
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.1 ﾄｸ
007.6

007.6 ｷﾝ

007.6 ｻｶ
049
080 ｱｸ 7

（哲学・思想）
Z 134.2 ﾅｶ
148.6 ｽｲ
159 ｲﾄ
159 ｻﾄ
159.4 ｲ
159.8
180 ﾏﾂ

（歴史・紀行）
210
Z 210.5 ﾀﾅ
Z 212.5 ｺｾ
291
291 ﾋﾗ

（伝記）
281 ﾎﾝ
289.1 ｻｲ
289.1 ｼﾌ

（社会科学）
304 ﾅﾙ
312.1 ﾏﾔ
314.8 ﾛﾊ

317.8 ｻﾛ

319.5 ﾅｲ

327.1

Z 327.3 ｲﾄ

（経済）
Z 332.1 ﾐﾔ

333.6 20-1

335 ｻｻ
335.3 ﾔﾏ
336.3 ﾊﾙ
336.3 ﾔﾏ
336.8
336.8 ﾖｼ

337.4 ｺｳ

338 ｲﾄ
338.1 ﾌｶ
338.8 ﾓﾘ

平山　雄 昭和遺産へ、巡礼1703景 303 BOOKS

本郷　和人 ざんねんな日本史 宝島社

見抜く力 プレジデント社
イ　ミンギュ 「後回し」にしない技術 文響社
話題の達人倶楽部 座右のことわざ365 青春出版社
松崎　智海 だれでもわかるゆる仏教入門 ナツメ社

徳井　直生 創るためのAI ビー・エヌ・エヌ
渡邉　昌宏 ひと目でわかるプログラミングのしくみとはたらき図鑑 創元社

金城　俊哉
現場ですぐに使える!Pythonプログラミング逆引き大全400
の極意 秀和システム

坂上　幸大 図解まるわかりデータベースのしくみ 翔泳社
雑学の森探険隊 雑学の森 青春出版社
芥川　龍之介 芥川龍之介大活字本シリーズ　7 三和書籍

中島　義道 晩年のカント

【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 9日号　No.1

○ 一般書 ○

小関　悠一郎 上杉鷹山 岩波書店
るるぶ草津伊香保みなかみ四万　'22 JTBパブリッシング

日本古文書学会 古文書への招待 勉誠出版
田中　優子 江戸問答 岩波書店

講談社
水晶　玉子 怖いほど運が向いてくる!四柱推命 青春出版社
伊藤　羊一 1行書くだけ日記 SBクリエイティブ

佐藤　優

成毛　眞 2040年の未来予測 日経BP

中村　彰彦 むさぼらなかった男 文藝春秋

アルベール・サロー 植民地の偉大さと隷従 東京外国語大学出版
会

伊藤　眞 倒産法入門 岩波書店

内藤　博文 アメリカ歴代大統領の対日戦略 河出書房新社

真山　仁 ロッキード 文藝春秋
デイヴィッド・ロバーツ サフラジェット 合同出版

森　功 鬼才 幻冬舎

晴瀬　ワカル コミュ障でビビリなリーダーでも、部下を思うように動かせる本 光文社
山本　政樹 Business Agility プレジデント社

山本　憲明 危機でも大丈夫!「小さな会社」のつくり方・変わり方 明日香出版社

内閣府政策統括官(経
済財政分析担当) 世界経済の潮流　2020年1 日経印刷

佐々木　康之 生きていくために必要なフリーランスのお金の話 ナツメ社

宮崎　雅人 地域衰退 岩波書店

森　公任
すぐに役立つ債権回収から継続取引、遺言、信託まで改
正対応公正証書のしくみと実践書式集 三修社

大下　航 知識ゼロから読めるようになる!決算書「超」入門 ナツメ社
吉田　栄介 実践Q&Aコストダウンのはなし 中央経済社

高　康治 紙幣と旅する PHPエディターズ・グ
ループ

伊藤　亮太 金融のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書 技術評論社
深田　彩乃 投資女子 ダイヤモンド社
森永　康平 毎月1万円で2000万円つくる!つみたて投資・仕組み術 明日香出版社

<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】

338.8 ﾔｷ
364 ｲﾉ
365.3 ｲﾉ
366 ﾜﾀ

366.2 ｻﾄ

369.4 ﾔﾏ

（教育・文化）
379.7

379.9

379.9 ｵｶ
379.9 ｻｻ
X 382.1 ｶﾝ
383.9 ｱｻ
385.9
385.9 ｶﾃ
388.1

（自然科学）
448.9 ｳﾈ

（医学）
490.9
491.8
493.9 ﾖｼ
495.5 ﾎｿ
496.9 ﾜﾀ
498.3 ｱﾘ

498.5

498.5 ｾﾄ

（技術）
507.7 ﾀｶ
509.2 ｵｶ
511.7 ｲﾜ
517.2 ｱﾑ
530.7 ｳﾒ
548.2 ﾂｶ
588.6 ｷﾕ

（家政）
591 ﾀｹ
593.3 ｻｲ
594
594 ﾔｼ
594.9 ﾏｺ
596 ﾂﾂ
596.4
596.65 ﾏﾂ
596.65 ﾑﾀ
596.7 ｶﾛ
598.3 ﾎﾝ

（産業）
611.3

629.2 ｳｶ
653.6 ﾒｲ
673.3 ｽﾕ

烏賀陽　百合 美しい苔の庭 エクスナレッジ
ローラ・メイソン 松の文化誌 原書房
ズュータン 妻がマルチ商法にハマって家庭崩壊した僕の話。 ポプラ社

アンヌ・カロン 大人のためのコーヒー絵本 日本文芸社
本間　真二郎 あかちゃんからのかぞくの医学 クレヨンハウス

インフォビジュアル研
究所 図解でわかる14歳から知る食べ物と人類の1万年史 太田出版

薬日本堂 薬日本堂のおうち漢方365日 家の光協会
NHKスペシャル取材班 たたかう免疫 講談社

宇根　寛 地図づくりの現在形 講談社

山口　慎太郎 子育て支援の経済学 日本評論社

池谷　裕二 東大教授が教える!デキる大人の勉強脳の作り方 日本図書センター

朝里　樹 日本異界図典 G.B.

井上　勝夫 マンションの「音のトラブル」を解決する本 あさ出版
和田　肇 コロナ禍に立ち向かう働き方と法 日本評論社

佐藤　敦規 おじさんは、地味な資格で稼いでく。 クロスメディア・パブ
リッシング

井上　智洋 毎年120万円を配れば日本が幸せになる 扶桑社

神崎　宣武 日本人の原風景 講談社
エイミー・アザリート 生活道具の文化誌 原書房

佐々木　正美 子どもが喜ぶことだけすればいい ポプラ社

柳生　大穂 失敗しない投資信託を教えてください スタンダーズ

有田　秀穂 脳科学者が教える「ストレスフリー」な脳の習慣 青春出版社
NHKスペシャル「食の
起源」取材班 「人類700万年の進化」が教えてくれる理想の食事術 主婦と生活社

渡邊　雄介 専門医が教える声が出にくくなったら読む本 あさ出版

東京学芸大こども未
来研究所 きかんしゃトーマスでつなげる非認知能力子育てブック 東京書籍

小川　大介 自分で学べる子の親がやっている「見守る」子育て KADOKAWA

現代マナー・作法の会 最新困ったときにすぐひけるマナー大事典 西東社
マンリオ・カデロ よいマナーでよい人生を! 勉誠出版

デメット・ギュゼイ マスタードの歴史 原書房

梅方　久仁子 機械・電気の資格と仕事 技術評論社
塚本　昌彦 トコトンやさしいウェアラブルの本 日刊工業新聞社

吉川　徹 ゲーム・ネットの世界から離れられない子どもたち 合同出版
細田　恭子 帝王切開で出産したママに贈る30のエール 中央法規出版

瀬戸　佳子 お手軽気血ごはん 文化学園文化出版局

牟田　彩乃 英国菓子知っておきたい100のこと 産業編集センター

小川　洋子 そこに工場があるかぎり 集英社

矢島　佳津美 花のちりめん細工とつるし飾り 日本文芸社
maco maako ステップ式!羊毛フェルトの基礎BOOK 日本ヴォーグ社

ぴったりサイズでつくれるこどもグッズ 日本ヴォーグ社

岩瀬　泰己 よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 秀和システム
スニール・アムリス 水の大陸アジア 草思社

斉藤　謠子 斉藤謠子のいま作りたいシンプルな服とかわいい小物 NHK出版

高橋　信弘 製造現場のリアルな英語表現 秀和システム

竹下　さくら 幸せな「ひとり老後」を送るためのお金の本 秀和システム

堤　人美 暮らしが変わる!家に帰ってスグおいしいホットクックごはん 主婦と生活社
主婦の友社 太らないスープ弁当&夜遅スープ103レシピ 主婦の友社
松本　有美 ゆーママのはからない家おやつ KADOKAWA
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

674.3
674.3 ｲﾝ
685 ﾑﾛ
686.2 ｵｶ
693.8 21

（芸術・美術）
702.3 ｻﾄ
726.1

727.8 ｳｱ

751.1 ｶﾝ
762.1 ﾀｶ
764.7 ｺｼ
779.1 ﾔﾅ

780.7 ﾄﾖ

（スポーツ・諸芸）
780.7 ﾊﾔ
X 783.4

783.5 2

786.5 ｿｳ

（文学）
910.2 ｱﾗ
910.2 ｼｶ
911.3 ｷｼ
916 ﾋﾛ
918.6 ｼﾏ 8
923.7 ﾊｵ
933.7 ｽﾛ
933.7 ﾏﾂ
933.7 ﾏﾃ 2
953.7 ﾋｼ

（日本の小説）
F ｱｶ
F ｱﾏ
F ｱﾏ
F ｲｶ
F ｲｹ
F ｲﾂ
F ｲﾇ
F ｳｻ
F ｳﾌ
F ｵｷ
F ｶﾌ
F ｷﾉ
F ｸﾎ
F ｻｴ
F ｻｻ
F ｻｻ
F ｻﾄ 5
F ｼｶ 10
F ｼﾖ 2
F ﾀﾆ
F ﾂｼ
F ﾄｳ

さとう 大自然の魔法師アシュト、廃れた領地でスローライフ　5 アルファポリス
シ・ガレット 異世界に飛ばされたおっさんは何処へ行く?　10 アルファポリス
小路　幸也 国道食堂　2nd season 徳間書店

小川　裕夫 渋沢栄一と鉄道 天夢人
風景印百科　2021北陸・東海・近畿編 日本郵趣出版

シュテファニー・ヴァイ
ゲレ カッパープレートカリグラフィー ビー・エヌ・エヌ

瀧音　能之 「鬼滅の暗号」解読の書 宝島社
佐藤　直樹 東京藝大で教わる西洋美術の見かた 世界文化社

パイインターナショナル 安心・安全を伝えるデザイン パイインターナショナル

ingectar‐e どうする?デザイン 翔泳社
室町　泰徳 運輸部門の気候変動対策 成山堂書店

テニスを徹底的に科学する　Part2 ベースボール・マガジ
ン社

高嶋　ちさ子 ダーリンの進化論 小学館
小島　智 ビートルズの語感 DU BOOKS

林　英祐 新しい体幹の教科書 池田書店
山中　伸弥 友情 講談社

さん喬と弟子たち 柳家さん喬一門本 秀和システム

豊島　悟 筋力トレーニング解剖学アドバンス! ベースボール・マガジ
ン社

荒俣　宏 妖怪少年の日々 KADOKAWA
島村　輝 志賀直哉の短編小説を読み直す かもがわ出版

シャノン・ソヴンダル サイクリング解剖学 ベースボール・マガジ
ン社

神崎　宣武 47都道府県・やきもの百科 丸善出版

イアン・マキューアン 恋するアダム 新潮社
ジョージ・R.R.マーティン 炎と血　2 早川書房

ロビン・スローン はじまりの24時間書店 東京創元社

島田　荘司 島田荘司全集　8 南雲堂
郝　景芳 人之彼岸 早川書房

岸本　葉子 あるある!お悩み相談室「名句の学び方」 NHK出版
廣木　道心 発達障害・脱支援道 花風社

宇佐美　まこと 羊は安らかに草を食み 祥伝社
冲方　丁 アクティベイター 集英社

一色　さゆり 飛石を渡れば 淡交社
乾　緑郎 愚か者(フリムン)の島 祥伝社

木下　昌輝 応仁悪童伝 角川春樹事務所

荻堂　顕 擬傷の鳥はつかまらない 新潮社
鏑木　蓮 水葬 徳間書店

ファニー・ピション プルーストへの扉 白水社

天沢　夏月 ヨンケイ!! ポプラ社
五十嵐　律人 不可逆少年 講談社

赤川　次郎 鼠、十手を預かる KADOKAWA
天野　純希 もろびとの空 集英社

池梟　リョーマ ログ・ホライズン KADOKAWA

辻　仁成 十年後の恋 集英社
堂場　瞬一 刑事の枷 KADOKAWA

谷川　直子 あなたがはいというから 河出書房新社

窪　美澄 ははのれんあい KADOKAWA
佐江　衆一 野望の屍 新潮社
佐々木　愛 料理なんて愛なんて 文藝春秋
佐々木　静子 ユイとアキラ 柏艪舎
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ﾄｳ
F ﾅｶ
F ﾆﾚ
F ﾉﾘ
F ﾌｼ
F ﾏﾊ
F ﾑﾚ
F ﾔﾅ

（小説 文庫）
X 933.7 ﾜﾂ
X 949.8 ﾍｼ
X 973
X 983 ﾄﾙ 4
X F ｱｲ 6
X F ｵｶ
X F ｶｸ 1
X F ｷﾀ 4
X F ｻｶ
X F ｼﾊ
X F ｼﾕ
X F ﾀﾅ
X F ﾀﾏ
X F ﾅｶ 8
X F ﾉｸ
X F ﾌｼ
X F ﾜﾀ

（日本のエッセイ）
E ｱｻ
E ｷｼ
E ｿﾉ
E ﾀﾅ

（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 833.2 ｻｲ

藤井　邦夫 裏切り KADOKAWA
渡辺　裕之 砂塵の掟 中央公論新社

岸　政彦 大阪 河出書房新社
朝吹　真理子 だいちょうことばめぐり 河出書房新社

田牧　大和 大福三つ巴 講談社
仲町　六絵 おとなりの晴明さん　第8集 KADOKAWA
野口　卓 友の友は友だ 集英社

柴山　ナギ 奈落の底で、君と見た虹 幻冬舎
愁堂　れな 抗えない男 集英社
田中　小実昌 幻の女 筑摩書房

楡　周平 ヘルメースの審判 KADOKAWA
乗代　雄介 旅する練習 講談社

童門　冬二 小説秋月鶴山 PHP研究所
中森　明夫 キャッシー 文藝春秋

群　ようこ おたがいさま 角川春樹事務所

柳　広司 アンブレイカブル KADOKAWA

藤谷　治 睦家四姉妹図 筑摩書房
まはら　三桃 零から0へ ポプラ社

ピーター・ワッツ 6600万年の革命 東京創元社

岡本　さとる 駕籠屋春秋 新三と太十 講談社
神楽坂　淳 帰蝶さまがヤバい　1 講談社

レイフ・GW.ペーション 平凡すぎる犠牲者 東京創元社
橋本　勝雄 19世紀イタリア怪奇幻想短篇集 光文社

喜多　喜久 死香探偵　[4] 中央公論新社
坂岡　真 盗賊かもめ 双葉社

トルストイ 戦争と平和　4 光文社
相川　真 京都伏見は水神さまのいたはるところ　[6] 集英社

曽野　綾子 終の暮らし 興陽館
棚木　悠太 どこかで KADOKAWA

エドワード・G.サイデン
ステッカー 最新日米口語辞典 朝日出版社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
00 ｺ

00 ｺ

00 ｺ

00 ｺ

00 ｺ

（哲学）
15

（歴史）
28

（社会）
33 ﾅ
37
37 ｱ
38 ｼ

（生物・からだ）
46 ﾖ
47 ﾎ

（技術）
50 ﾓ
51 ｲ

54 ｺ

54 ｺ

（芸術・しゅみ）
72
75
75 ｸ 2

（日本のよみもの）
91 ｱ
91 ｲ
91 ｷ
91 ｸ 8
91 ｺ
91 ｺ 9

（外国のよみもの）
93 ｽ
93 ﾊ

（日本のえほん）
PN ｲ
PN ｵ
PN ｶ
PN ｺ
PN ｺ
PN ﾉ
PN ﾋ
PN ﾑ 室井　滋 会いたくて会いたくて 小学館

こが　ようこ ぺこぺこペコリン 講談社
のぶみ ぼく、仮面ライダーになる!　セイバー編 講談社
樋勝　朋巳 おさるちゃんのおしごと 小学館

岡本　よしろう にんじゃじゃ! 文溪堂
桂　文我 もぐらどろぼう BL出版
こもり　まこと おそうじロボットのキュキュ 偕成社

フィル・ストング 町にきたヘラジカ 徳間書店
ピート・ハウトマン きみのいた森で 評論社

いりやま　さとし マスクをとったら 講談社

倉橋　燿子 夜カフェ　8 講談社
小手鞠　るい うさぎのモニカのケーキ屋さん 講談社
小林　深雪 作家になりたい!　9 講談社

安東　みきえ 夜叉神川 講談社
いけだ　けい カメくんとイモリくん 小雨ぼっこ 偕成社
北川　佳奈 ぼくに色をくれた真っ黒な絵描き 学研プラス

すずき　こうせい 自由帳みせて! 福音館書店
まるばやし　さわこ ゆらゆらくるくる ゆれる・まわるおもちゃ 新日本出版社
熊谷　博人 日本の伝統文様をさがそう　2 大月書店

エコー・エリース・ゴン
ザレス アルと考えるアルゴリズムってなんだ? くもん出版
エコー・エリース・ゴン
ザレス アンドとオアが伝える論理演算の使いかた くもん出版
エコー・エリース・ゴン
ザレス スタックが語るデータ構造の大切さ くもん出版

エコー・エリース・ゴン
ザレス フローが見せる制御フローのはたらき くもん出版

齋藤　孝 よくできました! 日本図書センター

舩後　靖彦 車いすで国会へ 子どもの未来社

☆ 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 9日号　No.2

茂木　健一郎 明日、学校へ行きたくない KADOKAWA
雨宮　処凛 学校、行かなきゃいけないの? 河出書房新社
春風亭　昇太 昔のくらし昔の道具これなあに? 幻冬舎

保坂　健太郎 いつでもどこでもきのこ

エコー・エリース・ゴン
ザレス バグと挑戦デバッグの方法 くもん出版

文一総合出版
吉野　万理子 海をこえて虫フレンズ 講談社

那須田　淳 未来からの伝言 講談社

エコー・エリース・ゴン
ザレス ウェブと調べるインターネットのなりたち くもん出版
エコー・エリース・ゴン
ザレス チップが案内ハードウェアの役割 くもん出版

森川　成美 夢の発電って、なんだろう? 講談社
石崎　洋司 水とトイレがなかったら? 講談社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

PN ﾓ
PN ﾔ
PN ﾚ
PNC 4
PNC 8

（外国のえほん）
PG ｶ
PG ｼ
PG ｽ
PG ﾍ
PGC 4
PGC 4
PGC 4

（紙しばい）
S ｵ
S ﾄ

ジェーン・グドール いぬのせんせい グランまま社
エミリ・マロンダン さわれるまなべるさむいくにのどうぶつ パイインターナショナル

シドニー・スミス このまちのどこかに 評論社
パトリシア・ヘガティ いえがあるっていいね ひさかたチャイルド

レイチェル・グリーナー ようこそ!あかちゃん 大月書店

令丈　ヒロ子 おだんごねこさま 岩崎書店
ともなが　たろ たんけん!ウニすいぞくかん アリス館

ジャーヴィス ついておいでフロー! BL出版

茂市　久美子 ごちそうたべにきてください 講談社
やなせ　たかし アンパンマンとちくりん フレーベル館

教育画劇
とみなが　まい ハロウィンしょうてんがい 教育画劇

ルーシー・カズンズ かいじゅうごっこ 偕成社

すなやま　えみこ モンキーモンキーどこにいる? ポトス出版

おかもと　香織 くろねこベーカリーたなばたパン
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