
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.3 ﾅﾙ
007.6
007.6 21
007.6 ﾃﾗ
018 ﾈﾓ
Z 020.2 ﾔｷ

（哲学・思想）
104 ﾊﾝ

104 ﾜｼ
147 ｲﾁ
163.8 ｾﾘ
198.9 ﾂﾂ

（伝記）
289.1 ﾐﾅ
289.3 ﾏﾘ

（社会科学）
Z 302.2 ｺﾝ
Z 304
304

304 ｻｶ

Z 304 ﾂﾎ
Z 309.1 ﾔﾏ
Z 312
312.1 ｲﾉ
312.1 ﾏﾔ
Z 312.5 ｻﾄ
Z 316.8 ﾅｶ
319 ｲｹ 21
Z 319 ﾌｼ
Z 319.8 ｵｻ
Z 324.7 ﾓﾘ
326.2 ｵｵ

（経済）
332 ﾎﾝ
333.6 21

333.8 ﾑﾗ

Z 335.2 ｲﾀ

335.4 ｳｵ

Z 336.4 ｶﾏ

337.4 ｺｳ

361.4 ｱｵ
Z 361.4 ﾅｶ
Z 361.4 ﾏﾙ
361.5 ﾐﾀ
364 ｶﾄ
366.1 ｲﾜ

熊谷　亮丸 この一冊でわかる世界経済の新常識　2021 日経BP

村上　芽 図解SDGs入門 日経BP日本経済新聞
出版本部

ホン　チュヌク そのとき、「お金」で歴史が動いた 文響社

長　有紀枝 入門人間の安全保障 中央公論新社
森永　卓郎 相続地獄 光文社

池上　彰 一気にわかる!池上彰の世界情勢　2021 毎日新聞出版
藤原　帰一 世界一ポップな国際ニュースの授業 文藝春秋

中央公論新社
中西　嘉宏 ロヒンギャ危機 中央公論新社

猪木　武徳 高校生のための人物に学ぶ日本の政治経済史 ミネルヴァ書房
真山　仁 ロッキード 文藝春秋

【新着案内】
あかし市民図書館・明石市立西部図書館・移動図書館

2021年　2月 2日号　No.1

○ 一般書 ○

近藤　大介 ファクトで読む米中新冷戦とアフター・コロナ 講談社

安藤　礼二 熊楠 河出書房新社
ミシェル・カルモナ マリ・ド・メディシス 国書刊行会

クーリエ・ジャポン 新しい世界 講談社
若林　恵 コロナの迷宮

成毛　眞 バズる書き方 SBクリエイティブ

せたも はじめてでも上手に描ける入門!ドット絵道場 ナツメ社
はじめてのMacパーフェクトガイド　2021 スタンダーズ

寺澤　伸洋 4時間のエクセル仕事は20秒で終わる ダイヤモンド社
根本　彰 アーカイブの思想 みすず書房
八木　正自 古典籍の世界を旅する 平凡社

リチャード・J.バーンス
タイン 暴力 法政大学出版局

鷲田　清一 つかふ 小学館
一柳　廣孝 <こっくりさん>と<千里眼> 青弓社
カート・セリグマン 魔法 平凡社
堤　純子 アーミッシュの老いと終焉 未知谷

大塚　将司 回想イトマン事件 岩波書店

黒鳥社

山本　昭宏 戦後民主主義 中央公論新社
栗田　路子 コロナ対策各国リーダーたちの通信簿 光文社

ファリード・ザカリア パンデミック後の世界10の教訓 日経BP日本経済新聞
出版本部

坪内　祐三 最後の人声天語 文藝春秋

佐藤　千登勢 フランクリン・ローズヴェルト

伊丹　敬之 日本企業の復活力 文藝春秋
オーウェン・ウォー
カー アクティビスト 日経BP日本経済新聞

出版本部

鎌田　靖 最高の質問力 PHP研究所

高　康治 紙幣と旅する PHPエディターズ・グ
ループ

青木　仁志 一生折れない自信がつく話し方 アチーブメント出版

中島　恵 中国人のお金の使い道 PHP研究所
ディエゴ・マルティーナ 誤読のイタリア 光文社
御手洗　昭治 どこへ行っても恥をかかない世界の「常識」図鑑 総合法令出版
香取　照幸 民主主義のための社会保障 東洋経済新報社

岩出　誠 職場六法 講談社

<表記について> Ｚ＝新書、 Ｒ＝参考図書（禁帯出）、 Ｋ＝郷土資料、 Ｘ＝文庫
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

Z 367.7 ｳｴ
Z 367.7 ﾅｶ

（教育・文化）
Z 370.4 ﾔﾏ
374.1
Z 377.9 ｺﾊ
383.1 ﾅﾃ
383.8 ﾋﾗ
385.6

（自然科学）
402.1 ｲｹ
414 ｺﾙ
441.1 ｱﾗ
443.8 ﾌｼ

451.8

453.2 ﾅｶ
457 ﾏｸ
460.3 ﾊﾄ
469 ﾏﾈ
480.7 ﾐｿ
482
489.5

（医学）
491.3 ｲﾇ
491.7 ﾏﾙ
492 14
493.1 ﾀｶ
493.2 ｺﾑ
493.3
493.4 ｶﾄ
Z 493.6 ｲｹ
493.7
493.7
493.7 ｼﾓ
493.7 ﾐｽ

493.8 ｳｵ

493.9 ﾐﾔ
Z 494.5 ｺﾊ

494.6

495 ｸﾄ

498.6 ｲﾜ

（技術）
538 ｽｺ

547.4

（家政）
595.6 ｲｼ
596 ｲｼ
596 ﾀｻ
596.22
596.33 ｲﾁ
596.65 ﾌｼ

台湾大好き編集部 台湾のお弁当 誠文堂新光社
市瀬　悦子 から揚げっ!照り焼きっ!ハンバーグッ! グラフィック社

マイカ
今すぐ使えるかんたんZoomビデオ会議やオンライン授業
で活用する本 技術評論社

ザック・スコット 航空機ビジュアル図鑑 イカロス出版

タサン志麻 伝説の家政婦沸騰ワード10レシピ ワニブックス

石村　友見 下ろすだけダイエット サンマーク出版

石原　洋子 65歳からのふたりごはんの愉しみ 家の光協会

秋道　智彌 絶滅危惧種を喰らう 勉誠出版

医療情報科学研究所 病気がみえる　vol.14 メディックメディア

隆島　研吾 家庭でできる転倒予防トレーニング 法研

乾　敏郎 脳の大統一理論 岩波書店
ベン・マルティノガ 絶対にかかりたくない人のためのウイルス入門 ダイヤモンド社

スティーヴン・B.ハード 学名の秘密 原書房
ニコラス・マネー 利己的なサル さくら舎
溝井　裕一 動物園・その歴史と冒険 中央公論新社

撫子　凛 イラストでわかるお江戸ファッション図鑑 マール社
平川　敬治 魚食から文化を知る 鳥影社

樋口　万太郎 密にならないクラスあそび120 学陽書房
山口　裕也 教育は変えられる 講談社

小林　哲夫 平成・令和学生たちの社会運動 光文社

主婦の友社 お墓の建て方・祀り方、墓じまいまで 主婦の友社

中島　淳一 日本列島の未来 ナツメ社
ケン・マクナマラ 図説化石の文化史 原書房

池内　了 高校生のための人物に学ぶ日本の科学史 ミネルヴァ書房
マイク・ゴールドスミス 深遠なる「幾何学」の世界 創元社

国際環境NGO FoE
Japan 気候変動から世界をまもる30の方法 合同出版

荒舩　良孝 重力波発見の物語 技術評論社
藤井　旭 藤井旭の星座をさがそう 誠文堂新光社

水口　博也 世界で一番美しい野生ネコ図鑑 誠文堂新光社

小室　一成 心不全 主婦の友社
肺炎 誤嚥・新型コロナ・COPD 文響社

加藤　直哉 1分で効く!下痢止めBOOK 径書房
池谷　敏郎 腰痛難民 PHP研究所
河野　和彦 家族が認知症かも?と思ったときのファーストブック KADOKAWA

不眠 文響社
下山　進 アルツハイマー征服 KADOKAWA
水野　裕 私が学んできた認知症ケアは間違っていました… ワールドプランニング

デイビッド・ウォルト
ナー=テーブズ 人類と感染症、共存の世紀 築地書館

宮尾　益知 発達障害の悩みに答える一問一答 河出書房新社
小林　久隆 がんを瞬時に破壊する光免疫療法 光文社

脊柱管狭窄症自力で克服!腰の名医が教える最新1分体操
大全 文響社

工藤　孝文 不調を知らせるカラダサイン図鑑 WAVE出版

岩田　健太郎 僕が「PCR」原理主義に反対する理由 集英社インターナショ
ナル

藤野　貴子 THEシンプル焼き菓子 学研プラス

上野　千鶴子 在宅ひとり死のススメ 文藝春秋
長岡　美代 多死社会に備える 平凡社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（産業）
626.9
626.9 ｷｼ
645.6

673 ﾅｶ

673.3 ｽｶ
673.9 ﾓﾘ
686.5 ｱﾗ

（芸術・美術）
701.5 ﾘｼ
702 ｵｻ
704 ｶﾗ
Z 723.1 ﾅｶ
723.3 ﾍｺ
748 ｼｲ
757
Z 762 ﾇﾏ
767.8 ｶｸ
778 ﾆｼ
778.2
778.2 ｲﾜ
778.2 ｻｸ
778.7 ｲｼ
778.7 ﾐｻ
779.1 ﾅｶ

（スポーツ・諸芸）
786.3 ﾓﾘ
796

798 ｾﾋ

（言語）
813.1 ｹﾝ
815

816 ﾌｼ

Z 835 ｻﾜ

（文学）
910.2 ｳﾁ
911.5 ｼﾗ
916 ｱｲ
929.1 ｲ
929.1 ｼﾝ
929.1 ﾁﾖ
929.1 ﾅ
933.7 ｵﾚ
933.7 ﾏﾗ

（日本の小説）
F ｱｲ
F ｱｶ
F ｳｴ

F ｶﾝ 4

F ｷｻ
F ｺﾃ
F ｻｶ

佐藤　聖 百鬼園先生 中央公論新社

阿川　佐和子 ばあさんは15歳 中央公論新社
上田　早夕里 ヘーゼルの密書 光文社

相場　英雄 イグジット 日経BP

桜庭　一樹 桜庭一樹のシネマ桜吹雪 文藝春秋
石田　美紀 アニメと声優のメディア史 青弓社

森　風美 はじめよう!ソロキャンプ 山と溪谷社
森内　俊之 将棋界のレジェンドチーム康光の軌跡 日本将棋連盟

西川　美和 スクリーンが待っている 小学館
浪花千栄子の人生劇場 宝島社

岩本　憲児 黒澤明の映画 喧々囂々 論創社

沼野　雄司 現代音楽史 中央公論新社

椎名　誠 こんな写真を撮ってきた 新日本出版社
アイデア編集部 トーキョーデザイン探訪 誠文堂新光社

フランシス・ベーコン フランシス・ベーコン 求龍堂

小崎　哲哉 現代アートを殺さないために 河出書房新社
唐戸　信嘉 ゴシックの解剖 青土社

森久保　成正 飲食店の《年間集客》実践BOOK 旭屋出版
荒川　好夫 国鉄上野駅24時間記 グラフィック社

ナカムラ　クニオ 洋画家の美術史 光文社

原　由紀子 キッチンからはじめる再生栽培 ブティック社

GACKT GACKT超思考術 NORTH VILLAGE

永野　修 リアル店舗生き残りの「答え」 幻冬舎メディアコンサ
ルティング

菅谷　信雄 あなたの営業力、伝える力10倍upの極意 玄文社

木嶋　利男 連作でよく育つ野菜づくり 家の光協会
犬防災編集部 犬と一緒に生き残る防災BOOK 日東書院本社

ポール・リシェ リシェの美術解剖学 ライフサイエンス出版

三沢　典丈 アニメ大国の神様たち イースト・プレス

永嶺　重敏 明治の一発屋芸人たち 勉誠出版

澤井　康佑 英文法再入門 中央公論新社

エイドリアン・セビル 西洋アンティーク・ボードゲーム 日経ナショナルジオグ
ラフィック社

青木　博史 日本語文法史キーワード事典 ひつじ書房

藤吉　豊
「文章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめて
みた。 日経BP

見坊　行徳 辞典語辞典 誠文堂新光社

白井　明大 いまきみがきみであることを 書肆侃侃房
内野　こめこ がんの記事を書いてきた私が乳がんに!? KADOKAWA
イ　ドウ 天気が良ければ訪ねて行きます アチーブメント出版

シン　ギョンスク 月に聞かせたい話 クオン
チョン　ミジン みんな知ってる、みんな知らない U-NEXT
ナ　テジュ 花を見るように君を見る かんき出版
トミー・オレンジ ゼアゼア 五月書房新社
バーナード・マラマッド テナント みすず書房

小手鞠　るい ラストは初めから決まっていた ポプラ社
坂井　希久子 花は散っても 中央公論新社

カンチェラーラ
異世界の貧乏農家に転生したので、レンガを作って城を建
てることにしました　4 TOブックス

木崎　みつ子 コンジュジ 集英社

P.3



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ｻｻ
F ｼﾔ
F ﾈｺ 13
F ﾋﾛ
F ﾌｶ
F ﾏﾘ
F ﾏﾙ
F ﾐﾔ 1
F ﾑﾗ

（小説 文庫）
X 918.6
X 933.7 ﾍｲ
X 943.7 ﾌｴ
X F ｱﾏ
X F ｲﾅ
X F ｳｴ
X F ｳｴ
X F ｴﾉ
X F ｷﾉ
X F ｺﾐ
X F ｻﾜ
X F ｼﾉ
X F ｼﾗ
X F ﾁﾉ
X F ﾄｳ
X F ﾄｳ
X F ﾄｹ
X F ﾅｶ
X F ﾊﾏ
X F ﾊﾔ
X F ﾊﾗ
X F ﾌｶ
X F ﾔﾏ
X F ﾖｼ 3
X F ﾘｸ

（日本のエッセイ）
E ｲｹ

（ふるさと資料）　※ふるさとコーナーでは、郷土資料の他に城関係・魚関係の本も置いています。
K 217.6
K 288.3
K 521.8
K 521.8
K 686.2

（参考図書）　※こちらの本は禁帯出のため、貸出ができません。閲覧のみとなりますのでご了承ください。

R 227.3 ｱｽ

早見　俊 密命将軍松平通春 コスミック出版
原田　マハ ギフト ポプラ社

吉田　雄亮 お隠れ将軍　3 朝日新聞出版

深谷　忠記 目撃 徳間書店
山口　恵以子 みんなのナポリタン 角川春樹事務所

エンリコ・アスカローネ メソポタミア文明事典 柊風舎

六道　慧 サイレント・ポイズン 徳間書店

寺田　裕一 下津井電鉄　下 ネコ・パブリッシング

河村　昭一 若狭武田氏と家臣団 戎光祥出版
復興熊本城　Vol.4 熊本日日新聞社

小都　隆 安芸の城館 ハーベスト出版

池田　清彦 騙されない老後 扶桑社

風来堂 図解「地形」と「戦術」で見る日本の城 イースト・プレス

堂場　瞬一 時効の果て 角川春樹事務所

史夏　ゆみ イダジョ!　完結編 角川春樹事務所

千野　隆司 追跡 講談社
塔山　郁 毒をもって毒を制す 宝島社

篠　綾子 宝の船 角川春樹事務所

白石　一文 草にすわる 文藝春秋

小宮　良之 氷上のフェニックス KADOKAWA
沢里　裕二 ブラックツイン 双葉社

榎本　憲男 コールドウォー 小学館
木下　半太 ロックンロール・トーキョー 小学館

上田　秀人 流転の果て 光文社
上田　秀人 惣目付臨検仕る 抵抗 光文社

真梨　幸子 フシギ KADOKAWA
丸山　正樹 ワンダフル・ライフ 光文社

廣嶋　玲子 銀獣の集い 東京創元社
深町　秋生 鬼哭の銃弾 双葉社

佐々木　功 天下一のへりくつ者 光文社
斜線堂　有紀 ゴールデンタイムの消費期限 祥伝社

宮城谷　昌光 公孫龍　巻1 新潮社

猫子 転生したらドラゴンの卵だった　13 スクウェア・エニックス

村木　美涼 商店街のジャンクション 早川書房

中島　久枝 かなたの雲 光文社
濱　嘉之 紅旗の陰謀 文藝春秋

今野　敏 矜持 PHP研究所

天城　智尋 後宮の花は偽りに惑う 双葉社
稲葉　稔 男気 光文社

ロバート・ベイリー ラスト・トライアル 小学館
アンドレアス・フェーア 咆哮 小学館
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
00 1

00 2

00 3

00 4

（歴史）
28 ｺ

（社会）
31
36 ｲ

（科学・生物）
44 ﾌ 21
45
48 ﾌ 1
48 ﾖ
49

（技術）
50 ｵ 3
59 2

（芸術・しゅみ）
62
69

（スポーツ）
78 ﾐ

（日本のよみもの）
91 ｲ
91 ｶ
91 ｶ
91 ｷ 6
91 ﾊ
91 ﾋ
91 ﾌ 7

（外国のよみもの）
93 ｱ
93 ｷ

94 ｳ

（日本のえほん）
PN ｲ

PN ｶ
PN ﾀ
PN ﾅ
PN ﾊ
PN ﾊ
PN ﾋ
PN ﾜ
PNC 4

苅田　澄子 おにのおふろや 鈴木出版

かこ　さとし くもとり山のイノシシびょういん 福音館書店
角野　栄子 リンゴちゃんのいえで ポプラ社
菊田　みちよ ティンクル・セボンスター　6 ポプラ社

藤井　旭 藤井旭の天文年鑑　2021年版 誠文堂新光社

おおつか　のりこ 学校で知っておきたい知的財産権　3 汐文社

岩瀬　成子 わたしのあのこあのこのわたし PHP研究所

☆ 児童書 ☆

【新着案内】
あかし市民図書館・明石市立西部図書館・移動図書館

2021年　2月 2日号　No.2

石澤　不二雄 真実を発見!科学捜査 誠文堂新光社
今泉　マユ子 こどものための防災教室 理論社

NHK「アクティブ10プロ
のプロセス」制作班 プロのプロセス　4 NHK出版

小前　亮 渋沢栄一伝 小峰書店

NHK「アクティブ10プロ
のプロセス」制作班 プロのプロセス　1 NHK出版
NHK「アクティブ10プロ
のプロセス」制作班 プロのプロセス　2 NHK出版
NHK「アクティブ10プロ
のプロセス」制作班 プロのプロセス　3 NHK出版

宮崎　美砂子 こども衛生学 新星出版社

プロから学ぶ修理ずかん　2 フレーベル館

国谷　裕子 国谷裕子と考える気候危機と脱炭素社会 文溪堂
福田　晴男 日本のチョウ大図鑑　1 国土社
養老　孟司 虫っておもしろい!おどろき!世界のへんてこな虫 新日本出版社

竹内　誠人 パイナップル 農山漁村文化協会

遠藤　美季 本当に危ないスマホの話 金の星社

三浦　敬司 わかるかな?小学生の陸上競技ルール ベースボール・マガジ
ン社

はらぺこめがね かける 佼成出版社

萩原　弓佳 食虫植物ジャングル 文研出版
廣嶋　玲子 ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ 偕成社
深海　ゆずは スイッチ!　7 KADOKAWA

アンネリース・ウムラ
ウフ=ラマチュ ねこ学校のいたずらペーター 徳間書店

エリザベス・アセヴェド 詩人になりたいわたしX 小学館
ダイアナ・キンプトン 動物探偵ミア ポプラ社

市原　淳 とっています 世界文化ワンダークリ
エイト

中川　ひろたか あらいくん 世界文化社

はし　みさお ばあばとおさんぽ 文芸社
平田　昌広 ことばたんてい きょうふのばらばらじけん 新日本出版社
渡辺　朋 うーんうんうんちちゃん 文響社

たけがみ　たえ みたらみられた アリス館
中川　ひろたか ぼく、うしになる フレーベル館
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（外国のえほん）
PG ｹ
PG ｺ

PG ｼ

PG ｼ
PG ﾌ
PG ﾍ
PGC ﾈ

（紙芝居）
S ﾊ
S ﾏ よこみち　けいこ まどからのおきゃくさん 童心社

かわしま　えつこ たまごちゃん 童心社

スベンヤ・ヘルマン 4ひきのちいさいおおかみ 徳間書店
キース・ネグレー せかいでさいしょにズボンをはいた女の子 光村教育図書

ナオミ・ジョーンズ ほらぴったり ブロンズ新社
ロバート・ブライト おばけのジョージーこいぬをつれだす 好学社

ビル・コッター ぜったいにおしちゃダメ? サンクチュアリ出版

ダイアナ・ウィン・
ジョーンズ アーヤと魔女 徳間書店

L.J.R.ケリー こぐまとブランケット 早川書房
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