
図書館の本棚

｢４８の ２乗 ｣｢１７８０－３９２×４｣難しくはない

けれど、電卓なしで計算するには面倒・・・こんな計算

によく出会いますよね。こうした計算がサッとできた

ら、とても便利だと思いませんか？

本書には、｢２バイ５バイ方式｣｢まんじゅうカウント

方式｣など、簡単なのに学校では教えてくれない著者

独自のテクニックが豊富に掲載されています。

日常生活によくある場面で役立つ｢概算力｣を鍛える

方法も紹介されています。あなたも｢計算力の達人｣を

めざしてみませんか。

≪ 著者紹介 ≫ 鍵本 聡（かぎもと さとし）

1966 年、兵庫県西宮市生まれ。京都大学理学部

奈良先端大学科学研究科修了。工学修士。
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開館時間 午前９時３０分～午後７時
（本館・西部館共通）

図書館カレンダー  は休館日

図書館ニュース
2011 年 5 月 NO.404

明石市立図書館 ℡078-918-5800
  〒673-8567 明石市明石公園 1-27
明石市立西部図書館 ℡078-918-5675
  〒674-0082 明石市魚住町中尾 702-3
図書館ホームページ   

http:/ /www.akashi-lib.jp

明石市立図書館ならびに明石市立西部図書館は、５/23（月）～６/1（水）まで

長期整理期間のため休館します。この期間は、各館ですべての蔵書を点検し、所蔵

データの確認作業を行います。休館中の本の返却は返却ポストをご利用下さい。

（但し、CD、ビデオ、DVD は壊れやすいので開館中にカウンターまでお返し下さい。）

利用者の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご協力下さいますようお願い申し上げます。

休館のため、５／１０(火)～５／２２(日)

まで貸出冊数・期間を変更します。

貸出冊数：１５冊

（うち視聴覚資料は 2 点まで）

期間：約３週間

※ 長期整理期間後の６／2(木)からは

通常どおり、10 冊２週間の貸出に

戻ります。ご注意ください。



【請求記号】 【著者】 【書名】 所蔵館

（情報）
007 青木直史 冗長性から見た情報技術
019.5 あさのあつこ ようこそ、絵本館へ
023 山田順 出版大崩壊 西部館

(思想）
104 小川仁志 悩んだときは哲学者に聞け！
114.5 山竹伸二 「認められたい」の正体 本館

121 竹内整一 花びらは散る花は散らない 本館

150 河野哲也 道徳を問いなおす 西部館

159.8 山口拓朗 男の座右の銘 本館

（宗教）
164.1 西條勉 『古事記』神話の謎を解く 西部館

164.4 ジョージ・ハート エジプトの神々
180.4 五木寛之 仏の発見
188.5 宮家準 山岳修験への招待 西部館

（歴史・紀行）
209.7 竹内修司 １９８９年 西部館

210 高木侃 三くだり半からはじめる古文書入門 本館

210.3 岸俊男 宮都と木簡
210.4 小和田哲男 戦国武将の合戦図
210.4 白峰旬 新「関ケ原合戦」論 本館

210.5 山本博文 武士の評判記 本館

210.7 井上寿一 戦前昭和の社会１９２６－１９４５
210.7 田原総一朗 なぜ日本は「大東亜戦争」を戦ったのか
216.2 西野由紀 京都鴨川探訪 西部館

281 三田誠広 平安朝の悪女たち 本館

288.4 フィル・ダンピェール 王室の秘密は女王陛下のハンドバッグにあり 本館

290.9 松浦弥太郎 居ごこちのよい旅
292.5 ウイリアムス春美 ぶらりあるき幸福のブータン 本館

297.6 山下マヌー 山下マヌーの１０年使えるハワイの遊び方 本館

（伝記）
Bｹ 小宮正安 モーツァルトを「造った」男 本館

Bﾔ 朽木ゆり子 ハウス・オブ・ヤマナカ
（社会科学）
302.2 石平 日中をダメにした９人の政治家 本館

302.2 柘植久慶 北朝鮮暴発の恐怖を知らなすぎる日本人
302.5 小国綾子 アメリカなう。
304 星浩 絶対に知っておくべき日本と日本人の１０大問題 西部館

309 湯浅誠 活動家一丁あがり！
312.1 三反園訓 永田町トリビア 西部館

314.8 若林亜紀 体験ルポ国会議員に立候補する
319.1 森本敏 日本の瀬戸際 本館

324.8 安西勉 賃貸住宅のトラブルを解決するならこの１冊
（経済）
330.4 伊藤元重 時代の“先”を読む経済学
332 西部忠 資本主義はどこへ向かうのか 本館

336.4 八坂裕子 言い返す力 本館

336.8 高橋香 管理会計
336.9 村井直志 決算書の５０％は思い込みでできている 西部館

338.8 神戸孝 勝つ投資信託 西部館

345.1 大津學 脱税秘録

明石市立図書館（本館）

明石市立西部図書館

２０１１年 ５月号

明石市立図書館・明石市立西部図書館

新着案内
明石市立図書館・明石市立西部図書館、両館の新着案内です。貸出中、各館のみの所蔵の本については、

ご利用の館にてご予約ください。 （2011年4月22日現在）

・・・ 明石市立図書館（本館）で所蔵本館の両館

で所蔵
西部 ・・・ 明石市立西部図書館で所蔵・・・



【請求記号】 【著者】 【書名】
（統計学・社会学）
361.4 船津衛 自分とは何か 西部館

364 山田芳子 図解でわかる社会保険いちばん最初に読む本
364 田中実 社会保険労務士“スタートダッシュ”営業法
366.2 安里和晃 労働鎖国ニッポンの崩壊
367.6 小川克彦 つながり進化論 本館

368.6 堀川惠子 裁かれた命 本館

（教育・文化）
374.1 伊垣尚人 子どもの力を引き出すクラス・ルールの作り方 西部館

374.9 畑村洋太郎 危険な学校
376.1 ケロポンズ 手あそび大作戦！
379.9 三谷宏治 お手伝い至上主義でいこう！ 西部館

389.1 瀬川拓郎 アイヌの世界
（自然科学）
410 間地秀三 小学６年分の算数が面白いほど解ける６５のルール 西部館

440 川上紳一 宇宙１３７億年のなかの地球史
467.5 斎藤成也 ダーウィン入門
485.3 森山徹 ダンゴムシに心はあるのか
（医学）
490.4 帯津良一 医者と病院は使いよう 西部館

491.3 茂木健一郎 国がダメでも「脳」がある 本館

493.1 弥冨秀江 食べて治す！内臓脂肪を減らすレシピ３０３
493.7 片田珠美 一億総うつ社会 西部館

496.8 堀田修 病気が治る鼻うがい健康法 西部館

498 荒井保男 日本近代医学の黎明（あけぼの）
498.5 猪越恭也 キッチン漢方の底力 本館

（工学）
519.1 原科幸彦 環境アセスメントとは何か 本館

521.8 春風亭昇太 城あるきのススメ 西部館

547.4 森大二郎 検索エンジンはなぜ見つけるのか
548 麻倉怜士 素晴らしき３Ｄの世界 本館

550 池田良穂 プロが教える船のメカニズム
589.2 林泉 スタイリスト＆コーディネーターの条件
（家政）
591 川原愼一 先輩！お金の相談に乗ってください！ 西部館

593.3 石澤敬子 ノスタルジックなクローゼット 西部館

594 山田けい ときめきスイーツデコ＆乙女こもの
594 石川ゆみ こどもがまいにちつかうもの
594.3 かんのなおみ リネン・コットンでつくるナチュラルニット 本館

594.3 青木恵理子 麻ひもとリネン糸で編むバッグ
596 久保香菜子 基本がきちんと身につく！お料理の教科書 西部館

596 今泉久美 もう迷わない！レシピのことば 本館

596 川越達也 川越達也の万能ソースで１０分レシピ 西部館

596 辰元草子 はじめてのお誕生会
596 武良布枝 ゲゲゲの食卓
596.2 大森由紀子 フランス野菜のおそうざい 本館

596.4 小田真規子 低カロリーのお弁当 西部館

596.4 片山ちえ ほんとにカンタン！野菜のおやつ
596.6 浅倉ユキ あな吉さんのゆるベジ発酵いらず！即席パン
597 土井けいこ 「収納が苦手」な人のための片づけ術 西部館

599 山口創 脳と体にいいことずくめのベビーマッサージ
（産業）
611.3 大谷淳一 食糧操作 本館

612 古川久雄 オアシス農業起源論
626 徳野雅仁 野菜の自然栽培入門
626.9 金子美登 家庭菜園ご当地ふるさと野菜の育て方
672.9 吉崎誠二 行列ができる奇跡の商店街
675 中沢明子 遠足型消費の時代
686.2 福原俊一 ５８１・５８３系物語
（芸術）
723 中野京子 中野京子と読み解く名画の謎　ギリシャ神話篇
726.5 桂宥子 はじめて学ぶ英米絵本史
728 武田双雲 知識ゼロからの書道入門
759 四谷シモン 四谷シモン人形日記 本館

778 柳田理科雄 金の空想科学読本



【請求記号】 【著者】 【書名】
（スポーツ・諸芸）
780.1 石川三知 トップアスリートに学ぶ「勝負食！」　実践編
781 川合利幸 症状別パートナーストレッチ 本館

782.3 長澤宗太郎 足の速い子の育て方 本館

783.4 小野剛 ８人制ジュニアサッカーバイブル
783.7 江本孟紀 プロ野球経営が破綻するこれだけの理由 本館

783.8 茂木宏一 なぜ日本人ゴルファーは韓国人に勝てないのか？ 本館

784.6 宇都宮直子 浅田真央、２０歳（はたち）への階段（ステップ）
786.1 森田秀巳 これで身につく山歩きステップアップ登山術 本館

795 依田紀基 はじめての囲碁入門
796.9 渡井美代子 やさしいチェス入門
（言語）
812 阪倉篤義 日本語の語源 本館

816 村田喜代子 縦横無尽の文章レッスン 本館

827.8 相原茂 必ず話せる中国語入門 西部館

（文学）
910.2 六草いちか 鴎外の恋舞姫エリスの真実 西部館

911.1 富田文雄 和歌・歌枕で巡る日本の景勝地 本館

911.5 阪田寛夫 きつねうどん
911.5 長田弘 われら新鮮な旅人
916ﾊ 原田マハ いと
（日本の小説）
Fｱ 青山七恵 わたしの彼氏
Fｱ 赤川次郎 泥棒桟敷の人々
Fｱ 阿木慎太郎 闇の警視乱射
Fｱ 秋月達郎 螢の城
Fｱ 梓林太郎 阿蘇・黒川温泉怪殺迷路
Fｲ 五十嵐貴久 誰でもよかった
Fｲ 池田美代子 自鳴琴（オルゴール）
Fｲ 井上荒野 ハニーズと八つの秘めごと
Fｲ 岩崎夏海 エースの系譜
Fｵ 乙一 箱庭図書館
Fｵ 小川洋子 人質の朗読会
Fｶ 金城一紀 レヴォリューションＮｏ．０
Fｷ 京極夏彦 オジいサン
Fｹ 軒上泊 点線のスリル
Fｻ 西條奈加 無花果の実のなるころに
Fｻ 澤田ふじ子 冥府小町
Fｼ 柴田哲孝 サイコパス
Fｽ 杉田望 無限大経営 本館

Fﾂ 辻村深月 本日は大安なり
Fﾅ 中島京子 花桃実桃
Fﾅ 中村ふみ 裏閻魔 本館

Fﾆ 西加奈子 円卓
Fﾆ 西村京太郎 京都嵐電殺人事件
Fﾆ 西村京太郎 十津川警部海の挽歌
Fﾆ 西村京太郎 十津川警部捜査行　殺意を運ぶリゾート特急
Fﾊ 秦建日子 ＣＯ命を手渡す者
Fﾌ 藤田宜永 夢で逢いましょう
Fﾓ 諸田玲子 春色恋ぐるい
Fﾔ 八木荘司 大和燃ゆ　上・下
Fﾔ 椰月美智子 純愛モラトリアム
Fﾖ 好村兼一 神楽坂の仇討ち
Fﾜ 輪渡颯介 古道具屋皆塵堂
（日本のエッセイ）
Eｱ 嵐山光三郎 道楽人生東奔西走
Eﾅ 中山可穂 小説を書く猫
Eﾌ 福原義春 福縁伝授 本館

Eﾔ 山田詠美 ライ麦畑で熱血ポンちゃん
（外国文学）
933C マイケル・コックス 夜の真義を
933G デイヴィッド・ゴードン 二流小説家
933S インドラ・シンハ アニマルズ・ピープル
936 ジョナサン・フランクリン チリ３３人 本館

956 ヤニック・エネル ユダヤ人大虐殺の証人ヤン・カルスキ 西部館


