
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
002.7
010.4 ﾊﾔ

014.6

019.5
（哲学・思想）
125.4 ｶｷ
131.5 ﾛﾊ
133.9 ﾒﾅ
Z 152.6 ｶﾂ
183 ｲﾄ
194 ﾐｳ
（歴史・紀行）
Z 210.4 ｺｻ
Z 210.4 ﾎﾝ
210.6 ｲｾ 1
Z 210.6 ｵｶ
Z 210.7
210.7 ｵｵ
Z 222 ｶｷ
（伝記）
280.4 ｾｷ 2000

Z 288.1
289.1 ｶﾜ
289.3 ｷﾝ
（社会科学）
Z 302.2 ｲｹ
Z 302.2 ﾀｶ

304

Z 304 ﾄﾂ
Z 311.7 ﾖｼ
312.1
Z 312.5 ﾑﾗ
Z 313.7 ﾌｼ
318.5 ｳｵ

319 ﾊｽ

Z 322.1 ｼﾉ
324.1 ﾌｸ
（経済）
336
X 336.2 ｵｵ
338.1 ﾖｻ

338.6

Z 338.6 ﾀｶ
345.1
345.1 ｼﾕ
361.4 ｵｵ
361.8 ﾜﾀ
364.6

渡辺　雅之 マイクロアグレッションを吹っ飛ばせ 高文研
井戸　美枝 年金大改正にそなえる本 宝島社

大嶋　祥誉 マッキンゼーで叩き込まれた「問い」の力 三笠書房

十文字　俊郎 改正電子帳簿保存法のすべて 中央経済社
大坪　庸介 仲直りの理 ちとせプレス

川島　優志 世界を変える寄り道 日経BP
ルース・B.ギンズバーグ ルース・B・ギンズバーグ名言集 創元社

辻　大介 ネット社会と民主主義 有斐閣

池亀　彩 インド残酷物語 集英社
高尾　賢一郎 サウジアラビア 中央公論新社
三菱UFJリサーチ&コ
ンサルティング 2022年日本はこうなる 東洋経済新報社

エマニュエル・トッド 老人支配国家日本の危機 文藝春秋
吉田　徹 くじ引き民主主義 光文社

柿沼　陽平 古代中国の24時間 中央公論新社

関川　夏央 人間晩年図巻　2000-03年 岩波書店
21世紀研究会 人名の世界地図 文藝春秋

伊藤　比呂美 いつか死ぬ、それまで生きる わたしのお経 朝日新聞出版
三浦　綾子 三浦綾子祈りのことば 日本キリスト教団出版局

大木　毅 日独伊三国同盟 KADOKAWA

伊勢　弘志 明日のための現代史　上巻 芙蓉書房出版
小川原　正道 明治日本はアメリカから何を学んだのか 文藝春秋
歴史街道編集部 日米開戦の真因と誤算 PHP研究所

【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 30日号　No.1

○ 一般書 ○

手帳&ノートの文房具アイデアBEST256 扶桑社
早坂　信子 司書になった本の虫 郵研社
日本図書館協会資料
保存委員会 やってみよう資料保存 日本図書館協会

絵本ナビ 父母&保育園の先生おすすめのシリーズ絵本200冊

呉座　勇一 頼朝と義時 講談社
本郷　和人 北条氏の時代 文藝春秋

玄光社

垣内　景子 朱子学のおもてなし ミネルヴァ書房
ドナルド・ロバートソン ローマ皇帝のメンタルトレーニング CCCメディアハウス

ルイ・メナンド メタフィジカル・クラブ みすず書房
勝又　基 親孝行の日本史 中央公論新社

与沢　翼 お金に愛される真・投資術 講談社

村田　晃嗣 トランプvsバイデン PHP研究所
藤井　達夫 代表制民主主義はなぜ失敗したのか 集英社
宇於崎　裕美 公務員の危機管理広報・メディア対応 学陽書房
リチャード・ハース The World 日経BP日本経済新聞

出版本部

篠川　賢 国造 中央公論新社
福島　達也 一般社団・財団法人設立完全マニュアル 学陽書房

ONE JAPAN 大企業ハック大全 ダイヤモンド社

NIKKEI Financial リージョナルバンカーズ地域金融が勝ち抜く条件 日経BP日本経済新聞
出版本部

高橋　克英 地銀消滅 平凡社
岡村　忠生 租税法 有斐閣

<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】

365

366.3
Z 366.3 ｻｶ
366.4

367.9

368.3

368.5 ｲｼ

369.2

（教育・文化）
Z 371.4
Z 376.8 ｵｵ
377.9 ﾀﾐ
378.2 ﾖｼ
379.9
388.1
（自然科学）
Z 404
421.2 ﾌｶ
431.1
Z 452.9 ｽｷ
Z 463.7 ｲﾅ
（医学）
490.9
491.3 ｻｲ
Z 493.4 ﾏﾂ
493.7 ｲｸ

493.7 ｲﾜ

493.7 ｻｲ

493.7 ﾀｶ

493.7 ﾌｴ

493.8 ﾑﾗ
494.5 ｵｵ
Z 498 ｽｽ
498.3 ｶﾏ

Z 498.5 ｼﾐ

Z 498.6 ｻｻ
（技術）
543 ﾔﾏ
548.3 ｽｽ
（家政）
591 ｻｻ
593.3 ﾀｶ
593.3 ﾅｶ

594

594.3
594.3
594.9 ﾀﾅ
594.9 ﾃﾗ
596
596 ｳｼ
596 ｵｷ 荻山　和也 ひとぬりで幸せになるパン友レシピ WAVE出版

寺島　綾子 野の花の小さなてまりとアクセサリー 誠文堂新光社
渥美　まゆ美 世界一ラクチンな栄養ごはん 西東社
牛尾　理恵 高たんぱく質の絶品おかず 扶桑社

朝日新聞出版 かぎ針で編むモチーフ106 朝日新聞出版
レイネ・パブリッシング 靴下を編む52週 グラフィック社
田中　杏奈 衣食住を彩る水引レシピ グラフィック社

高畠　海 おうちでできちゃう!カスタマイズお直し 新星出版社
中山　ゆい 大人になっても着たい物語のある服 日本ヴォーグ社

minimofuu toy
minimofuu toyの子どもがよろこぶフェルトのごっこあそ
びとおままごと

朝日新聞出版

笹沢　教一 コロナとWHO 集英社

山崎　耕造 トコトンやさしい環境発電の本 日刊工業新聞社

佐々木　重徳 大人のお金の遣い方 中央経済社

鈴木　亘 医療崩壊真犯人は誰だ 講談社
鎌田　實 60代からの鎌田式ズボラ筋トレ エクスナレッジ

清水　泰行 肥満・糖尿病の人はなぜ新型コロナに弱いのか 光文社

クリストファー G.フェア
バーン 過食は治る 金剛出版

村上　宏昭 「感染」の社会史 中央公論新社
大橋　洋平 緩和ケア医 がんと生きる40の言葉 双葉社

伊藤　慎吾 列伝体 妖怪学前史 勉誠出版(発売)

斎藤　環 いのっちの手紙 中央公論新社

高岡　佑壮 発達障害のある人の「ものの見方・考え方」 ミネルヴァ書房

田宮　寛之 就活のための「四季報」活用法 三修社
吉開　章 ろうと手話 筑摩書房
ディアグノーゼ・メディア デジタル時代の子育て イザラ書房

介護者サポートネット
ワークセンター・アラ
ジン

「家族介護」のきほん 翔泳社

杉浦　孝宣 不登校・ひきこもり急増 光文社
おおた　としまさ なぜ中学受験するのか? 光文社

共生会SHOWA 性的マイノリティサポートブック かもがわ出版

日本社会福祉士会 ソーシャルワーカーのための自殺予防対策入門 ミネルヴァ書房

石井　光太 ヤクザ・チルドレン 大洋図書

山藤　祐子 ハラスメント言いかえ事典 朝日新聞出版
坂倉　昇平 大人のいじめ 講談社
浜　矩子 日本人の給料 宝島社

岩崎　崇 最新特定商取引法と消費者契約の実践法律知識 三修社

ジェニファー・ダウドナ 人類が進化する未来 PHP研究所
深澤　伊吹 相対性理論 朝日新聞出版
若林　文高 元素の世界 朝日新聞出版
杉山　慎 南極の氷に何が起きているか 中央公論新社
稲葉　一男 毛 光文社

鈴森　康一 いいかげんなロボット 化学同人

櫻井　大典 漢方生活を楽しむ教科書 ナツメ社
齋藤　真由 「食べる」介護のきほん 翔泳社
松生　恒夫 健康の9割は腸内環境で決まる PHP研究所
生野　達也 動きのコツを教えます 協同医書出版社

岩波　明 その「うつ」っぽさ適応障害かもしれません 青春出版社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

596 ｵｸ

596 ﾋﾀ

596.21 ﾄｲ
599.3 ｱｵ
（産業）

626 ｲﾁ

645.6 ﾋﾖ

645.7 ｼﾏ

674.7 ｵｶ

686.5 ﾏﾂ
699.6 ｶﾈ
（芸術・美術）
701.5

724

725.5 ｺｺ

726.5 ｳﾉ
762.1 ｸﾘ
768 ﾂﾘ
（スポーツ・諸芸）
Z 778.8 ｸﾗ
Z 778.8 ﾌｼ
778.2 ﾔﾏ
Z 779.1 ﾀﾃ
780.6
780.6

780.7 ﾋｶ

Z 783.7 ｻﾄ
（言語）
810.4 ｲｲ
Z 816.5 ﾔﾏ

821.2 ｺﾔ

830.4 ｵｵ 2
837.8 ﾅｶ
（文学）
901.1 ﾖｼ
902.3 ﾉﾘ
905 4
918.6
923.7 ﾘｳ
929.1 ｲ
933.7 ｻｳ
969.3 ｺｴ
973 ｼﾖ
（日本の小説）
F ｱｲ
F ｱｵ
F ｱﾝ
F ｲｼ 1
F ｲｼ 2
F ｲﾄ

逢坂　冬馬 同志少女よ、敵を撃て 早川書房

伊集院　静 ミチクサ先生　下 講談社
伊東　潤 夜叉の都 文藝春秋

トマス・サヴェージ ザ・パワー・オブ・ザ・ドッグ 早川書房
パウロ・コエーリョ 弓を引く人 KADOKAWA
パオロ・ジョルダーノ 天に焦がれて 早川書房

谷川　俊太郎 ハムレット!ハムレット!! 小学館
劉　慈欣 円 早川書房
イ　ヒヨン ペイント イースト・プレス

吉増　剛造 詩とは何か 講談社
法月　綸太郎 フェアプレイの向こう側 講談社

ことばと　vol.4(2021autumn) 書肆侃侃房

小山　鉄郎 白川静さんに学ぶ漢字がわかるコロナ時代の二字熟語 論創社

大島　希巳江 英語で小噺!　2 研究社
中路　美由紀 大人のためのワクワク英会話 梓書院

里崎　智也 シンプル思考 集英社

飯間　浩明 日本語はこわくない PHP研究所
山内　志朗 ぎりぎり合格への論文マニュアル 平凡社

東京2020オリンピック公式記録集 KADOKAWA
東京2020オリンピック・パラリンピック写真集 時事通信出版局

比嘉　進
子どものスポーツパフォーマンスを高めるトレー
ニングの基本

現代書林

アルベルト・ロッリ アナトミア動く人体を描く グラフィック社

市川　啓一郎 タネ屋がこっそり教える野菜づくりの極意 農山漁村文化協会

俵森　朋子 はじめての犬ごはんの教科書 誠文堂新光社

simabossneko 日本の島のごきげんな猫 エムディエヌコーポ
レーション

岡本　達彦 「A4」1枚チラシで今すぐ売上をあげるすごい方法 ダイヤモンド社

松本　典久 鉄道旅のトラブル対処術 天夢人

土井　善晴 お味噌知る。 世界文化ブックス

あおい 魔法のおうちごはん ワニブックス

金平　茂紀 筑紫哲也『NEWS23』とその時代 講談社

奥田　和美 たっきーママのコンテナ作りおき 扶桑社

飛田　和緒
ごはんできたよ!今日、何作ろう!?何食べる!?ある日の献
立、つまみとおかずとごちそう、〆も一五〇品

朝日新聞出版

朝日新聞出版 カラー筆ペンで楽しむはじめての絵手紙 朝日新聞出版

ここまる 超絶リアルな色鉛筆画のテクニック 誠文堂新光社

宇野　亞喜良 KALEIDOSCOPE グラフィック社
栗原　裕一郎 ニッポンの音楽批評150年◆100冊 立東舎

青山　文平 底惚れ 徳間書店
安東　能明 蚕の王 中央公論新社

釣谷　真弓 歴史からでも楽しい!おもしろ日本音楽 東京堂出版

倉山　満 ウルトラマンの伝言 PHP研究所
藤脇　邦夫 人生を変えた韓国ドラマ 光文社
山村　美智 7秒間のハグ 幻冬舎
立川　談慶 天才論 立川談志の凄み PHP研究所

伊集院　静 ミチクサ先生　上 講談社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ｳﾌ 2
F ｵﾀ
F ｵﾂ
F ｶﾜ
F ｷｳ
F ｸﾛ
F ｼﾝ
F ｼﾝ
F ｽｽ
F ﾀｶ
F ﾀﾁ
F ﾂﾑ
F ﾊﾀ
F ﾊﾏ
F ﾊﾔ
F ﾊﾔ
F ﾎﾝ
F ﾏﾂ
F ﾔﾏ
F ﾕｽ
（小説 文庫）
X 916 ｶｲ
X 918.6
X 918.6 21
X 933.7 ｶﾂ 1
X 933.7 ｶﾂ 2
X 933.7 ﾛﾌ
X 943.7 ｸﾘ
X E ﾑﾗ
X E ﾔﾏ
X F ｲｶ 19-2
X F ｲﾉ
X F ｶｼ
X F ｶｾ
X F ｷﾀ 2
X F ｻｴ
X F ｻｻ 8
X F ｽｽ
X F ﾀｲ 3
X F ﾅｶ
X F ﾅｶ
X F ﾊｾ
X F ﾑﾗ
（日本のエッセイ）
E ｺｲ
E ｻﾄ
E ｿﾉ

（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 210.4
K 210.4
K 210.5
K 289.1
K 291
K 521.8
K 521.8

中西　裕樹 松永久秀の城郭 戎光祥出版
萩原　さちこ 日本の城語辞典 誠文堂新光社

嶋村　初吉 朝鮮通信使の道 東方出版
平山　優 武田の兜と信玄の合戦図 宮帯出版社

古地図で読み解く城下町の秘密 三栄

曽野　綾子 一人でぽつんと生きればいい 祥伝社

仁木　宏 戦国・織豊期の地域社会と城下町　東国編 戎光祥出版
仁木　宏 戦国・織豊期の地域社会と城下町　西国編 戎光祥出版

村山　由佳 はつ恋 ポプラ社

小池　真理子 月夜の森の梟 朝日新聞出版
佐藤　愛子 愛子の格言 中央公論新社

中島　久枝 湯島天神坂 お宿如月庵へようこそ　十三夜の巻 ポプラ社
中山　智幸 ペンギンのバタフライ PHP研究所
長谷川　卓 柳生神妙剣 祥伝社

佐々木　裕一 新・浪人若さま新見左近　8 双葉社
鈴木　英治 なびく髪 光文社
大門　剛明 不協和音　3 PHP研究所

風野　真知雄 宮本武蔵の猿 光文社
喜多　喜久 動機探偵　[2] 双葉社
佐伯　泰英 雪見酒 文藝春秋

輿水　泰弘 相棒　season19中 朝日新聞出版
井上　荒野 あちらにいる鬼 朝日新聞出版
梶山　三郎 トヨトミの逆襲 小学館

ペーター・グリーゼ 被告人ブル 早川書房
村田　沙耶香 となりの脳世界 朝日新聞出版
山田　詠美 吉祥寺デイズ 小学館

クライブ・カッスラー ヴァンダル王国の神託を解き明かせ!　上 扶桑社
クライブ・カッスラー ヴァンダル王国の神託を解き明かせ!　下 扶桑社
J.D.ロブ 闇より来たる使者 ヴィレッジブックス

浅ノ宮　遼 ドクターM ポイズン 朝日新聞出版
日本文藝家協会 短篇ベストコレクション　2021 小学館

開高　健 ベトナム戦記 朝日新聞出版

松尾　スズキ 矢印 文藝春秋
山本　音也 原罪 小学館
柚月　裕子 ミカエルの鼓動 文藝春秋

林　真理子 李王家の縁談 文藝春秋
早見　和真 笑うマトリョーシカ 文藝春秋
誉田　哲也 フェイクフィクション 集英社

津村　記久子 現代生活独習ノート 講談社
畠中　恵 御坊日々 朝日新聞出版
浜口　倫太郎 闘資 双葉社

雀野　日名子 かぐや姫、物語を書きかえろ! 河出書房新社
高田　崇史 采女の怨霊 新潮社
日明　恩 濁り水 双葉社

黒川　博行 熔果 新潮社
新川　帆立 倒産続きの彼女 宝島社
真藤　順丈 ものがたりの賊(やから) 文藝春秋

冲方　丁 剣樹抄　[2] 文藝春秋
小田　雅久仁 残月記 双葉社
loundraw サマーゴースト 集英社
川村　元気 神曲 新潮社
木内　一裕 ブラックガード 講談社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（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 031.5 22
R 320.9 22-1
R 320.9 22-2
R 337.2 22

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
14
（歴史）
28
28 ｺ
（社会）

33

37 ｶ
38 ｺ
（科学・生物・からだ）
40
40 ﾅ
40 ﾔ
41
45 ﾐ
48
49
（技術・家庭）
53
59 ﾐ 1
59 ﾐ 2
59 ﾐ 3
（産業）
61 2
（芸術・しゅみ）
72 ｸ
79
（日本のよみもの）
91 ｱ 8
91 ｲ
91 ｵ 1
91 ｶ
91 ｸ
91 ｻ
91 ｿ
91 ﾅ
91 ﾋ 10
91 ﾎ
91 ﾔ 山口　タオ 願いがかなう自動はんばいき ジャンケン必勝てぶくろ 童心社

南房　秀久 探偵ハイネは予言をはずさない 小学館
ひの　ひまり 四つ子ぐらし　10 KADOKAWA
堀　直子 まじょばーのたまごやき 文研出版

工藤　純子 しんぱいなことがありすぎます! 金の星社
佐川　芳枝 ばけねこキッチン 講談社
宗田　理 ぼくらの悪校長戦争 KADOKAWA

国松　俊英 手塚治虫 岩崎書店
シルバニアファミリーまちがいさがし ブティック社

ミカ わくわく手芸部　2 誠文堂新光社
ミカ わくわく手芸部　3 誠文堂新光社

小泉　光久 おいしく安心な食と農業　[2] 文研出版

小泉　武夫 世界一くさい食べもの 筑摩書房

小峯　龍男 みのまわりのふしぎ 学研プラス
中村　陽子 理系脳をつくる食べられる実験図鑑 主婦の友社

クレイグ・グレンディ ギネス世界記録　2022 角川アスキー総合研究所

長谷部　恭男 有斐閣判例六法Professional　令和4年版01 有斐閣
長谷部　恭男 有斐閣判例六法Professional　令和4年版02 有斐閣
日本貨幣商協同組合 日本貨幣カタログ　2022 日本貨幣商協同組合

☆ 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　11月 30日号　No.2

藤子・F・不二雄 ドラえもん探究ワールド心の不思議 小学館

野間　与太郎 北条義時 集英社
こぐれ　京 鎌倉の姫将軍北条政子 KADOKAWA

藤子・F・不二雄
ドラえもん探究ワールドspecialいっしょに考えよう!17の
目標SDGsでつくるわたしたちの未来 小学館

片岡　則夫 マイテーマの探し方 筑摩書房

山下　美樹 考える力を育むよみきかせもっと!かがくのお話25 西東社

かんの　ゆうこ りりかさんのぬいぐるみ診療所 講談社
おおぎやなぎ　ちか 家守神　1 フレーベル館

秋木　真 少年探偵響　8 KADOKAWA
岩崎　京子 富士山のむこう側 文溪堂

DK社 算数の実験大図鑑 新星出版社
アンドレア・ミノリオ 気候変動 大月書店
小宮　輝之 いきもののふしぎ 学研プラス
高橋　怜奈 生理のはなし 主婦と生活社

ゼロ 陸送会社図鑑 日経BP
ミカ わくわく手芸部　1 誠文堂新光社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（外国のよみもの）
93 ｷ
93 ｹ
93 ﾀ
93 ﾊ
93 ﾍ
94 ｸ
94 ﾍ
（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｵ
PN ｶ
PN ｶ
PN ｷ
PN ｸ
PN ｼ
PN ｼ
PN ｾ
PN ﾀ
PN ﾆ
PN ﾊ
PN ﾋ
PNC 0 9
PNC 7
PNC ﾅ
（外国のえほん）
PG ｱ
PG ｱ
PG ｱ

PG ﾈ

PG ﾊ
PG ﾌ
PG ﾔ
PGC 4
PGC 4
PGC 5
PGC 7 11
（紙しばい）
S ｲ
S ｹ
（ふるさと資料）
K 913.6 ﾀ

ブリッタ・テッケントラップ いろんなところにいろんなむし 講談社
クリス・フェリー ロケットかがくfor babies サンマーク出版
ウォルター・ウィック チャレンジミッケ!　11 小学館

内城　葉子 いきものづくしものづくし　9 福音館書店
チョー　ヒカル やっぱりじゃない! フレーベル館
中川　ひろたか おしっこ、うんこはどこにいく? アリス館

二宮　由紀子 おうちおおずもう 文研出版
はまだ　みわ ふしぎなカバかばん みらいパブリッシング

東　直子 わたしのマントはぼうしつき 岩崎書店

柴田　ケイコ パンどろぼうとなぞのフランスパン KADOKAWA
せな　けいこ うさぎちゃんスキーへいく 金の星社
たかだ　しんいち しってるよ 文研出版

木坂　涼 クリスマスべんとう 教育画劇
工藤　ノリコ ノラネコぐんだんラーメンやさん 白泉社
シゲタ　サヤカ クリコ 小学館

岡田　よしたか おいものもーさん ブロンズ新社
鎌田　歩 うちのくるまはバン!! アリス館
かとう　まふみ セイロウさん WAVE出版

グリム ねこのおひめさま あかね書房
エルス・ペルフロム どんぐり喰い 福音館書店

新井　洋行 たことさる 佼成出版社

ダイアナ・キンプトン 動物探偵ミア ポプラ社
カレン・ケイン チャーリーとフロッグ手話の町の図書館となぞのメッセージ 岩崎書店

たなか　しん なでてごらん 幻冬舎

クリス・ダレーシー 飛べないハトを見つけた日から 徳間書店
ジョーン・バウアー ルーミーとオリーブの特別な10か月 小学館
マット・ヘイグ ほんとうの友だちさがし 西村書店

フランク・アッシュ ちきゅうとぼく ワールドライブラリー

クレア・アレクサンダー ぷるるのちょこっとちがう 化学同人
クレア・アレクサンダー ぷるるのちょこっとゆうき 化学同人
クリス・ネイラー・バレ
ステロス ひとりぼっちのもみの木 BL出版
ロブ パールマン ピンクはおとこのこのいろ KADOKAWA
アンナ・フェドゥロヴァ リィーヤとトラ カランダーシ
ラニ・ヤマモト さむがりやのスティーナ 平凡社
ブリッタ・テッケントラップ いろんなところにいろんなさかな 講談社

礒　みゆき ふゆのおともだち 童心社
剣持　弘子 せかいのはて 童心社
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