひばりまで / 港家千潮著. -- 横浜歴史研究普及会, 1988. -- (よこれき双書 ; 第8巻).
12 BB201312069 B454-99 対話で学ぶ江戸東京・横浜の地形 / 松田磐余著. -- 之潮, 2013.
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13 BB201110766 B366.2-1-483 発達障害の人の就活ノート : 人材紹介のプロがつくった / 石井京子著. -- 弘文堂, 2010.
14 BB201513889 B366.2-2-483 発達障害の人の内定ハンドブック / 石井京子, 池嶋貫二, 佐藤智恵著. -- 完全版. -- 弘文堂, 2015. -- (発達障害の人の就活ノート : 人材紹介のプロがつくった / 石井京子著 ; 2).
15 BB201202385 B366.2-503 就活を採用者視点で科学する / 村山涼一著. -- 日本経済新聞出版社, 2012.
16 BB201206639 B366.2-518 就活のリアル : いまどき就活の歩き方 / 福与弘己著. -- 中央経済社, 2012.
17 BB201306652 B366.2-551 セカ就! : 世界で就職するという選択肢 / 森山たつを著. -- 朝日出版社, 2013.
18 BB201514675 B366.2-A.100-484.B 介護福祉士になるには / 渡辺裕美編著. -- ぺりかん社, 2015. -- (なるにはBooks ; 100).
19 BB201408900 B366.2-A.2-484 客室乗務員になるには / 鑓田浩章著. -- ぺりかん社, 2014. -- (なるにはBooks ; 2).
20 BB201405268 B366.2-A.34-484.B 管理栄養士・栄養士になるには / 藤原眞昭著. -- ぺりかん社, 2013. -- (なるにはBooks ; 34).
21 BB201405270 B366.2-A.89-484 中学校・高校教師になるには / 森川輝紀編著. -- [改訂]. -- ぺりかん社, 2012. -- (なるにはBooks ; 89).
22 BB201200343 B366.2-B.11-484 環境技術で働く / 藤井久子著. -- ぺりかん社, 2012. -- (なるにはBooks ; 補巻11).
23 BB201204601 B366.2-B.12-484 「物流」で働く / 広田民郎著. -- ぺりかん社, 2012. -- (なるにはBooks ; 補巻12).
24 BB201509353 B366.2-B.17-484 イベントの仕事で働く / 岡星竜美著. -- ぺりかん社, 2015. -- (なるにはBooks ; 補巻17).
25 BB201405273 B366.2-C.6-484 働くための「話す・聞く」 : コミュニケーション力って何? / 上田晶美著. -- ぺりかん社, 2013. -- (なるにはBooks ; 別巻).
26 BB201209872 B377.9-225 女子学生のためのキャリア・デザイン / 宇田美江著. -- 中央経済社, 2012.
27 BB201302393 B377.9-232 大学生のためのキャリアデザイン : 大学生をどう生きるか / ヒューマンパフォーマンス研究会編 ; 三浦孝仁 [ほか] 執筆. -- かもがわ出版, 2013.
28 BB201305044 B377.9-233 理工系学生のためのキャリアデザイン / キャリア教育研究会著. -- 学芸出版社, 2013.
29 BB201405226 B377.9-246 大学生のためのキャリアデザイン入門 / 岩上真珠, 大槻奈巳編. -- 有斐閣, 2014.
30 BB201500770 B377.9-255 ノンエリートのためのキャリア教育論 : 適応と抵抗そして承認と参加 / 居神浩編著. -- 法律文化社, 2015.
31 BB201505749 B377.9-259 大学生が出会うリスクとセルフマネジメント : 社会人へのステップ / 逸見敏郎, 山中淑江編著. -- 学苑社, 2015.
32 BB201506045 B377.9-260 理工系学生就職ガイド / 平凡社編. -- 平凡社, 2015.
33 BB201512941 B377.9-266 採用情報で見極めよ!「ホワイト企業」の選び方 / 池内恵介著. -- 同文舘出版, 2015. -- (Do books).
34 BB201514481 B377.9-268 サプライズ内定 : なぜ彼らは大手企業に内定できたのか! / 才木弓加著. -- 角川マガジンズ, 2012. -- (角川SSC新書 ; 166).
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35 BB201305423 B377.1-562.B ゼミで学ぶスタディスキル / 南田勝也, 矢田部圭介, 山下玲子著. -- 改訂版. -- 北樹出版, 2013.
36 BB201514269 B410-4-486 上 微分積分 /Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen [著] ; ◆U6801◆沼壽訳 ; 上, 下. -- 丸善出版, 2015. -- (初歩からの数学 / Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen [著] ; ◆U6801◆沼壽訳 ; 4-5).
37 BB201514767 B410-5-486 下 微分積分 /Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen [著] ; ◆U6801◆沼壽訳 ; 上, 下. -- 丸善出版, 2015. -- (初歩からの数学 / Raymond A. Barnett, Michael R. Ziegler, Karl E. Byleen [著] ; ◆U6801◆沼壽訳 ; 4-5).
38 BB201202995 B413.3-393 単位が取れる微積エッセンス / 齋藤寛靖著. -- 講談社, 2012. -- (単位が取れるシリーズ).
39 BB201206773 B413.3-395 やさしく語る微分積分 / 西岡康夫著. -- オーム社, 2012. -- (数学チュートリアル).
40 BB201310594 B413.3-416 理工系のための微分積分学入門 / 永安聖, 平野克博, 山内淳生著. -- 共立出版, 2013.
41 BB201400525 B413.3-417 基礎からの微分積分 / 桑野泰宏著. -- コロナ社, 2014.
42 BB201402443 B413.3-420 サクサク読んで単位を取得サク単!微分積分 / 江見圭司, 中西祥彦著. -- 東京図書, 2014.
43 BB201501130 B413.3-425 弱点克服大学生の微積分 / 江川博康著. -- 東京図書, 2005.
44 BB201500753 B413.3-426 これだけはつかみたい微分積分 / 来嶋大二, 田中広志, 小畑久美著. -- 共立出版, 2015.
45 BB201400801 B816-377.B 思考を鍛えるレポート・論文作成法 = Developing critical thinking to write papers / 井下千以子著. -- 第2版. -- 慶応義塾大学出版会, 2014.
46 BB201308180 B816-385 コピペと言われないレポートの書き方教室 : 3つのステップ : コピペから正しい引用へ / 山口裕之著. -- 新曜社, 2013.
47 BB201408176 B816-396 はじめよう、ロジカル・ライティング / 名古屋大学教育学部附属中学校, [名古屋大学教育学部附属]高等学校国語科著 ; 戸田山和久執筆協力. -- ひつじ書房, 2014.
48 BB201413027 B816-406 書きたいのに書けない人のための文章教室 / 清水良典著. -- 講談社, 2014.
49 BB201413306 B816-407 論文の書きかた / 佐藤健二著. -- 弘文堂, 2014. -- (現代社会学ライブラリー = Library of contemporary sociology ; 18).
50 BB201500414 B816-410 大学一年生の文章作法 / 山本幸司著. -- 岩波書店, 2014. -- (岩波テキストブックスα).

よこはま関係　計12冊

就活関係　計22冊

スタディスキル（数学・レポート）　計16冊
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