
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
022.5
Z 070 ｲｼ
（哲学・思想）
Z 147 ﾊｼ
Z 159 ｵﾀ
159 ｶﾏ
159 ｻｸ
Z 159.8 ﾎｿ
170.4 ﾓﾄ
（歴史・紀行）
Z 210.2 ﾌｼ
Z 210.3 ｾｷ
Z 210.3 ﾐｽ
210.4 ｸﾛ
Z 210.6
Z 210.6 ﾜﾀ
210.7 ﾊﾝ
Z 232.8 ｲﾉ
Z 235.3 ﾌｸ
（伝記）
289.1 ﾄｸ
Z 289.1 ﾋﾗ
Z 289.1 ﾏﾂ
289.1 ﾔﾏ
（社会科学）
Z 302.2 ｶﾄ
Z 304

304

Z 312.1 ｶﾝ
（経済）
Z 332 ｶｷ
335.5

338.1 21

Z 338.2 ﾖｺ
338.7 ｽｶ
Z 361.4 ｲﾇ
361.4 ﾊﾂ
（教育・文化）
Z 370.4 ｸﾄ
371.4 ﾏｽ
382 ﾛｽ
383.8 ｽｶ
Z 384.9 ｱｶ
388.1 ｲﾄ
（自然科学）
407

増田　史 しんどい時の自分の守り方 ナツメ社

岩波書店編集部 アカデミアを離れてみたら 岩波書店

岩崎　崇 最新独占禁止法・景表法・下請法 三修社

ノリーナ・ハーツ THE LONELY CENTURY ダイヤモンド社

工藤　勇一 学校ってなんだ! 講談社

安藤　優一郎 越前福井藩主松平春嶽 平凡社
大木　毅 「太平洋の巨鷲」山本五十六 KADOKAWA

柿埜　真吾 自由と成長の経済学 PHP研究所

福井　憲彦 物語パリの歴史 中央公論新社

小池　進 徳川忠長 吉川弘文館
萩原　淳 平沼騏一郎 中央公論新社

【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　8月 31日号　No.1

○ 一般書 ○

長田　年伸 現代日本のブックデザイン史1996-2020 誠文堂新光社
石戸　諭 ニュースの未来 光文社

関　幸彦 刀伊の入寇 中央公論新社

橋迫　瑞穂 妊娠・出産をめぐるスピリチュアリティ 集英社
織田　淳太郎 「孤独」という生き方 光文社
鎌田　實 ミッドライフ・クライシス 青春出版社
桜井　章一 瞬間は勘と愛なり さくら舎
細川　護煕 明日あるまじく候 文藝春秋
本村　のり子 神社語辞典 誠文堂新光社

藤尾　慎一郎 日本の先史時代 中央公論新社

筒井　清忠 大正史講義　文化篇 筑摩書房

水谷　千秋 女たちの壬申の乱 文藝春秋
黒田　基樹 戦国「おんな家長」の群像 笠間書院

渡辺　延志 関東大震災「虐殺否定」の真相 筑摩書房

加藤　久典 インドネシア 筑摩書房

日本経済新聞出版 株主優待ハンドブック　2021-2022年版 日経BP日本経済新聞
出版本部

菅　直人 民主党政権未完の日本改革 筑摩書房

アンデシュ・ハンセン 自由の奪還 PHP研究所
日本経済新聞社 パクスなき世界 日経BP日本経済新聞

出版本部

半藤　一利 太平洋戦争への道1931-1941 NHK出版
井上　文則 シルクロードとローマ帝国の興亡 文藝春秋

横山　和輝 日本金融百年史 筑摩書房
菅原　隆行 図解住宅ローンのしくみと新常識 ナツメ社
犬飼　裕一 世間体国家・日本 光文社

E.リード・ロス 世界の奇習と奇祭 原書房
菅　豊 鷹将軍と鶴の味噌汁 講談社
赤瀬　浩 長崎丸山遊廓 講談社
伊藤　龍平 ヌシ 笠間書院

<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】

448.9 ﾔﾉ
450 ﾆｼ
451.6 ｶﾜ
Z 467.5 ｻﾗ

X 481.7 ｳｵ

Z 481.7 ｵﾊ
483.2 ﾂﾊ
483.9
（医学）
Z 490.1 ｵｵ
Z 491.3 ｵｵ
Z 491.3 ｷﾘ
493.7
493.7 ﾀｲ
Z 493.8 ﾐﾔ
494.5 ｺﾝ
Z 498.1 ﾔﾍ

498.3 ﾀｷ

（技術）
525.1 ﾀﾅ
Z 559.7
588.5
（産業）
627.8 ｻｶ
（芸術・美術）
Z 723 ﾅｶ 2
725.6 ﾌﾙ
726.1 ﾔﾏ
762.8
Z 764.7 ｽｶ
Z 767.8 ﾁｶ
Z 778.2 ﾔﾏ
Z 779.1 ｲﾅ
（文学）
910.2 ｺﾊ
911.3 ｷｼ
929.1 ｿﾝ
933.7 ｵｺ
933.7 ﾉｳ 1
950.2 ﾆｼ
953.7 ﾃﾊ
（日本の小説）
F ｱﾍ
F ｱﾘ
F ｱﾝ
F ｳｴ
F ｵｵ
F ｵｵ
F ｵﾉ
F ｸｼ
F ｼｵ
F ﾅｶ
F ﾅｶ 3

潮谷　験 時空犯 講談社
中島　京子 やさしい猫 中央公論新社

菅原　裕子 「ボヘミアン・ラプソディ」の謎を解く 光文社

ナオミ・ノヴィク 闇の魔法学校　Lesson1 静山社
西永　良成 ヴィクトール・ユゴー言葉と権力 平凡社

稲田　和浩 江戸のいろごと 平凡社

近田　春夫 筒美京平 文藝春秋
山根　貞男 東映任俠映画120本斬り 筑摩書房

ソン　ウォンピョン 三十の反撃 祥伝社
ンネディ・オコラフォー ビンティ 早川書房

浜野　高宏 原子の力を解放せよ 集英社
石井　もと子 もっとMBA 山梨日日新聞社

境野　隆祐 長く楽しむお部屋の植物 日東書院本社

近藤　誠 がんの逆襲 エクスナレッジ
矢部　武 世界大麻経済戦争 集英社

瀧　靖之
脳医学の先生、頭がよくなる科学的な方法を教えて
下さい

日経BP

野村　総一郎 ウルトラ図解双極性障害 法研
平　孝臣 そのふるえ・イップス心因性ではありません 法研
宮坂　昌之 新型コロナワクチン本当の「真実」 講談社

大津　秀一 幸せに死ぬために 講談社
大橋　俊夫 リンパのふしぎ 筑摩書房
桐村　里紗 腸と森の「土」を育てる 光文社

小原　嘉明 本能 中央公論新社
椿　玲未 カイメン 岩波書店
樋口　大良 ヒルは木から落ちてこない。 山と溪谷社

川瀬　宏明 極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか 化学同人
更科　功 「性」の進化論講義 PHP研究所
ペーター・ヴォール
レーベン 後悔するイヌ、噓をつくニワトリ 早川書房

矢野　桂司 GIS地理情報システム 創元社

鯨井　あめ アイアムマイヒーロー! 講談社

田中　智之 超建築パース 遠近法を自在に操る26の手描き術 学芸出版社

DK社 図鑑世界の作曲家 東京書籍

中野　京子 美貌のひと　2 PHP研究所
古山　浩一 万年筆画の教科書 東京美術
ヤマザキ　マリ ムスコ物語 幻冬舎

西川　有司 トコトンやさしい地球学の本 日刊工業新聞社

中野　剛志 思想の免疫力 ベストセラーズ
岸本　尚毅 文豪と俳句 集英社

小野寺　史宜 とにもかくにもごはん 講談社

ヴィルジニー・デパント ジャスト・ライク・ヘヴン 早川書房

阿部　智里 追憶の烏 文藝春秋
有川　ひろ みとりねこ 講談社
安生　正 ホワイトバグ生存不能 宝島社
植松　三十里 万事オーライ PHP研究所

長月　達平 VIVY Prototype　3 マッグガーデン

大崎　梢 バスクル新宿 講談社
大下　英治 安藤昇 俠気と弾丸の全生涯 さくら舎
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ﾐﾅ
F ﾔﾏ
（小説 文庫）
X F ｱｷ 2
X F ｵｶ
X F ｶﾈ
X F ｸｼ
X F ﾅｶ
X F ﾋｽ
X F ﾐﾔ
（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 319

R 365.4

岡本　さとる 豆腐尽くし 幻冬舎
秋川　滝美 きよのお江戸料理日記　2 アルファポリス

南　杏子 ヴァイタル・サイン 小学館
山崎　光夫 鷗外青春診療録控 中央公論新社

中島　久枝 あしたの星 光文社
氷月　葵 仇討ち包丁 コスミック出版

金子　成人 初手柄 小学館
櫛木　理宇 灰いろの鴉 角川春樹事務所

日外アソシエーツ株
式会社 国際関係レファレンスブック 日外アソシエーツ

日外アソシエーツ株
式会社 統計図表レファレンス事典 日外アソシエーツ

宮本　紀子 雛のころ 角川春樹事務所
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）

15 ﾔ

（社会）
36
（生物・からだ）
45 ﾌ
（日本のよみもの）
91 ﾖ
（外国のよみもの）
93 7
（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｵ
PN ﾄ

PN ﾓ

PN ﾔ
（外国のえほん）
PG ﾌ ロバート・ブライト おばけのジョージーとんでいったふうせん 好学社

河出書房新社 見た目が気になる 河出書房新社

もとした　いづみ おつきみセブン 世界文化ワンダークリ
エイト

やぎ　たみこ きんたろうようちえん あかね書房

ポプラ社

斉藤　洋 アーサー王の世界　7 静山社

あさの　ますみ アニマルバスとくものうえ ポプラ社

ダン・フッカー 地球があぶない!地図で見る気候変動の図鑑 創元社

山崎　聡一郎
10代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来を
切りひらく思考

朝日新聞出版

☆ 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　8月 31日号　No.2

おおなり　修司 ことりのおまじない 絵本館
富安　陽子 ふしぎな月 理論社

吉田　道子 こずえと申す
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