
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
019.5 ｵｵ
Z 041 ﾀﾁ

（哲学・思想）
141.6 ｱﾍ
146.8 ｼﾓ
147 ﾔﾊ
148.6 ｱﾎ
150 ｶﾌ
159 ｱﾘ
159 ﾋｸ

（歴史・紀行）
210.1 1
210.1 2
Z 222.5 ｽｽ

232

X 281 ｼﾏ
290.9
291
291
291
291
292.2

（伝記）
289.1 ｶﾜ
Z 289.3 ﾉｲ

（社会科学）
Z 302.4 ﾍﾂ
Z 304 ｶｲ
312.1 ｶﾈ
Z 312.1 ﾐｳ
312.5 ｵﾊ 1
312.5 ｵﾊ 2
312.9 ﾏﾂ
316.1 ｳﾁ
Z 319 ﾐﾔ
Z 319.3 ﾋﾛ

324.6 ﾋｶ

324.7

324.7 ﾏﾂ

Z 329.2 ﾏﾂ

（経済）
335 ﾌﾗ
335.1 ｱｵ
Z 335.1 ﾀｸ
336
336.2

バラク・オバマ 約束の地　上 集英社

廣瀬　陽子 ハイブリッド戦争 講談社

打川　和男 最新個人情報保護法の基本と実務対策がよ〜くわかる本 秀和システム
宮家　邦彦 劣化する民主主義 PHP研究所

心、震える世界の旅先 枻出版社
島崎　今日子 だからここにいる 幻冬舎

川手　洋一 はるかな人たち 文芸社

ココミル函館　[2021] JTBパブリッシング

ココミル軽井沢　[2021] JTBパブリッシング

ココミル福岡　[2021] JTBパブリッシング

ココミル鹿児島　[2021] JTBパブリッシング

鄭　堆 ここはチベット 科学出版社東京

【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　3月 2日号　No.1

○ 一般書 ○

ローマ帝国 日経ナショナルジオグ
ラフィック社

中塚　武 気候変動から読みなおす日本史　1 臨川書店
中塚　武 気候変動から読みなおす日本史　2 臨川書店
鈴木　貞美 満洲国 平凡社

大橋　崇行 中高生のための本の読み方 ひつじ書房
立花　隆 サピエンスの未来 講談社

阿部　修士 あなたはこうしてウソをつく 岩波書店
下園　壮太 自衛隊メンタル教官が教える心をリセットする技術 青春出版社
矢作　直樹 「自然死」のすすめ 扶桑社
アポロン山崎 アポロン山崎の「とーとつにエジプト神」占い KADOKAWA
マルクス・ガブリエル マルクス・ガブリエル新時代に生きる「道徳哲学」 NHK出版
有川　真由美 みるみる幸運体質になる!「自分ほめ」 秀和システム
樋口　裕一 「嫌い」の感情が人を成長させる さくら舎

東向　勲
70歳までに知っておきたい!認知症でも困らない財産管理
の方法 同友館

高橋　昌一郎 フォン・ノイマンの哲学 講談社

開沼　博 日本の盲点 PHP研究所
金子　勝 人を救えない国 朝日新聞出版

別府　正一郎 アフリカ 人類の未来を握る大陸 集英社

バラク・オバマ 約束の地　下 集英社
松本　利秋 知らないではすまされない地政学が予測する日本の未来 SBクリエイティブ

三浦　瑠麗 日本の分断 文藝春秋

笹川　豪介 Q&Aでわかる!デジタル遺産の相続 きんざい

松原　昌洙
図解実家の相続、今からトラブルなく準備する方法を不動
産相続のプロがやさしく解説します!

クロスメディア・パブ
リッシング

松竹　伸幸 <全条項分析>日米地位協定の真実 集英社

ララ・ブライアン 図解はじめて学ぶみんなのビジネス 晶文社
青柳　仁士 小さな会社のSDGs実践の教科書 翔泳社
田口　佳史 渋沢栄一に学ぶ大転換期の乗り越え方 光文社
藤屋　伸二 ドラッカーの教え見るだけノート 宝島社
暦本　純一 妄想する頭 思考する手 祥伝社

<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】

336.2 ﾌｼ
Z 336.4 ｼﾗ
361.4 ﾀｲ
361.4 ﾄｷ

361.5

366.3
367.1 ｿﾙ
367.1 ﾊﾀ
Z 367.3 ｼﾏ

367.7 ｴﾋ

367.9 ｻｶ

（教育・文化）
374.1
376.1 ｱﾍ
376.1 ﾀｷ

377.9

378.2 ﾄﾖ

380.1 ｼﾑ

383.8 ｼｶ
Z 385.6 ﾀｶ
388.9 ｼﾏ

（自然科学）
429.6 ｺｵ
430.2 ｻﾏ
469.4 ﾐｿ
471.3 ﾀﾅ
474.7 ｶﾈ

480

486.7 ｽｲ

（医学）

493.2 ﾔﾏ

493.9
Z 493.9 ﾐｲ
Z 497.9 ｺﾄ
498.5
498.6 ｷﾀ

（技術）
501.8 2

516.2 ﾀｹ
518.8
518.8
518.8 ｱｲ
521.8
527 ﾐｽ
527.1
528 ﾎﾘ

529 ﾏｺ

Z 539 ﾔﾏ
Z 543.5 ｿｴ
547.4 ｼｽ 鎮目　博道 「動画制作」プロの仕掛け52 日本実業出版社

山本　昭宏 原子力の精神史 集英社

堀野　和人 図解住まいの設備設計 学芸出版社
Catherine McCormack 名画を見上げる 誠文堂新光社

水越　美枝子 理想の暮らしをかなえる50代からのリフォーム 大和書房
area045 最高の二世帯住宅をデザインする方法 エクスナレッジ

饗庭　伸 平成都市計画史 花伝社
加藤　朝胤 よみがえる白鳳の美 朝日新聞出版

日本建築学会 生きた景観マネジメント 鹿島出版会
忽那　裕樹 図解パブリックスペースのつくり方 学芸出版社

ナガオカ　ケンメイ LONG LIFE DESIGN　2 D&DEPARTMENT
PROJECT

武田　元秀 美しき鉄道橋の世界 天夢人

ベルナール・ラウース 香りで料理を科学するフードペアリング大全 グラフィック社

三池　輝久 赤ちゃんと体内時計 集英社
五島　朋幸 死ぬまで嚙んで食べる 光文社

田中　修 かぐわしき植物たちの秘密 山と溪谷社

山下　武志
専門医が教える動悸・息切れ・胸の痛みが気になったら最
初に読む本 あさ出版

今井　孝成 こどものアレルギー基礎BOOK 日東書院本社

トーマス・シーリー 野生ミツバチの知られざる生活 青土社

藤井　孝一 すぐ動けない人のための時間割仕事術 朝日新聞出版
白河　桃子 働かないおじさんが御社をダメにする PHP研究所
メンタリストDaiGo 超影響力 祥伝社
トキワ　エイスケ 悪者図鑑 自由国民社
日文研大衆文化研究
プロジェクト 日本大衆文化論アンソロジー 太田出版

野原　蓉子 ハラスメント大全 青春出版社
レベッカ・ソルニット わたしたちが沈黙させられるいくつかの問い 左右社
畠山　雄二 エマ・ワトソンの国連スピーチを英語で読む 開拓社
島田　裕巳 いつまでも親がいる 光文社

海老原　佐江子
家族に迷惑をかけたくないあなたが認知症になる前に準
備しておきたいこと WAVE出版

酒井　順子 処女の道程 新潮社

樋口　万太郎 密にならないクラスあそび120 学陽書房
阿部　直美 0〜5歳児保育の手あそび ひかりのくに
瀧川　光治 0〜5歳児春夏秋冬環境づくりすぐに使える378のアイディア ひかりのくに
就活塾キャリアアカデ
ミー 就職活動1冊目の教科書 KADOKAWA

豊田　直子 動画で学ぶやさしい手話 日本文芸社

志村　真幸 熊楠と幽霊 集英社インターナショ
ナル

鹿谷　勲 茶粥・茶飯・奈良茶碗 淡交社
高橋　繁行 土葬の村 講談社
島添　貴美子 民謡とは何か? 音楽之友社

北川　扶生子 結核がつくる物語 岩波書店

添田　孝史 東電原発事故10年で明らかになったこと 平凡社

郡　和範 「ニュートリノと重力波」のことが一冊でまるごとわかる ベレ出版
左巻　健男 世界史は化学でできている ダイヤモンド社

金子　繁 大きな森のミクロな世界 近代出版
ゆかいなどうぶつ編
集部 どうぶつたちのメルヘンな世界 マイウェイ出版

溝口　優司 私の顔はどうしてこうなのか 山と溪谷社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

547.4 ﾔﾏ
570.2 ﾀｼ

（家政）
590
590 31
591 ｳﾁ
593.3 ｷﾖ

594

594.2 ｱﾝ
594.3
596 ﾊｼ
596 ﾛｺ
596.4 ﾌﾙ
596.65
596.65
596.65 ｵｷ

596.65 ｽｽ

596.65 ﾃﾇ
596.7

（産業）
Z 601.1 ﾊｶ
626.9 ﾆﾂ
645.7
675 ﾋﾉ

681.6

683.2 ﾊﾀ

（芸術・美術）
721.2 ｲﾄ
721.9
724.3 ﾔﾏ
743.5 ｻｻ
748 ﾏｴ
749 ﾅｶ
753.3
753.8 ﾕﾉ
754.9 ｲｼ
754.9 ﾂｷ
757.3 ｲﾝ
767.8
767.8

（スポーツ・諸芸）
Z 780 ｱｼ

782.4 ﾖｼ

783.7 21

Z 783.7 ｵｵ
786 ﾊｾ
788.2 ｲﾁ
791.6 ｲｲ

（言語）
801.7 22
834 ｳｵ

ベースボール・マガジ
ン社 ベースボール・レコード・ブック　2021 ベースボール・マガジ

ン社

太田　俊明 沢村栄治 文藝春秋

通訳者・翻訳者になる本　2022 イカロス出版
リサ・ヴォート 新発見!魔法の英単語 Jリサーチ出版

長谷部　雅一 アウトドアファブリック大全 グラフィック社
市瀬　英俊 誰も知らなかったジャイアント馬場 朝日新聞出版
飯島　照仁 水屋の研究 淡交社

pen+ CCCメディアハウス

葦原　一正 日本のスポーツビジネスが世界に通用しない本当の理由 光文社

吉田　孝久 跳躍 ベースボール・マガジ
ン社

ジャニス・ジョプリン 河出書房新社

月本　せいじ 4つのカタチが楽しい立体ポップアップカード グラフィック社
ingectar‐e COLOR DESIGN KADOKAWA

柚木　沙弥郎 柚木沙弥郎のことば グラフィック社
いしばし　なおこ 春夏秋冬のイベントを楽しむいしばしなおこの季節の折り紙 ブティック社

中村　恵二 最新印刷業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 秀和システム
前田　慎司 遊牧民と村々のラグ グラフィック社

佐々倉　実 60歳からの鉄道写真入門 天夢人
前田　春人 闘争の時代 未來社

八柳　サエ 松井冬子 平凡社
山中　俊明 基本が身につく油絵レッスン ナツメ社

伊藤　大輔 鳥獣戯画を読む 名古屋大学出版会

ロジ・ソリューション株
式会社

物流業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教
科書 技術評論社

畑本　郁彦 内航海運概論 成山堂書店

主婦の友社 ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる本 主婦の友社

にゃっぷる 昭文社
日野　佳恵子 女性たちが見ている10年後の消費社会 同文舘出版

葉上　太郎 47都道府県の底力がわかる事典 文藝春秋
新田　穂高 自然菜園で育てる健康野菜 宝島社

暮らしのおへそ　Vol.31 主婦と生活社
内山　貴博 お金の使い方テク 朝日新聞出版
清松　加奈子 子ども服の教科書 新星出版社

山之内　真 親子で楽しく学べる人気YouTube動画の作り方 秀和システム
田島　慶三 最新化学業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 秀和システム

COTTON FRIEND Kids!for schoolハンドメイドでそろえ
る通園・通学グッズ ブティック社

ローラ・アンジェル バルジェロ刺繡 グラフィック社
朝日新聞出版 5種類のコットン糸で編む一年中のニット小物 朝日新聞出版
橋本　彩 ぽんこつ主婦のこっそりラクして絶品ごはん KADOKAWA
ろこ 3STEP冷凍コンテナごはん 徳間書店
フルタニ　マサエ こどものおいしいおべんとう 辰巳出版
上川　典子 <公式>ダウントン・アビーアフタヌーンティーレシピ ホビージャパン

人気定番スイーツの基礎BOOK アップルミンツ
荻田　尚子 ホットケーキミックスで愛されお菓子 学研プラス

鈴木　文 世界のおやつ パイインターナショナ
ル

てぬキッチン もっと!魔法のてぬきおやつ ワニブックス
Liquid Liquid カクテルをたしなむ人のレッスン&400レシピ 日本文芸社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（文学）
902.3 ｺﾝ
910.2
910.2 ｷﾑ
910.2 ﾔﾏ
916 ｵｶ
929.1 ｸ
933.7 ｳｲ
933.7 ｸﾛ
933.7 ﾌｲ
933.7 ﾜﾄ
963 ﾊｿ

（日本の小説）
F ｱｵ

F ｱﾏ

F ｲｽ 10
F ｵｵ
F ｵｶ
F ｵｻ
F ｵﾝ
F ｶﾜ
F ｺｱ

F ｻｴ

F ｻｶ
F ｻﾄ
F ﾂﾂ
F ﾄｵ
F ﾖｼ

（小説 文庫）
X 911.5 ｷﾝ 2
X 943.7 ﾏﾙ
X E ｵｶ
X F ｱｵ
X F ｱｻ
X F ｱﾘ
X F ｲｽ
X F ｲﾏ
X F ｳｴ 3
X F ｶｾ 5
X F ｺｽ
X F ｻｴ
X F ﾀｶ
X F ﾀｶ 10
X F ﾅｲ
X F ﾊﾀ
X F ﾋﾕ 10
X F ﾓﾁ 2
X F ﾕｳ
X F ﾖｼ

（日本のエッセイ）
E ｷﾑ
E ｾﾄ
E ﾀﾏ
E ﾊﾝ 半藤　一利 歴史探偵忘れ残りの記 文藝春秋

瀬戸内　寂聴 老親友のナイショ文 朝日新聞出版
玉村　豊男 明けゆく毎日を最後の日と思え 天夢人

木村　草太 憲法学者の思考法 青土社

吉川　英梨 イエロー・エンペラー 宝島社

望月　麻衣 満月珈琲店の星詠み　[2] 文藝春秋
柳　美里 JR品川駅高輪口 河出書房新社

秦本　幸弥 新入社員、社長になる 小学館
日向　夏 薬屋のひとりごと　10 主婦の友インフォス

高田　郁 あきない世傳金と銀　10 角川春樹事務所

内藤　了 ネスト・ハンター 祥伝社

佐伯　泰英 三つ巴 文藝春秋
高井　忍 新説東洲斎写楽 文芸社

風野　真知雄 わるじい慈剣帖　5 双葉社
小杉　健治 生きてこそ 祥伝社

今村　翔吾 立つ鳥の舞 角川春樹事務所

上田　秀人 勘定侍柳生真剣勝負　3 小学館

有馬　美季子 食いだおれ同心 祥伝社
泉　ゆたか 猫まくら 実業之日本社

筒井　康隆 ジャックポット 新潮社
遠田　潤子 紅蓮の雪 集英社

坂口　安吾 残酷な遊戯・花妖 春陽堂書店
佐藤　究 テスカトリポカ KADOKAWA

小嵐　九八郎 走れ、若き五右衛門 講談社

佐伯　琴子 心臓に針を 日経BP日本経済新聞
出版本部

川瀬　七緒 ヴィンテージガール 講談社

尾崎　世界観 母影 新潮社
恩田　陸 灰の劇場 河出書房新社

太田　忠司 和菓子迷宮をぐるぐると ポプラ社
岡部　えつ 気がつけば地獄 KADOKAWA

天津　佳之 利生の人 日経BP日本経済新聞
出版本部

イスラーフィール 淡海乃海 水面が揺れる時　10 TOブックス

碧野　圭 書店員と二つの罪 PHP研究所

我らの山田風太郎 河出書房新社
岡嶋　裕史 大学教授、発達障害の子を育てる 光文社

原　豊二 「女」が語る平安文学 和泉書院
木村　朗子 妄想古典教室 青土社

近藤　健児 絶版新書交響楽 青弓社

ク　作家 そこに行けばいいことがあるはず ワニブックス
ローレン・ウィルキンソン アメリカン・スパイ 早川書房
ローレン・グロフ 丸い地球のどこかの曲がり角で 河出書房新社
ジュリア・フィリップス 消失の惑星(ほし) 早川書房
コリン・ワトソン ロンリーハート・4122 論創社
フェルナンド・デル・パソ 帝国の動向 水声社

吉川　永青 ぜにざむらい 朝日新聞出版

銀色　夏生 ひとりが好きなあなたへ　2 幻冬舎

蒼月　海里 地底アパートの最後の訪問者 ポプラ社
あさの　あつこ 鬼を待つ 光文社

クルト・マール エリュシオン脱出 早川書房
小川　糸 グリーンピースの秘密 幻冬舎
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

E ﾑﾚ

（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 756.7

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
03 ｽ

（社会）
33 ｲ 13
33 ｲ 14
36 ｲ
36

37 1

37 2

37 3

（生物・からだ）
48 3
48 ｼ 2
49 2
49 3

（技術）
59 1
59 3

（産業）
62
62

（日本のよみもの）
91 ｲ
91 ｲ
91 ｶ
91 ｸ
91 ｻ
91 ﾅ
91 ﾊ
91 ﾐ

（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｱ
PN ｱ
PN ｲ
PN ｲ
PN ｳ
PN ｳ
PN ｵ
PN ｶ
PN ｷ

櫻井　とりお 図書室の奥は秘密の相談室 PHP研究所
名木田　恵子 ちびっと!マーメイド ポプラ社
濱野　京子 Mガールズ 静山社
宮下　すずか でんごんゲーム くもん出版

安房　直子 つるの家 金の星社
あきやま　ただし はらすきー 講談社

柏葉　幸子 モンスター・ホテルでおばけやしき 小峰書店

いとう　みく あしたの幸福 理論社

朽木　祥 さくら村は大さわぎ 小学館

いとう　みく 1ねん1くみの女王さま 学研プラス

渡辺　信吾 イラストでわかる日本の甲冑 マール社

☆ 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　3月 2日号　No.2

有吉　直美 服育ナビ!　1 鈴木出版

柴田　佳秀 変身する生きものずかん　2 鈴木出版

佐藤　昭裕 知っておきたい!新しい生活様式　3 あかね書房

池　享 列島の戦国史　5 吉川弘文館

稲葉　茂勝 SDGsのきほん　14 ポプラ社
井手　英策 ふつうに生きるって何?

群　ようこ これで暮らす KADOKAWA

杉村　喜光 モノのなまえ事典 ポプラ社

稲葉　茂勝 SDGsのきほん　13 ポプラ社

毎日新聞出版
国崎　信江 防災学習ガイドもしものときにそなえよう台風・豪雨 金の星社
NHK「いじめをノックア
ウト」制作班 いじめをノックアウト　1 NHK出版
NHK「いじめをノックア
ウト」制作班 いじめをノックアウト　2 NHK出版
NHK「いじめをノックア
ウト」制作班 いじめをノックアウト　3 NHK出版

今泉　忠明 日本の固有種　3 汐文社

佐藤　昭裕 知っておきたい!新しい生活様式　2 あかね書房

佐藤　靖明 バナナ 農山漁村文化協会

竹内　誠人 パイナップル 農山漁村文化協会

プロから学ぶ修理ずかん　3 フレーベル館

新井　洋行 すきなことにがてなこと くもん出版
いとう　ひろし うみがめのおじいさん 講談社
石津　ちひろ おにぎり! 小峰書店
内田　麟太郎 ぴぽん 鈴木出版
内田　麟太郎 ひばりに アリス館
おおの　こうへい パンダどうぶつえん PHP研究所
片山　令子 おねぼうさんはだあれ? 学研プラス
北村　人 カシャッ! ポプラ社

P.5



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

PN ｷ
PN ｺ
PN ｼ
PN ｿ
PN ﾀ
PN ﾀ
PN ﾆ
PN ﾌ
PN ﾏ
PN ﾐ
PN ﾖ
PN ﾜ
PNC 7
PNC 8

（外国のえほん）
PG ｵ

PG ｷ
PG ｹ
PG ｺ
PG ｼ

PG ﾂ

PG ﾊ
PG ﾌ
PG ﾍ
PG ﾎ
PG ﾘ

PG ﾘ

（紙芝居）
S ｲ
S ﾀ

デイビッド・リッチ
フィールド クマとこぐまのコンサート ポプラ社

もとした　いづみ かきやまぶし 講談社
たむら　しげる おおきなキャンドル馬車にのせ 偕成社
二宮　由紀子 だんごどっこいしょ ひかりのくに
ふじい　ようこ 5ひきの子ぶた 出版ワークス

クリス・ホートン もしかして… BL出版
トム・リヒテンヘルド くまのルイス BL出版

ソフィー・ブラッコール 地球のことをおしえてあげる 鈴木出版
ジーニー・ベイカー めぐりめぐる ポリフォニープレス

エイナット・ツァルファ
ティ アパートのひとたち 光村教育図書

リサ・パップ わたしはあなたをしんじてる WAVE出版

ふしみ　みさを ヘビと船長 BL出版
リナ・シン 111本の木 光村教育図書

きくち　ちき でんしゃくるかな? 福音館書店
五味　太郎 まだまだまだまだ 偕成社
柴田　ケイコ にくにくしろくま PHP研究所
そうま　こうへい ハナペタン フレーベル館

松谷　みよ子 いないいないばあ 童心社
みやにし　たつや ちかてつサブちゃん ほるぷ出版
ヨシダ　リュウタ ふきだしのフッキー PHP研究所

早乙女　勝元 三月十日のやくそく 童心社
えざわ　みずほ ゆびでつんつん 童心社

渡辺　鉄太 ぱくぱくはんぶん 福音館書店
近藤　薫美子 かなしみのぼうけん ポプラ社
安野　光雅 しりとり 福音館書店

マーシー・キャンベル エイドリアンはぜったいウソをついている 岩波書店
ヘザー・ゲイル ホオナニ、フラおどります さ・え・ら書房

ウィルバート・オード
リー 映画きかんしゃトーマスおいでよ!未来の発明ショー! ポプラ社
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