
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
Z 007.3 ｹﾘ
007.3 ﾀｶ
015.2
Z 041 ﾀﾁ
049 ﾔﾌ
Z 070.2 ﾓﾘ
070.2 ﾓﾁ
（哲学・思想）
Z 100 ｶｹ
141.5 ｻｲ
Z 146.1 ｵｲ
151.4 ﾏﾙ
180 ﾗｲ
（歴史・紀行）
204
Z 222 ｱｲ
Z 230.7 ﾀｹ
Z 234 ｺﾝ
290.9 ﾖｼ
291
291
291
291
291 ｺﾑ
Z 291 ﾉﾀ
293.8 ﾅｸ
（伝記）
Z 288.3 ｱﾏ
Z 289.1 ﾔﾏ
（社会科学）
Z 304
312.1 ｵｵ
Z 312.1 ｵﾅ
312.2 ｸﾂ
314.8 ﾊﾀ
Z 316.8 ｳﾀ
317.9 ｼﾊ
318.3 ｲﾅ
Z 319.2 ｼﾐ

324.7

324.8
（経済）
333.8 ﾅｶ
335 ﾏﾂ
335.1 ｲﾅ

335.7 ｷﾀ

ジム・マッケルビー INNOVATION STACK 東洋館出版社
稲村　雄大 もっと学びたくなる経営学 千倉書房

北野　隆志
はじめて取り組む自治体職員のための成果連動型委
託契約PFS SIBソーシャル・インパクト・ボンド実践ガイ 第一法規

タクトコンサルティング Q&A遺贈寄附の法務・税務と財産別相続対策 日本法令

石原　豊昭 戸籍のことならこの1冊 自由国民社

中村　哲 わたしは「セロ弾きのゴーシュ」 NHK出版

柴田　哲雄 諜報・謀略の中国現代史 朝日新聞出版
稲継　裕昭 職員減少時代の自治体人事戦略 ぎょうせい
清水　克彦 台湾有事 平凡社

家近　良樹 酔鯨 山内容堂の軌跡 講談社

畠山　理仁 コロナ時代の選挙漫遊記 集英社
于田　ケリム ジェノサイド国家中国の真実 文藝春秋

尾中　香尚里 安倍晋三と菅直人 集英社
レオ・F.グッドスタット 香港失政の軌跡 白桃書房

小牟田　哲彦 宮脇俊三の紀行文学を読む 中央公論新社
野田　隆 シニア鉄道旅の魅力 平凡社
奈倉　有里 夕暮れに夜明けの歌を イースト・プレス

駅からウォーキング関西　[2021] JTBパブリッシング

まっぷる北陸・金沢　[2021-2] 昭文社
るるぶ福井　'22 JTBパブリッシング

京都シティガイド マガジンハウス

祥伝社
森　達也 ジャーナリズムの役割は空気を壊すこと 集英社
望月　衣塑子 報道現場 KADOKAWA

景山　洋平 「問い」から始まる哲学入門 光文社

14歳からの個人主義 大和書房

天野　忠幸 三好一族 中央公論新社

Voice編集部 東アジアが変える未来 PHP研究所
大下　英治 鳴動!政権政局の舞台裏 さくら舎

会田　大輔 南北朝時代 中央公論新社
武井　彩佳 歴史修正主義 中央公論新社
今野　元 ドイツ・ナショナリズム 中央公論新社
吉田　友和 いちばん探しの世界旅 産業編集センター

【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 11月 2日号　No.1

○ 一般書 ○

ケヴィン・ケリー 5000日後の世界 PHP研究所
高安　篤史 IoTモノのインターネット 創元社

講談社
立花　隆 立花隆の最終講義 文藝春秋
藪本　晶子 絶滅危惧動作図鑑

デール・S.ライト エッセンシャル仏教 みすず書房

神野　正史 1日1話5分で身につく歴史の教養365 宝島社

福井県立図書館 100万回死んだねこ

齋藤　孝 思考の持久力 扶桑社
老松　克博 空気を読む人読まない人 講談社
丸山　俊一

<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】

336.4

336.9 ﾀｶ
Z 338 ﾉｸ
Z 361.8 ﾐｳ
364.4 21
367.3 ｿﾛ 2
367.3 ﾉﾌ
367.4 ﾀｶ
367.9 ﾃｲ
369
369.2
369.2 ﾀｶ
369.4 ｵｵ
（教育・文化）
Z 371.4 ﾆｼ
Z 376.1 ｵｵ
Z 377.1 ｻｶ
Z 377.9 ｲﾜ
378.2 ﾀﾅ

382.2 ｴﾅ

Z 384.9 ﾀﾅ
387 ﾊﾀ
388.3 ﾋﾕ
（自然科学）
Z 420.4 ﾀｶ
Z 429.6 ｺﾊ
459
（医学）

493.7 ﾀﾅ

493.8 ｵｶ
494.6 ｼｹ
Z 497.2 ｱﾏ
（技術）
504

518.8

527.1
547.4 ｵｵ

548 ﾄｳ

588
589.7 ﾀｹ
（家政）

592.7 ｽｷ

594.3
594.3 ﾉｸ
594.7 ｸﾛ
595.5 ｻｲ
596 ｳ
596 ｳｴ
596 ｼｹ 重信　初江 これがほんとの作りおきのきほん 成美堂出版

齋藤　有希子 40代からの見直しメイク グラフィック社
ウー　ウェン ウー・ウェンさんちの汁ものとおかず 光文社
上田　淳子 4つのソースでごちそうレシピ 学研プラス

杉田　豊久 グラフィック社

朝日新聞出版 家で編みもの 朝日新聞出版
野口　智子 色づかいの編み小物 グラフィック社
黒羽　志寿子 黒羽志寿子の小さくて佳きもの 日本ヴォーグ社

インディラ・トゥーヴェ
ニン バーチャル・リアリティ百科 原書房

石川　伸一 「食」の未来で何が起きているのか 青春出版社
武田　健 和の色を楽しむ万年筆のインク事典 グラフィック社

日経BP 世界を変える100の技術 日経BP

すごい平屋 エクスナレッジ
大角　祐介 正しく怖がるフィッシング詐欺 オーム社

西林　克彦 知ってるつもり 光文社

榎並　悦子 APATANI STYLE
カルチュア・コンビニエ
ンス・クラブ株式会社
光村推古書院書籍編
集部

田中　優子 遊廓と日本人 講談社

酒井　敏 野蛮な大学論 光文社
岩田　弘三 アルバイトの誕生 平凡社
田中　さをり 時間の解体新書 明石書店

おおた　としまさ ルポ森のようちえん 集英社

結城　康博 押さえておきたい介護保険・高齢者福祉 ぎょうせい
高山　善文 介護の現場と業界のしくみ ナツメ社
大藪　謙介 児童養護施設施設長殺害事件 中央公論新社

高橋　勅徳 婚活戦略 中央経済社
リサ・セリン・デイヴィス 男の子みたいな女の子じゃいけないの? 原書房
仲田　海人 ヤングでは終わらないヤングケアラー クリエイツかもがわ

全国老人保健施設協会 介護白書　令和3年版 オフィスTM
アンドリュー・ソロモン 「ちがい」がある子とその親の物語　2 海と月社
信田　さよ子 アダルト・チルドレン 学芸みらい社

野口　悠紀雄 データエコノミー入門 PHP研究所
三浦　展 大下流国家 光文社

みつめる旅 どこでもオフィスの時代 日経BP日本経済新聞
出版本部

高橋　浩之 スーツは経費で落ちますか? 合同フォレスト

天野　敦雄 長生きしたい人は歯周病を治しなさい 文藝春秋

木村　駿 私たちはいつまで危険な場所に住み続けるのか 日経BP

徹底図解手工具とジグで実現する木組みの完全テクニック

田中　元 認知症で使えるサービスしくみお金のことがわかる本 自由国民社

岡田　晴恵 家族と自分を感染症から守る本 KADOKAWA
重野　佐和子 大腸がんになった料理家のごはん帖 女子栄養大学出版部

松原　聰 図説鉱物の博物学 秀和システム

畑中　章宏 医療民俗学序説 春秋社
ヴィル・ヒュイゲン 秘密のノーム グラフィック社

高水　裕一 物理学者、SF映画にハマる 光文社
小林　誠 宇宙はなぜ物質でできているのか 集英社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

596.3 ﾌｼ
596.65

596.9 ｻｶ

（産業）
Z 612.1 ｶﾜ

614.8

625
627.6 ﾗｲ

645.6 ﾎﾛ

646.8 ｴﾋ
657.8 ｳｼ
666.7 ﾅｶ
（芸術・美術）
Z 702 ﾅｶ
702.1
Z 704 ﾐﾔ
726.1
726.5 ﾜﾀ
726.6 ｼｽ
751.9
757.3
753.7 ﾓﾁ
754.9 ﾂｷ
754.9 ﾑﾛ
760.8 ｲｹ
X 767.7 ｷﾀ
767.8 ｸﾜ
Z 767.8 ｽｼ
769.9 ﾄﾐ

778.8 2

（スポーツ・諸芸）
783.7 ｺﾆ
783.7 ﾅｶ
786
788.5
（言語）
816 ｲｼ
（文学）
910.2 ﾀﾆ
923.7 ｳ
930.2 ｶｽ
933.6 ｽﾃ
933.7 ｽﾃ
933.7 ﾎｺ
933.7 ﾗｲ
953.7 ﾃﾊ
（日本の小説）

F ｱｵ

F ｱｻ
F ｱｼ
F ｱﾝ

呉　明益 雨の島 河出書房新社

M.R.ラインハート 赤いランプ 論創社
ヴィルジニー・デパント アポカリプス・ベイビー 早川書房

早川書房

中川　右介 プロ野球「経営」全史 日本実業出版社

石黒　圭 日本語文章チェック事典 東京堂出版

中村　圭子 谷崎潤一郎をめぐる人々と着物 東京美術

焚火読本 笠倉出版社
優駿図鑑 ホビージャパン

富永　明子 トウシューズのすべて 誠文堂新光社

講談社 きのう何食べた?〜シロさんの簡単レシピ〜　2 講談社

小西　慶三 イチロー実録2001-2019 文藝春秋

喜多　由浩 消された唱歌の謎を解く 潮書房光人新社

桑田　佳祐 ポップス歌手の耐えられない軽さ 文藝春秋
スージー鈴木 EPICソニーとその時代 集英社

月本　せいじ カスタムできる球体ポップアップカード グラフィック社
室岡　昭子 暮らし彩る季節の切り紙 講談社
池辺　晋一郎 大作曲家の音符たち 音楽之友社

レジンでつくるボタニカルアクセサリー ナツメ社
パトリック・バティ 美しい自然の色図鑑 グラフィック社
望月　真理 カンタ刺繡 誠文堂新光社

こうの　史代 マンガノミカタ 樹村房
和田　誠 だいありぃ 文藝春秋
ピーター・シス ピーター・シスの闇と夢 国書刊行会

中井　穂瑞領 カメ大図鑑 誠文堂新光社

中村　圭志 宗教図像学入門 中央公論新社
清水寺 清水寺のみほとけ 東京美術

坂口　一真 七厘の本 スタジオタッククリエイ
ティブ

海老沢　和荘 鳥のお医者さんのためになるつぶやき集 グラフィック社
牛島　秀爾 きのこ図鑑 つり人社

緑書房

藤井　恵 藤井恵の毎日大豆 主婦の友社
今日の3時にまにあうおやつ 婦人之友社

就活ザムライの大誤算 光文社

青柳　碧人 むかしむかしあるところに、やっぱり死体がありました。 双葉社

ジョン・ガース J.R.R.トールキンの世界 評論社
R.L.スティーブンソン さらわれて 平凡社
メアリー・スチュアート クレタ島の夜は更けて 論創社
アイヴィ・ポコーダ 女たちが死んだ街で

あさの　あつこ 舞風のごとく 文藝春秋
芦原　すなお デンデケ・アンコール 作品社
安藤　祐介

宮下　規久朗 名画の生まれるとき 光文社

川内　イオ 農業フロンティア 文藝春秋

農文協 農家が教える足場パイプ&塩ビパイプで便利道具 農山漁村文化協会

野田　勝二 おいしい果樹の育て方 西東社
マーシャ・ライス ユリの文化誌 原書房
アレクサンドラ・ホロ
ウィッツ 犬と人の絆
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ｲﾇ
F ｳｷ
F ｴﾝ
F ｷﾘ
F ｸｼ
F ｸﾜ
F ｺﾝ
F ｻﾉ
F ｿﾒ
F ﾀﾆ
F ﾄｶ
F ﾅｶ
F ﾆｲ
F ﾆｼ
F ﾊｼ
F ﾌｼ
F ﾏｲ
F ﾏｼ
F ﾐﾁ
F ﾐﾔ
F ﾓﾘ
F ﾓﾘ
F ﾔﾏ
F ﾕｳ
F ﾖｼ
（小説 文庫）
X 933.7 ｳｴ

X 943.7 ｳﾙ
X F ｱｵ 4
X F ｱｶ
X F ｲｶ 19-1
X F ｲﾅ
X F ｳｴ
X F ｶｾ 7
X F ｶﾜ 26
X F ｸﾗ
X F ｻｶ
X F ｻｶ 2
X F ｻｶ 5
X F ｻｻ
X F ｼﾉ 5
X F ﾂｼ
X F ﾅｶ
X F ﾅｶ 10
X F ﾆｲ
X F ﾊｾ 3
X F ﾋｸ
X F ﾌｼ
X F ﾌｼ
X F ﾓﾁ
X F ﾜﾀ
X F ﾜﾀ 2
（日本のエッセイ）
E ｲﾉ
E ｷﾀ

望月　麻衣 京都船岡山アストロロジー 講談社
渡辺　裕之 荒原の巨塔 祥伝社
和田　はつ子 花人始末　[2] 幻冬舎

井上　靖 歴史というもの 中央公論新社
北　杜夫 憂行日記 新潮社

樋口　修吉 ジェームス山の李蘭 徳間書店
藤原　緋沙子 竹笛 祥伝社
藤井　邦夫 天眼通 双葉社

永井　義男 秘剣の名医　10 コスミック出版
新津　きよみ 妻の罪状 実業之日本社
馳月　基矢 拙者、妹がおりまして　3 双葉社

篠原　悠希 親王殿下のパティシエール　5 角川春樹事務所

辻堂　魁 斬雪 祥伝社
中島　久枝 ねぎ坊の天ぷら 角川春樹事務所

坂岡　真 鬼役　2 光文社
逆井　卓馬 豚のレバーは加熱しろ　5回目 KADOKAWA
佐々木　裕一 雲雀の太刀 講談社

川原　礫 ソードアート・オンライン　26 KADOKAWA
倉阪　鬼一郎 24時間走の幻影 実業之日本社
坂井　希久子 すみれ飴 角川春樹事務所

稲葉　稔 父の形見 光文社
上田　秀人 流葉断の太刀 徳間書店
風野　真知雄 わるじい慈剣帖　7 双葉社

山之口　洋 SIP超知能警察 双葉社
結城　真一郎 救国ゲーム 新潮社
吉永　南央 月夜の羊 文藝春秋

宮内　勝典 二千億の果実 河出書房新社
森　博嗣 歌の終わりは海 講談社
森山　光太郎 弟切抄 河出書房新社

舞城　王太郎 畏れ入谷の彼女の柘榴 講談社
真下　みこと あさひは失敗しない 講談社
道尾　秀介 N 集英社

西　加奈子 夜が明ける 新潮社
橋本　ツカサ 人間レベル KADOKAWA
伏尾　美紀 北緯43度のコールドケース 講談社

砥上　裕將 7.5グラムの奇跡 講談社
中江　有里 万葉と沙羅 文藝春秋
新名　智 虚魚(そらざかな) KADOKAWA

佐野　晶 毒警官 小学館
染井　為人 海神 光文社
谷　瑞恵 あかずの扉の鍵貸します 集英社

乾石　智子 久遠の島

鯨　統一郎 徳川埋蔵金はここにある 双葉社
くわがき　あゆ 焼けた釘 産業編集センター

今野　敏 ボーダーライト 小学館

赤川　次郎 泥棒たちの十番勝負 徳間書店
輿水　泰弘 相棒　season19上 朝日新聞出版

エルンスト・ヴルチェク ネットウォーカー 早川書房
蒼月　海里 咎人の刻印　[4] 小学館

東京創元社
浮穴　みみ 小さい予言者 双葉社
遠藤　周作 秋のカテドラル 河出書房新社
桐野　夏生 砂に埋もれる犬 朝日新聞出版

レイチェル・ウェルズ 通い猫アルフィーの贈り物 ハーパーコリンズ・
ジャパン
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

E ｺﾃ
（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 216

小手鞠　るい 今夜もそっとおやすみなさい 出版芸術社

木村　幸比古 関西・幕末維新の史跡50選 淡交社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（社会）
32 ｵ

（生物・からだ）
40
45
49
49 ｵ
（技術）
53
（産業）
61 ｲ
61 ｾ 1
65 2
（ことば）
81
（日本のよみもの）
91 ｲ
91 ｼ
91 ﾅ
91 ﾌ
91 ﾌ 10
91 ﾑ
（外国のよみもの）

93 ﾋ

93 ﾙ 7
（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｱ
PN ｳ
PN ｵ
PN ｸ
PN ﾊ
PN ﾌ

PN ﾌ

PN ﾏ
PN ﾖ
PN ﾖ
PNC 7
（外国のえほん）
PG
PG ｸ
PG ﾍ
PG ﾐ
PG ﾑ
PG ﾓ
PGC 2

奥　真也 未来の医療で働くあなたへ 河出書房新社

うえだ　しげこ れいとうこのそこのおく 教育画劇
大原　悦子 チリンでんしゃ 福音館書店

的川　泰宣 「はやぶさ2」のはるかな旅 小学館

井出　留美 SDGs時代の食べ方 筑摩書房
関根　佳恵 家族農業が世界を変える　1 かもがわ出版
ポドアルチング 山火事のサバイバル　2 朝日新聞出版

篠崎　晃一 方言ずかん ほるぷ出版

林　良博 自然の一生図鑑 誠文堂新光社
DK社 まるごとわかる!海の科学大図鑑 河出書房新社
河出書房新社 「心」のお仕事 河出書房新社
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小貫　篤 法は君のためにある 筑摩書房

いとう　ひろし かせいじんのおねがい 童心社
椎名　誠 そらとうみとぐうちゃんと 光村図書出版
那須　正幹 めいたんていサムくんとなぞの地図 童心社
吹井　乃菜 あおいのヒミツ! KADOKAWA
藤　ダリオ 絶体絶命ゲーム　10 KADOKAWA
村上　しいこ 資料室の日曜日 講談社

キャロル・アントワネッ
ト・ピーコック 赤い糸でむすばれた姉妹 フレーベル館

C.S.ルイス ナルニア国物語　7 KADOKAWA

新井　洋行 ぶくぶくざばあ 講談社
あべ　弘士 よあけ 偕成社

ふじもと　のりこ ねんねんころりん 世界文化ワンダークリ
エイト

前田　花 かげどろぼうがくる タリーズコーヒージャパン

工藤　ノリコ こんやはどんなゆめをみる? 学研プラス
林　木林 あかいてぶくろ 小峰書店
ふくざわ　ゆみこ くぬぎのもりのどきどきはっぴょうかい アリス館

よこみち　けいこ まんじゅうやのてるこさん マイクロマガジン社

よしなが　ゆきこ ぼくの猫ちゃん タリーズコーヒージャパン

宮内　哲也 トムとジェリーのまちがいさがし 河出書房新社

アナと雪の女王 アレンデール城 小学館
カーター・グッドリッチ サボテンにハグなんてしない 化学同人
ドン・フリーマン コールテンくんのクリスマス 好学社

ミーナ・ハリス 夢のビッグ・アイデア 西村書店

テリー・ミルン じゅんばんなんてきにしない BL出版
ロウリー・ムーア ローズ姫と黄金のめがね 早川書房
マイケル・モーパーゴ ありがとうのうたをうたえば 小学館
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