
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.1 ｶﾜ
007.1 ﾀﾏ
007.1 ﾐﾂ
007.3 ﾅｶ
021.4 ﾂﾉ

（哲学・思想）
Z 104 ｶﾌ
Z 104 ﾔﾏ
Z 135.5 ﾁﾊ
141.5 ﾌｱ
141.6 ﾔﾏ
146.8 ﾏﾂ
Z 159.7 ﾅｶ
159.7 ﾜﾀ
159.7 ﾜﾀ
164 ｵｷ
172 ﾀｶ
175.9 ｶﾀ

（歴史・紀行）
204 1

204 2

204 3

204 ﾌｶ
209 ﾂﾉ
Z 210.2 ﾈｷ
Z 210.4
Z 210.4 ﾌｼ
Z 210.4 ﾎﾝ
210.6
227.4 ｵｶ
233 ﾃｲ
291
291
291
Z 291.2 ｼﾓ

（伝記）
Z 288.4 ﾓﾘ
289.1 ｳｴ
289.1 ｻｲ

（社会科学）
302.2
Z 304
Z 312.1 ﾂﾂ
312.1 ﾆｼ
316.1
319.1 ﾅｶ
324 ｼｵ

三津村　直貴 図解まるわかりAIのしくみ 翔泳社
中澤　佑一 インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル

ジャン=クリスティア
ン・プティフィス 世界史を変えた40の謎　下 原書房

深井　龍之介 歴史思考 ダイヤモンド社

中央経済社
津野　海太郎 編集の提案 黒鳥社

マルクス・ガブリエル わかりあえない他者と生きる PHP研究所
山野　弘樹 独学の思考法 講談社
千葉　雅也 現代思想入門 講談社

【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

2022年 4月 20日号　No.1

○ 一般書 ○

川村　秀憲 AI研究者と俳人 dZERO
玉城　絵美 BODY SHARING 大和書房

チャールズ・ファニーハフ おしゃべりな脳の研究 みすず書房
山竹　伸二 共感の正体 河出書房新社
松村　亜里 誰もが幸せに成長できる心理的安全性の高め方 WAVE出版
中村　桂子 老いを愛づる 中央公論新社
和田　秀樹 80歳の壁 幻冬舎
和田　秀樹 70代で死ぬ人、80代でも元気な人 マガジンハウス

沖田　瑞穂 すごい神話 新潮社
高野　信治 神になった武士 吉川弘文館
片山　直子 京都たのしい社寺さんぽ 朝日新聞出版

ジャン=クリスティア
ン・プティフィス 世界史を変えた40の謎　上 原書房
ジャン=クリスティア
ン・プティフィス 世界史を変えた40の謎　中 原書房

藤田　達生 戦国日本の軍事革命 中央公論新社

津野田　興一 「なぜ!?」からはじめる世界史 山川出版社
根岸　洋 縄文と世界遺産 筑摩書房
山田　徹 鎌倉幕府と室町幕府 光文社

本郷　和人 「合戦」の日本史 中央公論新社
皓星社編集部 <記憶の継承>ミュージアムガイド 皓星社
小笠原　弘幸 ハレム 新潮社
フレデリック・テイラー 一九三九年誰も望まなかった戦争 白水社

まっぷる 広島・宮島　'23 昭文社
るるぶ 伊勢志摩　'23 JTBパブリッシング

るるぶ 東北　'23 JTBパブリッシング

下川　裕治 「おくのほそ道」をたどる旅 平凡社

森　暢平 天皇家の恋愛 中央公論新社
今福　匡 図説上杉謙信 戎光祥出版
伊東　成郎 斎藤一 京都新選組四番隊組頭 河出書房新社

西田　亮介 ぶっちゃけ、誰が国を動かしているのか教えてください 日本実業出版社

園田　茂人 はじめて出会う中国 有斐閣
ユヴァル・ノア・ハラリ コロナ後の未来 文藝春秋
筒井　清忠 天皇・コロナ・ポピュリズム 筑摩書房

田中　浩之 60分でわかる!改正個人情報保護法超入門 技術評論社
長尾　たかし 永田町中国代理人 産経新聞出版
潮見　佳男 民法 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】

Z 327.8
329

（経済）
Z 333.6 ｵｵ
335 ｵｵ
336.4
336.9
Z 336.9 ﾀﾅ
366.2 ｻｶ
Z 367.2 ｱｷ
367.3 ﾄﾅ
Z 367.9 ｶﾝ

（教育・文化）
371.4 ﾇﾏ
373.4
Z 375.4 ｻﾏ
376.1
Z 376.4 ｵｵ
378
379.9 ﾔﾏ
380.1 ｺﾝ
386.1 ｼﾌ
388 ﾊｽ
Z 395.3 ｸﾏ

（自然科学）
Z 417 ｽｶ
417.1 ﾄﾘ
420.4
Z 440.2 ｲｹ
453 ﾅﾝ
455.8 ﾔｷ
471.7 ﾌｸ
481.3 ｲﾘ

（医学）

491.6 ｵｸ

Z 493.1 ﾌｸ
493.6

493.7 ｵﾜ

493.8 ﾅｶ

Z 493.8 ﾅｶ
Z 493.8 ﾐﾔ
Z 498.3 ｲｹ
498.6
498.6 ｺﾊ 5
X 498.6 ｽﾉ

（技術）
510.9 ﾐｶ
520
523.1
523.1 ｶｲ
525.1
Z 547.4 ﾌﾙ
548.2

渋谷　申博 日本の暮らしと信仰365日 G.B.
ミシェル・パストゥロー 一角獣の文化史百科 原書房
熊本　博之 辺野古入門 筑摩書房

宮田　美恵子 障がいのある子の安全教育と対策 晃洋書房
山口　謠司 一生使える国語力 笠間書院
今野　圓輔 柳田國男先生随行記 河出書房新社

高橋　一雄 僕に方程式を教えてください 集英社
玉田　大 国際法 有斐閣

大村　大次郎 お金で読み解く世界のニュース PHP研究所
大杉　潤 定年ひとり起業　マネー編 自由国民社
みらいコンサルティング 図解でスッキリわかる高年齢者雇用の実務ポイント 清文社
川本　淳 はじめて出会う会計学 有斐閣
田中　靖浩 会計と経営の七〇〇年史 筑摩書房
坂下　仁 40代からは「稼ぎ口」を2つにしなさい ダイヤモンド社
秋山　千佳 東大女子という生き方 文藝春秋
オルナ・ドーナト 母親になって後悔してる 新潮社
菅野　久美子 ルポ女性用風俗 筑摩書房

おおた　としまさ ルポ名門校 筑摩書房

沼田　晶弘 もう「反抗期」で悩まない! 集英社
給付型奨学金研究会 大学進学のための“返さなくてよい”奨学金ガイド 産学社
左巻　健男 こんなに変わった理科教科書 筑摩書房
秋山　宏次郎 保育で取り組むSDGs 新星出版社

菅原　琢 データ分析読解の技術 中央公論新社
鳥越　規央 世の中は奇跡であふれている WAVE出版
川村　康文 世界はこうしてできている美しい物理のしくみ 西東社
池内　了 江戸の宇宙論 集英社
楠城　一嘉 地震と火山と防災のはなし 成山堂書店
八木　浩司 図説空から見る日本の地すべり・山体崩壊 朝倉書店
福島　健児 食虫植物 岩波書店
入倉　隆 奇想天外な目と光のはなし 雷鳥社

中村　祐輔 ゲノムに聞け 文藝春秋

奥田　昌子
日本人の「遺伝子」からみた病気になりにくい体質のつ
くりかた 講談社

福冨　友馬 大人の食物アレルギー 集英社
50代からの骨粗鬆症対策の献立 オレンジページ

尾渡　順子 認知症の人を元気にする言葉かけ・不安にさせる言葉かけ 中央法規出版

中西　貴之 今だから知りたい新型コロナウイルス感染症治療薬 技術評論社

宮坂　昌之 新型コロナの不安に答える 講談社
池田　清彦 病院に行かない生き方 PHP研究所
鳥越　皓之 コロナ時代の仕事・家族・コミュニティ ミネルヴァ書房
小林　よしのり ゴーマニズム宣言SPECIALコロナ論　5 扶桑社
ジョン・スノウ コレラの感染様式について 岩波書店

三上　美絵 土木技術者になるには ぺりかん社
中山　繁信 建築ってなんだ? オーム社
山崎　泰寛 現代建築 フィルムアート社

甲斐　みのり 歩いて、食べる京都のおいしい名建築さんぽ エクスナレッジ
小松　義典 建築の環境 理工図書
古田　雄介 ネットで故人の声を聴け 光文社
I O編集部 PCパーツの選びかた 工学社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

588.5 ﾜﾀ

589.2 22-1

（家政）
590
590.4 ｱﾎ
590.4 ﾀﾗ
590.4 ﾊﾔ
591 ﾓﾘ
593.3
593.3 ｶﾈ
593.3 ｺｱ

593.3 ﾖｼ

593.8 ｼﾊ
594 ｲｼ
594 ﾐｽ
596 ｲﾁ
596 ｲﾁ
596 ﾊﾔ
596 ﾖｼ
Z 596.04 ｺｲ
596.23 ﾜｶ
596.3 ｲｹ
596.65 ｶﾈ

596.7

599.3

（産業）
611.1
615.7 ﾖｼ
627.7 ｽｽ
646.9 ｲﾜ

648.1 ﾑｶ

675 ｻｸ

681.3 ﾋﾛ
686.2 ｵｵ
694.6 22

（芸術・美術）
Z 726.1 ｵｵ
748 ﾄﾓ
757.3
762.1
762.1 ﾐﾔ

771.7

772.1 ﾜｶ
778 ﾑﾗ
778 ﾜﾀ 3
778.2 ﾆｼ

（スポーツ・諸芸）
783.1 ﾀｶ
Z 783.4
786.5 ﾀﾑ

吉田　太郎 土が変わるとお腹も変わる 築地書館

大人のこなれワンピース 日本ヴォーグ社

金子　俊雄 パタンナー金子俊雄のカジュアルなメンズ服 日本ヴォーグ社

Quoi?Quoi? エブリデイサロペット 文化学園文化出版局

吉田　三世
世界一わかりやすい1g=0.5円からの古きもので作る洋
服と小物 ワニブックス

柴田　理恵 柴田理恵のきもの好日 平凡社

渡辺　順子 語れるワイン 日経BP日本経済新聞
出版本部

大人になったら、着たい服　2022春夏 主婦と生活社

石川　ゆみ しましまとみずたまでつくる小物 扶桑社

エコでやさしい暮らし 扶桑社
あぽん 捨てて気楽に暮らす! KADOKAWA
多良　美智子 87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし すばる舎
早川　ユミ くらしがしごと 扶桑社
森永　卓郎 長生き地獄にならないための老後のお金大全 KADOKAWA

水野　佳子 サイズが選べる犬のコート 文化学園文化出版局

市瀬　悦子 これならもう一品作れそう サンマーク出版

市瀬　悦子 仕込み5分の漬けとく献立 オレンジページ
早川　ユミ 畑ごはん 文化学園文化出版局

吉田　靖彦 和食の「たれ・合わせ調味料」 旭屋出版
小泉　武夫 北海道を味わう 中央公論新社
若山　曜子 フランス仕込みのキッシュとタルト KADOKAWA
池田　航 たまごだらけの癒しレシピ KADOKAWA
兼子　有希 檸檬とラクダの発酵菓子 文化学園文化出版局

片倉　康博 飲食店のためのドリンクの教科書カスタマイズ・バイブル メイツユニバーサルコ
ンテンツ

黄川田　としえ つくりおき&つくりわけ幼児食 朝日新聞出版

中塚　雅也 地域人材を育てる手法 農山漁村文化協会

櫻井　大輔 なぜ、人と仕事に困っているのにSNSを始めないんですか?
ディスカヴァービジネ
スパブリッシング

広瀬　一隆 誰も加害者を裁けない 晃洋書房

鈴木　満男 温暖化に負けない!バラ栽培のすべて NHK出版
岩波　金太郎 はじめての自然養蜂 農山漁村文化協会

向井　智香 ヨーグルトの本 エムディエヌコーポ
レーション

大海　一雄 神戸の鉄道物語 公人の友社
スマホで困ったときに開く本　2022-2023 朝日新聞出版

大塚　英志 大東亜共栄圏のクールジャパン 集英社
土門　拳 土門拳の風貌 クレヴィス
ティム・トラヴィス 色彩のデザイン図鑑 東京書籍
小澤　俊夫 小澤征爾、兄弟と語る 岩波書店
宮川　彬良 「アキラさん」は音楽を楽しむ天才 NHK出版
東京アニメ・声優 & e
スポーツ専門学校 キミにもなれる!声優 つちや書店

若本　規夫 若本規夫のすべらない話 主婦の友インフォス

村田　晃嗣 映画はいつも「眺めのいい部屋」 ミネルヴァ書房
和田　誠 お楽しみはこれからだ　PART3 国書刊行会
西村　雄一郎 君は「七人の侍」を見たか? ヒカルランド

高田　真希 苦しいときでも、一歩前へ! KADOKAWA
小山　淳 弱くても稼げます 光文社
田村　浩 自転車キャンプ大全 技術評論社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（言語）
810.4 ｻｲ
814.4 ﾆｼ
821.2 ｵﾁ
829.1 ﾄﾘ

（文学）
910.2 ｲｼ
911.1 ﾅｶ
912.6 ｲｼ
929.1 ｷﾑ
933.7
933.7 ｸｱ
933.7 ｸﾂ

933.7 ﾌｲ

956 ｸｼ
973 ﾌﾂ

（日本の小説）
F ｱｻ
F ｲｼ
F ｲﾉ
F ｳﾀ 2
F ｻｶ
F ｼﾗ
F ﾀｶ
F ﾀｶ
F ﾅｶ
F ﾈｼ
F ﾌｶ
F ﾏﾂ 9
F ﾏﾘ
F ﾑﾗ
F ﾓﾘ
F ﾔﾏ
F ﾔﾏ
F ﾕｽ
F ﾕｽ

（小説 文庫）
X 918.6
X 918.6
X 918.6
X 933.7 ｶﾂ 1
X 933.7 ｶﾂ 2
X 933.7 ﾗﾑ
X 953.7 ﾃｲ 1
X 953.7 ﾃｲ 2
X F ｱｷ 3
X F ｱﾏ
X F ｶﾄ 3
X F ｻﾜ 7
X F ﾀﾅ
X F ﾄｶ 3
X F ﾅﾙ
X F ﾊﾀ 18
X F ﾏﾂ 12
X F ﾑﾛ

永井　紗耶子 女人入眼 中央公論新社
ねじめ　正一 泣き虫先生

白尾　悠 ゴールドサンセット 小学館
高瀬　隼子 おいしいごはんが食べられますように 講談社
高田　崇史 QED神鹿の棺 講談社

井上　荒野 生皮 朝日新聞出版
歌田　年 紙鑑定士の事件ファイル　[2] 宝島社
坂木　司 ショートケーキ。 文藝春秋

ダイアン・クック 人類対自然 白水社

あさの　あつこ 彼女が知らない隣人たち KADOKAWA
石田　衣良 心心 KADOKAWA

スコット・フィッツジェラ
ルド 最後の大君 中央公論新社

カミーユ・クシュネル ファミリア・グランデ 柏書房
ディーノ・ブッツァーティ 動物奇譚集 東宣出版

キム　ヘジョン ファンタスティックガール 小学館
ブルームズベリー社 ハリー・ポッターと魔法の歴史 静山社
クワイ・クァーティ ガーナに消えた男 早川書房

アジュマ

落合　淳思 漢字字形史字典 東方書店
トリリンガルのトミ ハングルの覚えかた図鑑 ソシム

石原慎太郎と日本の青春 文藝春秋
永田　和宏 あの胸が岬のように遠かった 新潮社

新日本出版社
深町　秋生 ファズイーター 幻冬舎
茉雪　ゆえ 指輪の選んだ婚約者　9 一迅社

齋藤　孝 なぜ日本語はなくなってはいけないのか 草思社
西川　清史 にゃんこ四字熟語辞典 飛鳥新社

石原　燃 夢を見る

真梨　幸子 シェア 光文社
村木　嵐 阿茶 幻冬舎
森　達也 千代田区一番一号のラビリンス 現代書館
山吹　静吽 夜の都 KADOKAWA
山下　澄人 君たちはしかし再び来い 文藝春秋
柚月　裕子 チョウセンアサガオの咲く夏 KADOKAWA
柚木　麻子 ついでにジェントルメン 文藝春秋

中央公論新社 開化の殺人 中央公論新社
青山　文平 味比べ KADOKAWA
青山　文平 夫婦商売 KADOKAWA
クライブ・カッスラー オシリスの呪いを打ち破れ　上 扶桑社
クライブ・カッスラー オシリスの呪いを打ち破れ　下 扶桑社
R.V.ラーム 英国屋敷の二通の遺書 東京創元社
ジョエル・ディケール ゴールドマン家の悲劇　上 東京創元社
ジョエル・ディケール ゴールドマン家の悲劇　下 東京創元社
秋川　滝美 きよのお江戸料理日記　3 アルファポリス
天野　頌子 よろず占い処陰陽屋桜舞う ポプラ社
加藤　実秋 警視庁アウトサイダー　3 KADOKAWA
澤村　御影 准教授・高槻彰良の推察　7 KADOKAWA
田中　啓文 崖っぷち長屋の守り神 KADOKAWA
富樫　倫太郎 警視庁SM班　3 KADOKAWA
鳴神　響一 網走サンカヨウ殺人事件 徳間書店
畠山　健二 本所おけら長屋　18 PHP研究所
松岡　圭祐 高校事変　12 KADOKAWA
室積　光 森の石松、社長になる KADOKAWA
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

X F ﾔﾏ
X F ﾖｼ

（日本のエッセイ）
E ｲｼ
E ｲｼ 11
E ｺｳ
E ﾊﾔ

（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 621.4 20

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
01 3

（哲学）
15

（歴史）
28 ﾎ

（社会）
32 3
33
36
36
36 1
36 2
36 3
36 4
36 4
36 5
36 ｶ 2
36 ｶ 3

（生物・からだ）
48 ｲ 1
48 ｲ 2
48 ｲ 3
48 ｲ 4
48 ｲ 5
48 ｲ 6
49 ﾋ

（技術）
54 5
54 ｱ 3
59 ﾃ

（産業）
62 2

田代　美江子 同意って何だろう?自分のきもちと相手のきもち 金の星社
ジブン未来図鑑　1 ポプラ社
ジブン未来図鑑　2 ポプラ社
ジブン未来図鑑　3 ポプラ社

柿崎　えま 人間と性の絵本　4 大月書店
ジブン未来図鑑　4 ポプラ社
ジブン未来図鑑　5 ポプラ社

吉村　祥子 調べてみよう!国際機関の仕事〜SDGs時代へ　3 汐文社
八木　陽子 今から身につける「投資の心得」 えほんの杜
田代　美江子 知ってる?体のしくみと発達 金の星社

全国生鮮食料品流通
情報センター 全国青果物流通統計年報　令和2年版 全国生鮮食料品流通

情報センター

☆ 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

2022年 4月 20日号　No.2

伊集院　静 大人の流儀　11 講談社

山田　剛 人情出世長屋 KADOKAWA
吉田　雄亮 お江戸新宿復活控 祥伝社

神谷　明宏 遊びで防災体験　2 いかだ社
神谷　明宏 遊びで防災体験　3 いかだ社

伊集院　静 タダキ君、勉強してる? 集英社

佐藤　岳詩 こども倫理学 カンゼン

堀切　リエ 阿波根昌鴻 あかね書房

文藝春秋
幸田　文 幸田文生きかた指南 平凡社
林　真理子 カムカムマリコ

『この本、おすすめし
ます!』編集委員会 みんなで図書館活動この本、おすすめします!　3 汐文社

池田　菜津美 小さな生きものの春夏秋冬　3 ポプラ社

池田　菜津美 小さな生きものの春夏秋冬　1 ポプラ社
池田　菜津美 小さな生きものの春夏秋冬　2 ポプラ社

池田　菜津美 小さな生きものの春夏秋冬　4 ポプラ社
池田　菜津美 小さな生きものの春夏秋冬　5 ポプラ社
池田　菜津美 小さな生きものの春夏秋冬　6 ポプラ社
平松　類 目まもりドリル ワニブックス

寺本　貴啓 ゼロからわかる!電気のはたらき　5 偕成社
秋山　浩子 1人1台時代の情報モラル　3 汐文社
寺西　恵里子 リサイクルでかんたん!エコ手芸 新日本出版社

農文協 くらべて発見やさいの「おなか」　2 農山漁村文化協会

P.5



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（芸術・しゅみ）
75 ｲ
76
78
78
78
79 3

（日本のよみもの）
91 ｳ 1
91 ｳ 2
91 ｶ
91 ﾀ
91 ﾄ
91 ﾄ
91 ﾆ

（外国のよみもの）
93 ﾓ

94 ｱ

（日本のえほん）
PN ｵ
PN ｸ
PN ｻ
PN ﾀ
PN ﾅ
PN ﾅ
PN ﾏ

PN ﾏ

PNC 3

（外国のえほん）
PG ｲ

たなか　しん いいいろふうせんや 早川書房
なかえ　よしを ヤングさんのオーケストラ ポプラ社
なかや　みわ たんぽぽのちいさいたねこちゃん 学研教育みらい

西村　友里 不思議屋『風待ち』 文研出版

くすのき　しげのり ともだち 小学館
サトシン あかちゃんがきた! アリス館

L.M.モンゴメリ 赤毛のアン 講談社
ハンス・クリスチャン・
アンデルセン 絵のない絵本 岩波書店

おおい　じゅんこ ありんこトロッコ アリス館

谷　悦子 新美南吉 あかね書房
とうや　あや マリーさんぽにいこっ 文研出版
豊田　巧 絶滅クラス! 小学館

柏葉　幸子 モンスター・ホテルでろてんぶろ 小峰書店

大野　益弘 自分を信じて あかね書房
大野　益弘 つらいときこそ笑顔で あかね書房
高橋　浩徳 ゲームと生きる!　3 フレーベル館

上橋　菜穂子 香君　上 文藝春秋
上橋　菜穂子 香君　下 文藝春秋

いしかわ　まりこ 回転ずし・レジをつくろう 汐文社

大野　益弘 信頼が生む力 あかね書房
伝承遊びを伝える会 歌あそび 文溪堂

イソップ きつねとぶどう あかね書房

前田　まゆみ オーリキュラと庭のはなし アリス館

松岡　享子
えんどうまめばあさんとそらまめじいさんのいそがしい
毎日 福音館書店

田代　美江子 じぶんのからだはどんなからだ? 金の星社
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