
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
002 ﾌｸ
007.1 ﾌｸ
007.3 ﾋﾄ
007.5 ｲﾄ 22

（哲学・思想）
104 ﾐﾖ
134.9 ｱﾄ
135.2 ｶｼ
135.4 ﾌｼ
145.5
146.8 ﾀｶ
147 ﾎｼ
148 ﾕｲ
159 ﾊﾊ
Z 159.4 ｸｽ
165.9 ｸﾎ
183 ｼﾔ
198.2 ﾀﾁ

（歴史・紀行）
210 22
210.7 ﾄﾐ
216.3 ﾏﾂ
223 ｺﾄ
Z 233.2 ｻｸ
291
291
291
291
291
291.3 ﾅｶ
293 ｱﾗ

（伝記）
281
288.4 ﾀｼ 4

289.3 ﾏﾇ

（社会科学）
302.2 ﾊﾔ
302.3 ｼﾖ
304 ｲｹ 13

311.7

Z 316.8 ｸﾏ
319.3 ｸﾗ
322.1 ｵﾜ
324.8

（経済）
333.8 ﾛﾚ
335.4 ﾌｸ 福西　信文 「事業をやり直したい」と思ったときの会社のたたみ方 合同フォレスト

島本　広幸 ケース別相続で困らないための家族信託超基本 あさ出版

サラ・ロレンツィーニ グローバル開発史 名古屋大学出版会

ギヨーム・ピトロン なぜデジタル社会は「持続不可能」なのか 原書房
伊藤　民雄 インターネットで文献探索　2022年版

松井　宏員 歴史の現場読み歩き。 140B
後藤　乾一 日本の南進と大東亜共栄圏 めこん

日本図書館協会

三好　由紀彦 詩と哲学のあいだ 晃洋書房
ピエール・アド ウィトゲンシュタインと言語の限界 講談社
鹿島　茂 『パンセ』で極める人間学 NHK出版
藤田　尚志 ベルクソン反時代的哲学 勁草書房

【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

2022年 7月 5日号　No.1

○ 一般書 ○

福嶋　亮大 思考の庭のつくりかた 星海社
福岡　真之介 AI・データ倫理の教科書 弘文堂

マリウス・ローム 声とともに生きる豊かな人生 解放出版社
高井　祐子 「自分の感情」の整えかた・切り替えかた 大和出版
星野　太朗 月刊ムー書評大全 青土社
油井　秀允 てっとり早く見た目で運がよくなる本 プレジデント社
馬場　啓介 迷ったら、自分を好きでいられるほうを選べばいい あさ出版
楠木　新 転身力 中央公論新社
窪　壮一朗 明治維新と神代三陵 法藏館
釈　徹宗 喜怒哀楽のお経を読む 朝日新聞出版
立花　隆 インディオの聖像 文藝春秋

文化庁 発掘された日本列島　2022 共同通信社
富田　武 抑留を生きる力 朝日新聞出版

るるぶ山陰　'23 JTBパブリッシング

桜井　俊彰 スコットランド全史 集英社
柏井　壽 おひとりからのしずかな京都 SBクリエイティブ

るるぶ群馬　'23 JTBパブリッシング

るるぶ函館　'23 JTBパブリッシング

るるぶ松江出雲石見銀山　'23 JTBパブリッシング

中川　よしこ 東京の懐かしくて新しい暮らし365日 自由国民社
嵐田　浩吉 スラヴの十字路 里文出版

ヤマザキ　マリ Woman's Style 100 昭文社
田島　道治 昭和天皇拝謁記　4 岩波書店
アレッサンドロ・マル
ツォ・マーニョ 初めて書籍を作った男 柏書房

林　克明 ロシア・チェチェン戦争の628日 清談社Publico

尾脇　秀和 お白洲から見る江戸時代 NHK出版

マーシ・ショア ウクライナの夜 慶應義塾大学出版会

池上　彰 知らないと恥をかく世界の大問題　13 KADOKAWA
インフォビジュアル研
究所 図解でわかる14歳から考える民主主義 太田出版

熊倉　潤 新疆ウイグル自治区 中央公論新社
倉井　高志 世界と日本を目覚めさせたウクライナの「覚悟」 PHP研究所

<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 338.2 ｴﾝ
339.2 ﾅｶ

361.4

Z 361.4 ｷｼ
Z 367.2
367.2 ｺﾔ
367.7 ｳｴ
368.6 ﾀｶ
369.2 ﾊﾔ
369.4 ﾀｶ

（教育・文化）
375.1 ﾄﾂ
376.8 ｵｵ
377.9
378
379.9 ﾌｲ

（自然科学）
430.7 ﾎﾘ
450 ｷｼ
451.8 ｲﾏ
461.1 ｲﾅ
467.5 ｸﾘ
471 ｸﾎ
481.1 ﾎﾔ
487.5

（医学）
490.4

491.3 ﾈｽ
493.6 ﾃｻ
493.7 ｲﾜ
493.7 ﾀﾆ
Z 493.8 ﾅｶ
495.1
496

496.3

496.3 ﾋﾗ
498.3 ｻｶ
498.3 ﾅｶ
498.4

（技術）
518.5
519.7 ｻｷ
520.4
520.6 ｱｷ

（家政）

593.3 ｶﾀ

594.2
594.3
596
596 ﾀｶ

中根　一 図解すぐ眠れる!すごいツボ押し ビジネス社
佐藤　純 体の不調がスーッと消える「天気痛さん」の本 扶桑社

アクリル毛糸で編む動物モチーフの魔法のタワシ ブティック社

日本トイレ協会 災害とトイレ 柏書房
鷺坂　長美 いちからわかる廃棄物処理法 ぎょうせい
市原　出 建築/かたちことば 鹿島出版会
秋場　大輔 決戦!株主総会 文藝春秋

片貝　夕起
いちばんよくわかるパターンレーベルの子供服ソーイン
グLESSON BOOK

日本ヴォーグ社

緑内障眼科医の私が患者ならこう対処!名医が教える
最新1分習慣大全 文響社

平松　類 自分でできる!人生が変わる緑内障の新常識 ライフサイエンス出版

酒谷　薫 自分でできる!熟睡脳のコツ ビジネス社

貴志　俊彦 帝国日本のプロパガンダ 中央公論新社

杵島　正洋 地学の図鑑 技術評論社
今井　明子 世界の気候と天気のしくみ 産業編集センター

和泉　真澄 私たちが声を上げるとき 集英社
小山　静子 良妻賢母という規範 勁草書房
上野　千鶴子 最期まで在宅おひとりさまで機嫌よく 中央公論新社
高橋　ユキ 逃げるが勝ち 小学館
林　雅行 障害者たちの太平洋戦争 風媒社

遠藤　正之 金融DX、銀行は生き残れるのか 光文社
中村　恵二 最新保険業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 秀和システム
ポーポー・ポロダク
ション

ゼロからわかるオンライン&リアルのトラブルを回避 人
間関係の心理学 日本文芸社

高田　治 施設心理士から伝えたいこと 世織書房

戸塚　滝登 子どもたちの未来を創ったプログラミング教育 技術評論社
大岳　美帆 人間科学部 ぺりかん社
莊　嚴 留学生のためのシューカツブック 秀明大学出版会

北　洋輔 DCD・不器用な子も楽しめるスポーツがある社会のために 金子書房
イザベル・フィリオザ 子どもの気持ちがわかる本 かんき出版

堀川　晃菜 化学技術者・研究者になるには ぺりかん社

保谷　彰彦 生きもの毛事典 文一総合出版
佐藤　圭一 沖縄美ら海水族館はなぜ役に立たない研究をするのか? 産業編集センター

稲垣　栄洋 生き物が老いるということ 中央公論新社
ジョン・グリビン 進化論の進化史 早川書房
久保山　京子 教養のための植物学 朝倉書店

医療革命 日経ナショナルジオグ
ラフィック

対馬　ルリ子 大人の女性の心と体をととのえる更年期改善レシピ 扶桑社
三木　淳司 子どもの目を守る本 講談社

ジェームズ・ネスター BREATH 早川書房
出沢　明 こむら返り自力で克服!名医が教える最新1分体操大全 文響社
岩波　明 誤解だらけの発達障害 宝島社
谷川　多佳子 メランコリーの文化史 講談社
永田　理希 間違いだらけの風邪診療 筑摩書房

Chicchi 季節と暮らしの動物刺繡 日本ヴォーグ社

水野　仁輔 スパイスカレーの教科書 ナツメ社
Mako 大家族ごはん 成美堂出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

596 ﾀｹ

596.04 ﾋﾗ

596.22 ｶﾄ
596.63

（産業）
Z 611.3 ｵｶ
615.8

629.3

645.7

666.7 ﾅｶ
687.9 22
689.5 22
689.5 22

（芸術・美術）
Z 718 ﾑﾗ
725.5 ﾑﾗ
726.5 ﾔｽ
731
756.6

（スポーツ・諸芸）
Z 775.4 ﾐﾔ
778.2 ｶﾍ
778.7 ｵｵ

782

783.1 ﾌﾙ
786.1
793 ｵｶ

（言語）
811.2 ｴﾝ
831.1 ﾀｹ

（文学）
909.3 ｺｼ
911.3
912.7 ｸﾗ
913.4 ﾉﾅ
914.4 ｶﾓ

930.2 ｼﾖ

933.7 ﾃｲ

933.7 ﾊﾄ

973 ｲﾏ

（日本の小説）
F ｱｵ
F ｱｶ
F ｲｵ
F ｲｼ
F ｲﾂ
F ｵｵ
F ｶﾂ
F ｶﾉ
F ｸﾛ
F ｺｼ

黒木　渚 予測不能の1秒先も濁流みたいに愛してる 講談社
越谷　オサム たんぽぽ球場の決戦 幻冬舎

大沢　在昌 晩秋行 双葉社
桂　望実 残された人が編む物語 祥伝社
香納　諒一 ナイトシフト 祥伝社

伊岡　瞬 朽ちゆく庭 集英社
石田　衣良 禁猟区 集英社
逸木　裕 風を彩る怪物 祥伝社

青柳　碧人 ナゾトキ・ジパング 小学館

ラウラ・今井・メッシーナ 天国への電話 早川書房

赤川　次郎 幽霊認証局 文藝春秋

古澤　拓也 車いすでも、車いすじゃなくても、僕は最高にかっこいい。 小学館

倉本　聰 破れ星、流れた 幻冬舎
野中　哲照 那須与一の謎を解く 武蔵野書院

栗山　祐哉 新しい登山の教科書 池田書店
小川　典子 花と器の素敵な合わせ方 誠文堂新光社

円満字　二郎 漢字の使い分け図鑑 講談社
竹内　真生子 日本人のための英語発音完全教本 アスク

越高　綾乃 絵本のつぎに、なに読もう? かもがわ出版

スタンリー・カヴェル 幸福の追求 法政大学出版局

大塚　英志 シン・論 太田出版
ランニングマガジン
courir 50代・60代からのランニングBOOK ベースボール・マガジン社

建設技術研究所国土
文化研究所 水辺のプレイフルインフラ 技報堂出版

CAMP NYAN TOKYO 猫の教科書 ナツメ社

中井　穂瑞領 ヤモリ大図鑑　トカゲモドキ編 誠文堂新光社

小川　真如 日本のコメ問題 中央公論新社
農文協 農家が教える酢とことん活用読本 農山漁村文化協会

香取　薫 家庭で作れる東西南北の伝統インド料理 河出書房新社
日本ご当地パン大全 辰巳出版

平松　洋子 おあげさん パルコエンタテインメ
ント事業部

タケムラ　ダイ 冷凍食品アレンジ神レシピ大全123品+∞ 宝島社

全国空港ウォッチングガイド　[2022]改訂版 イカロス出版
講談社 東京ディズニーランド完全ガイド　2022-2023 講談社

るるぶハウステンボス　[2022] JTBパブリッシング

村松　哲文 駒澤大学仏教学部教授が語る仏像鑑賞入門 集英社
村松　薫 あなたにも描ける、本物のように美しい色鉛筆画 日本文芸社
Yas 本物そっくり!リアル絵の描き方 翔泳社

版画でオリジナル・グッズを作ろう 阿部出版
土子　民夫 知識ゼロからの日本刀入門 幻冬舎

宮本　直美 ミュージカルの歴史 中央公論新社

堀本　裕樹 猫は髭から眠るもの 幻冬舎

アビゲイル・ディーン レックスが囚われた過去に 早川書房
オクテイヴィア・E.バト
ラー 血を分けた子ども 河出書房新社

鴨　長明 絵巻で読む方丈記 東京美術
ロジャー・ジョンスン シャーロック・ホームズのすべて 集英社インターナショ

ナル
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ｺﾝ
F ｼﾊ
F ｼﾐ
F ｼﾕ
F ｿｴ
F ﾃﾗ
F ﾄｳ
F ﾄｼ
F ﾅｶ
F ﾅｶ
F ﾆｼ
F ﾆｼ
F ﾆﾀ
F ﾊﾅ
F ﾋｶ
F ﾌｼ
F ﾌﾚ
F ﾑﾗ

（小説 文庫）
X 918.6
X 918.6
X 918.6
X 918.6 13
X 933.7 ﾉｳ 4-1

X 933.7 ﾉｳ 4-2

X 943.7 ﾌﾗ
X E ﾊﾑ
X F ｲｶ 3
X F ｵｶ
X F ｶｾ 9
X F ｶﾌ
X F ｶﾗ 12
X F ｻｶ 5
X F ｼｶ 5
X F ｼﾉ 6
X F ｼﾊ 6
X F ﾀｹ 11
X F ﾅｶ 12
X F ﾆｷ
X F ﾆｼ
X F ﾌｼ
X F ﾏﾂ 5
X F ﾓﾘ
X F ﾔｽ
X F ﾔﾏ 4
X F ﾖｼ
X F ﾖｼ
X F ﾖｼ 7
X F ﾖｼ 8
X F ﾜﾀ

（日本のエッセイ）
E ｲﾉ
E ﾏﾂ
E ﾕﾒ 夢枕　獏 仰天・俳句噺 文藝春秋

今野　敏 任俠楽団 中央公論新社
柴田　哲孝 蒼い水の女 光文社
清水　杜氏彦 予感<ある日、どこかのだれかから電話が> 双葉社
朱川　湊人 揚羽の夢 光文社
そえだ　信 臼月トウコは援護りたい 早川書房
寺地　はるな カレーの時間 実業之日本社
堂場　瞬一 鷹の系譜 講談社
年森　瑛 N/A 文藝春秋
中島　京子 オリーブの実るころ 講談社
永瀬　隼介 殺し屋の息子 中央公論新社
西尾　潤 無年金者ちとせの告白 光文社
西尾　維新 掟上今日子の忍法帖 講談社
似鳥　鶏 夏休みの空欄探し ポプラ社
花村　萬月 姫 光文社
東川　篤哉 うまたん PHP研究所
藤　つかさ その意図は見えなくて 双葉社
ブレイディみかこ 両手にトカレフ ポプラ社
村田　沙耶香 信仰 文藝春秋

横溝　正史 横溝正史が選ぶ日本の名探偵　戦後ミステリー篇 河出書房新社
横溝　正史 横溝正史が選ぶ日本の名探偵　戦前ミステリー篇 河出書房新社
阿津川　辰海 逆転の切り札 朝日新聞出版

日本推理作家協会賞受賞作家傑作短編集　13 双葉社
ナオミ・ノヴィク テメレア戦記　4[上] 静山社
ナオミ・ノヴィク テメレア戦記　4[下] 静山社
H.G.フランシス イジャルコルの栄光のために 早川書房
葉室　麟 読書の森で寝転んで 文藝春秋
井川　香四郎 番所医はちきん先生休診録　3 幻冬舎
岡田　秀文 大坂の陣 双葉社
風野　真知雄 わるじい慈剣帖　9 双葉社
鏑木　蓮 見えない階 潮出版社
硝子町　玻璃 出雲のあやかしホテルに就職します　12 双葉社
坂岡　真 鬼役　5 光文社
志賀内　泰弘 京都祇園もも吉庵のあまから帖　5 PHP研究所
篠原　悠希 親王殿下のパティシエール　6 角川春樹事務所

柴田　よしき お勝手のあん　6 角川春樹事務所

竹岡　葉月 おいしいベランダ。　[11] KADOKAWA
永井　義男 秘剣の名医　12 コスミック出版
仁木　英之 モノノ怪 執 KADOKAWA
西村　京太郎 消えたトワイライトエクスプレス 祥伝社
藤井　邦夫 影忍び 光文社
松岡　圭祐 écriture新人作家・杉浦李奈の推論　5 KADOKAWA
上田　誠 四畳半タイムマシンブルース KADOKAWA
矢月　秀作 神島幻影 双葉社
山本　巧次 入舟長屋のおみわ　[4] 幻冬舎
吉森　大祐 恋のかわら版 小学館
吉田　修一 おかえり横道世之介 中央公論新社
吉岡　道夫 ぶらり平蔵　7 コスミック出版
吉岡　道夫 ぶらり平蔵　8 コスミック出版
和田　はつ子 さしみ朝膳 角川春樹事務所

井上　ひさし 客席のわたしたちを圧倒する 岩波書店
松浦　弥太郎 今日もごきげんよう マガジンハウス
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（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 210.3
K 291.7

（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 028
R 317.3 ｼﾝ 22

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
01 ｵ

03

（哲学）
14 ｽ
14 ﾊ

（社会）
38

（科学・生物・からだ）
40 2
40 ﾊ
44
48
49 ﾎ

（産業）
61 ｺ

（芸術・しゅみ）
75 ｼ

76 ﾀ

78

（日本のよみもの）
91 ｲ 2-1
91 ｳ
91 ｶ
91 ｸ
91 ｼ
91 ﾅ
91 ﾌ
91 ﾓ
91 ﾓ
91 ﾓ

（外国のよみもの）
93 ﾏ 2

（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｲ
PN ｲ
PN ｵ
PN ｸ

石崎　洋司 ひみつのおばけ一家　2-1 岩崎書店
宇佐美　牧子 はれ晴れ池をさがして ポプラ社

次良丸　忍 ばーちゃる 金の星社
中澤　晶子 ひろしまの満月 小峰書店
福田　岩緒 しゅくだいドッジボール PHP研究所
茂市　久美子 おひさまやのハンカチ 講談社
森埜　こみち すこしずつの親友 講談社

こどもくらぶ 理系の職場　2 同友館
マイク・バーフィールド きみもできるか!?天才科学者からの挑戦状 ポプラ社

畑村　洋太郎 やらかした時にどうするか 筑摩書房

高濱　正伸 おさほうえほん 日本図書センター

人事院 公務員白書　令和4年版 日経印刷

☆ 児童書 ☆

大居　雄一 13歳からの「差がつく読書術」心にささる1冊と出会える本 メイツユニバーサルコ
ンテンツ

原　ゆたか かいけつゾロリのわくわくクイズ200本ノック! ポプラ社

鈴木　宏昭 私たちはどう学んでいるのか 筑摩書房

加来　耕三 鎌倉幕府誕生と中世の真相 日経BP
せとうちスタイル　Vol.14(2022) 瀬戸内人

佐藤　理絵 部活動にうちこむ 日外アソシエーツ

宮　正樹 魚 KADOKAWA
堀川　晃菜 みんなはどう思う?感染症 くもん出版

永田　美絵 星と星座 KADOKAWA

小林　富雄 食品ロスはなぜ減らないの? 岩波書店

新宮　文明 おりがみ大図鑑 日本文芸社

侘美　秀俊
楽しくわかる!小学生のための楽譜の読み方&リズムの
きほん

シンコーミュージック・
エンタテイメント

中高生のスポーツハローワーク 学研プラス

香桃　もこ イカにんじゅつ道場 福音館書店
朽木　祥 パンに書かれた言葉 小学館

森　絵都 生まれかわりのポオ 金の星社

ウェンディ・マス タイム・ジャンパーズ　2 文響社

新井　悦子 きょうはおうちでなつまつり 岩崎書店
石川　えりこ 庭にくるとり ポプラ社
いわい　としお もりの100かいだてのいえ 偕成社
おかもと　かなこ およいでいえにかえりたい PHP研究所
くどう　れいん あんまりすてきだったから ほるぷ出版

【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
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

PN ｻ
PN ﾀ
PN ﾀ
PN ﾅ
PN ﾌ
PN ﾐ
PN ﾔ
PNC 7
PNC ﾂ

（外国のえほん）
PG ｺ
PG ﾃ
PG ﾌ
PG ﾛ

さとう　めぐみ バナナくん PHP研究所
高畠　じゅん子 なんでもかいけつ!テレビマンボルフ 教育画劇

小学館
はた　こうしろう まっくらあそびしようよ! ほるぷ出版

たなか　ひかる おばけのかわをむいたら 文響社
なかた　みちよ ほしぞらのきょうりゅうたち ひかりのくに
ふくだ　じゅんこ かきごおりおまちどおさま WAVE出版

ロバート・ブライト おばけのジョージーたからさがし 好学社
アマリア・ロウ ティトとペピータふきげんなおてがみ 永岡書店

塚本　やすし きょうは選挙の日。 汐文社

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

コーリー・R.テイバー ことりのメルおっこちる 化学同人

みやにし　たつや ちびちびパンダ 金の星社
やぶの　てんや ねんどんときょうりゅう
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