
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.3 ﾓﾘ
010.8 4

（哲学・思想）
104 ｲﾅ
Z 104 ｵｶ
Z 141.5 ｳｴ

X 145.1 ｸﾗ

146.8 ｼﾓ
159 ｻｲ
159.4 ｲﾃ
175.9
Z 190 ﾊｼ

（歴史・紀行）
209 ﾃﾌ

209.3 ﾀﾆ

210.2 ﾐｽ
210.4 ｶﾝ
Z 210.4 ｸﾛ
262
290 ｲﾀ
291
291
291
291
291

291.6

（伝記）
288.4 ﾀｼ 3
289.1 ｵｶ
Z 289.1 ﾊﾝ

（社会科学）
Z 314.1 ﾊﾏ
Z 319.2 ｴﾝ
324.6 ﾏﾂ
327.3
327.8 ﾋﾛ

（経済）
332.2 ﾀｶ
335 ﾁﾊ

335.1 ｵｸ

336.2

338.5 ﾋﾗ
364.6 ﾅｶ
368.6 ﾌｱ ローナン・ファロー キャッチ・アンド・キル 文藝春秋

半藤　一利 半藤一利わが昭和史 平凡社

濱本　真輔 日本の国会議員 中央公論新社

長尾　義弘 私の老後私の年金 河出書房新社

奈良女子大学文学部
なら学プロジェクト 大学的奈良ガイド　続 昭和堂

田島　道治 昭和天皇拝謁記　3 岩波書店
岡本　行夫 危機の外交 新潮社

奈良ゆとりの旅 実業之日本社
関西発、日帰りさんぽ旅 朝日新聞出版

渡辺　裕美 絶景温泉ひとり旅そろそろソロ秘湯 小学館
るるぶ山形　'23 JTBパブリッシング

伊藤　秋仁 ブラジルの歴史を知るための50章 明石書店
井田　仁康 読むだけで世界地図が頭に入る本 ダイヤモンド社

奈良・大和路 実業之日本社

出井　伸之 人生の経営 小学館
『地球の歩き方』編集室 御朱印でめぐる京都の神社 地球の歩き方
橋爪　大三郎 いまさら聞けないキリスト教のおバカ質問 文藝春秋

マルコム・グラッドウェ
ル 第1感 光文社

下園　壮太 イライラ・怒りをとる技術 朝日新聞出版
齋藤　孝 20歳の自分に伝えたい知的生活のすゝめ SBクリエイティブ

増田　智彦 図解わかる倒産のすべて 新星出版社

高橋　洋一 経済原理を無視する中国の大誤算 ビジネス社
千葉　博 法律大百科事典 翔泳社

奥山　俊宏 内部告発のケーススタディから読み解く組織の現実 朝日新聞出版

沢渡　あまね
テレワークも業務改善もさっぱりわからない私に新しい
働き方を教えてください!

朝日新聞出版

平木　恭一 金融業DX 秀和システム

廣瀬　健二 少年法がよくわかる本 秀和システム

ギデオン・デフォー 世界滅亡国家史 サンマーク出版

パトリシア・ダニエルズ 古代の都市 日経ナショナルジオグ
ラフィック社

水ノ江　和同 縄文人は海を越えたか? 朝日新聞出版
神田　裕理 宮廷女性の戦国史 山川出版社
黒田　基樹 国衆 平凡社

遠藤　誉 ウクライナ戦争における中国の対ロシア戦略 PHP研究所
松川　正毅 民法 有斐閣

小川　仁志 不条理を乗り越える 平凡社
上市　秀雄 後悔を活かす心理学

【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 5月 3日号　No.1

○ 一般書 ○

稲垣　諭 絶滅へようこそ 晶文社

森川　ミユキ 60分でわかる!NFTビジネス超入門 技術評論社
山本　順一 講座・図書館情報学　4 ミネルヴァ書房

中央公論新社

<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】

（教育・文化）
375.2

379.9 ｴｸ

379.9 ｵｶ
Z 391.6 ﾔﾏ

（自然科学）
410.4 ﾊｶ

420.4

465.8 ﾀｹ
Z 485.7 ｱｻ
488.4 ｼﾊ

（医学）
492.9 ﾅｶ
493.1
493.4

494.5

494.6

Z 495.4 ﾂﾂ

498 ｻﾚ

498.3 ﾉｶ
498.5 ｵｵ
498.7 ﾆｼ

（技術）
502.1 ｻﾏ
507.9
509.8 ｴﾉ
518.8 ｱｲ
523.2
547.4 ｶﾄ

547.4 ｸﾆ

558 22

（家政）
593.3
593.3 ｱｶ
594.3
596

596 ﾖﾈ

596.04 ｻｶ
596.2 ｵｷ
596.22 ｳ

596.23 ｸﾄ

596.3 ｲｼ

596.6 ｲｼ

596.63 ﾏﾂ
597
597.5 ｲｼ

松尾　美香 本格パン作り大全 世界文化ブックス

グラフィック社編集部 昭和インテリアスタイル・ワンダー グラフィック社
石阪　京子 人生が変わる紙片づけ! ダイヤモンド社

工藤　敏之 ラ・ロシェル工藤シェフのフライパンひとつでおうちフレンチ 二見書房

石原　洋子 石原洋子の梅干し梅酒梅料理 主婦と生活社

石澤　清美 ふんわりもっちり米粉のパンとお菓子 学研プラス

もりた　もとこ 着物リメイクで大人のおしゃれ服 世界文化社
赤峰　清香 きれいに作れる帽子 主婦と生活社

ウー　ウェン ウー・ウェンの炒めもの 高橋書店

加藤　直人 メタバース 集英社

國光　宏尚 メタバースとWeb3 エムディエヌコーポ
レーション

笹川平和財団海洋政
策研究所 海洋白書　2022 成山堂書店

榎本　敬二 ストーリーで学ぶ安全マネジメント 海文堂出版
饗庭　伸 都市の問診 鹿島出版会
ロベルト・コンテ ソビエトアジアの建築物 グラフィック社

西村　猛 子どもの姿勢ピン!ポーズ 主婦の友社

左巻　健男 世界が驚く日本のすごい科学と技術 笠間書院
水性塗料筆塗りの教科書 ホビージャパン

ジェラール・サレム 地図とデータで見る健康の世界ハンドブック 原書房

野上　鉄夫 史上最高のストレッチ 新星出版社
大久保　研之 新栄養の教科書 新星出版社

丘山　亜未 子どもの才能を伸ばす5歳までの魔法の「おしごと」 青春出版社
山田　敏弘 プーチンと習近平 独裁者のサイバー戦争 文藝春秋

堤　治 妊娠の新しい教科書 文藝春秋

日本共産党@校則問
題プロジェクトチーム 校則に言いたい! 新日本出版社

江口　祐子
子育て本ベストセラー100冊の「これスゴイ」を1冊にまと
めた本 ワニブックス

井上　理津子 ぶらり大阪味な店めぐり 産業編集センター

米澤　文雄 えっ?これ全部ホットプレートで作っちゃったんですか? EDITORS

坂田　阿希子 おいしい景色 スイッチ・パブリッシング

荻野　恭子 おうちでできる世界のおそうざい 河出書房新社

中村　幸代 看護の現場ですぐに役立つ母性看護のキホン 秀和システム
長尾　和宏 完全図解介護に必要な医療と薬の全知識 講談社
西川　光重 甲状腺の病気といわれたら NHK出版
日本がんサポーティブ
ケア学会
Oncodermatology部会

がんサバイバーのための皮膚障害セルフケアブック 小学館クリエイティブ

足の痛み・しびれ・はれ・変形自力でよくなる!名医が教
える最新1分体操大全 文響社

かぎ針編みの夏こもの ブティック社

マット・パーカー 屈辱の数学史 山と溪谷社

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

武村　政春 ウイルスの進化史を考える 技術評論社
浅間　茂 クモの世界 中央公論新社
柴田　佳秀 となりのハト 山と溪谷社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（産業）
611.3

627.7 ｷﾉ
627.7 ﾐﾙ
627.8

629.7

645.9 ｵｵ
653.2 ﾏｳ
666.9 19
670.9 ｽｽ

674.3

675 ｱﾏ

675 ｵｼ

（芸術・美術）
701.4 ｵｻ
702.3 ｶﾜ

712.3 ﾎﾘ

721.8 ｶﾂ
721.9
726.5 ﾀﾑ
754.9

（スポーツ・諸芸）
778 ｸﾘ

778.2

Z 778.7 ﾂｶ
779.3 2
779.9 ﾋﾛ
788.5 ｽﾀ

（言語）
810.2 ﾏﾂ

Z 811.7 ﾔﾏ
818.6
821.2 ﾏﾂ

（文学）
909.3 ﾑﾗ
910.2 ﾅｶ
901.3
911.5 ｻｲ
933.7 ｸﾗ

933.7 ｽｹ

933.7 ｽﾁ
933.7 ﾄｳ
933.7 ﾍﾙ
963 ﾊﾄ

（日本の小説）
F ｱｼ
F ｲｶ
F ｲﾉ
F ｲﾜ

ルシア・ベルリン すべての月、すべての年 講談社
レオナルド・パドゥーラ わが人生の小説 水声社

ジャネット・スケスリ
ン・チャールズ あの図書館の彼女たち 東京創元社
ダグラス・スチュアート シャギー・ベイン 早川書房
モニク・トゥルン かくも甘き果実 集英社

岸江　信介 地図で読み解く関西のことば 昭和堂
松岡　正剛 白川静 平凡社

スザンナ・クラーク ピラネージ 東京創元社

須田　鷹雄 世界の中心で馬に賭ける 中央公論新社

松本　修 言葉の周圏分布考 集英社インターナショ
ナル

山口　謠司 てんまる PHP研究所

田村　セツコ 人生はごちそう あさ出版
小林　一夫 はじめての実用おりがみ 朝日新聞出版

広末　涼子 ヒロスエの思考地図 宝島社

堀越　啓 西洋美術は「彫刻」抜きには語れない 翔泳社

葛飾　北斎 葛飾北斎万物絵本大全 朝日新聞出版
鶴見　香織 鏑木清方 平凡社

押切　孝雄
YouTube企業動画担当になったらこれだけは知りたい
マーケティング&プロデュースの基本 技術評論社

小佐野　重利 絵画は眼でなく脳で見る みすず書房
河本　英夫 ダ・ヴィンチ・システム 学芸みらい社

鈴木　真理子 「速く」「短く」「感じよく」メールを書く方法 明日香出版社
サンドゥー・パブリッシ
ング テイクアウトのデザインアイデア グラフィック社

天野　彬 新世代のビジネスはスマホの中から生まれる 世界文化ブックス

ワールド・ビジョン・
ジャパン いのちのバトンをつなぎたい 合同出版

木下　透 剪定「コツ」の教科書 講談社

めだかの館 改良メダカ大図鑑　Vol.19(2022) めだかの館

井上　荒野 生皮 朝日新聞出版
岩井　圭也 生者のポエトリー 集英社

村山　早紀 100年後も読み継がれる児童文学の書き方 立東舎
中野　純 闇で味わう日本文学 笠間書院
安部　龍太郎 人生を豊かにする歴史・時代小説教室 文藝春秋
最果　タヒ さっきまでは薔薇だったぼく 小学館

芦辺　拓 名探偵は誰だ 光文社
五十嵐　律人 六法推理 KADOKAWA

栗山　和樹 映画音楽の技法 音楽之友社
カイエ・デュ・シネマ編
集部 作家主義 フィルムアート社

津堅　信之 日本アニメ史 中央公論新社
カズ・カタヤマ クロースアップ・マジックコレクション　2 東京堂出版

リチャード・ミルン ツツジの文化誌 原書房
はじめよう!観葉生活 主婦の友社

阿部　容子 宿根草で手間いらず一年中美しい小さな庭づくり 西東社

大野　瑞絵 シマリス完全飼育 誠文堂新光社
リズ・マーヴィン まっすぐだけが生き方じゃない 文響社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ｵｵ 3
F ｶﾉ
F ｺ
F ｻｶ
F ｻｶ
F ｻｻ
F ｼｶ 13
F ｼﾏ
F ｼﾗ
F ｼﾝ
F ｼﾝ
F ﾀｶ
F ﾄｳ 1
F ﾅｶ
F ﾆｼ
F ﾈｼ
F ﾊﾁ
F ﾋｶ
F ﾋｶ
F ﾎﾝ
F ﾐﾔ 2
F ﾔﾂ
F ﾕｽ
F ﾕｽ

（小説 文庫）
X 933.7 ﾃｲ
X 933.7 ﾃｲ 4-1

X 933.7 ﾃｲ 4-2

X E ｻｲ
X F ｱｶ
X F ｱﾈ 4
X F ｵｶ
X F ｶｸ
X F ｶｾ 4
X F ｶｾ 6
X F ｶﾏ 6
X F ｸｼ
X F ｺｽ
X F ｻｶ
X F ｻｶ 32
X F ｻｻ 10
X F ｼﾊ
X F ﾅｶ
X F ﾅﾙ 4
X F ﾆｷ

X F ﾆｼ

X F ﾊｾ 5
X F ﾊﾅ
X F ﾊﾔ
X F ﾓﾁ 18
X F ﾖｼ 5
X F ﾖｼ 6
X F ﾜﾀ

吉岡　道夫 ぶらり平蔵　5 コスミック出版
吉岡　道夫 ぶらり平蔵　6 コスミック出版
輪渡　颯介 髪追い 講談社

花房　観音 ごりょうの森 実業之日本社
林　譲治 不可視の網 光文社
望月　麻衣 京都寺町三条のホームズ　18 双葉社

仁木　英之 奏弾室 徳間書店

西村　京太郎 十津川警部捜査行 東海特急殺しのダイヤ 実業之日本社

馳月　基矢 拙者、妹がおりまして　5 双葉社

芝村　凉也 狐祝言 双葉社
中島　久枝 ずんだと神様 角川春樹事務所

鳴神　響一 おんな与力花房英之介　4 双葉社

坂岡　真 まだら雪 双葉社
坂岡　真 鬼役　32 光文社
佐々木　裕一 新・浪人若さま新見左近　10 双葉社

鎌池　和馬 創約とある魔術の禁書目録　6 KADOKAWA
櫛木　理宇 残酷依存症 幻冬舎
小杉　健治 一目惚れ 祥伝社

神楽坂　淳 醬油と洋食 小学館
風野　真知雄 潜入味見方同心　4 講談社
風野　真知雄 同心亀無剣之介　[6] コスミック出版

赤川　次郎 やり過ごした殺人 光文社
姉小路　祐 再雇用警察官　[4] 徳間書店
岡本　さとる 鯰の夫婦 幻冬舎

デニス・E.テイラー われらはレギオン　4上 早川書房
デニス・E.テイラー われらはレギオン　4下 早川書房
最果　タヒ もぐ∞ 河出書房新社

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

ジェフリー・ディーヴァー フルスロットル 文藝春秋

本城　雅人 にごりの月に誘われ 東京創元社
宮城谷　昌光 公孫龍　巻2 新潮社
谷津　矢車 宗歩の角行 光文社

蜂須賀　敬明 横浜大戦争　川崎・町田編 文藝春秋
東川　篤哉 スクイッド荘の殺人 光文社
東野　圭吾 マスカレード・ゲーム 集英社

永井　紗耶子 女人入眼 中央公論新社
仁志　耕一郎 咲かせて三升の團十郎 新潮社
ねじめ　正一 泣き虫先生 新日本出版社

新川　帆立 剣持麗子のワンナイト推理 宝島社
高森　美由紀 羊毛フェルトの比重 産業編集センター

堂場　瞬一 小さき王たち　第1部 早川書房

嶋戸　悠祐 裏家電 講談社
白尾　悠 ゴールドサンセット 小学館
新庄　耕 夏が破れる 小学館

坂木　司 ショートケーキ。 文藝春秋
笹本　稜平 流転 双葉社
シ・ガレット 異世界に飛ばされたおっさんは何処へ行く?　13 アルファポリス

香納　諒一 逆転のアリバイ 光文社
呉　勝浩 爆弾 講談社
坂上　泉 渚の螢火 双葉社

大石　英司 台湾侵攻　3 中央公論新社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（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 521.8

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（歴史）
21 1
21 2
21 3
21 4
21 5
21 6

（社会）
31 1
31 2
31 3
31 4
31 5
36
37
37

（科学・生物・からだ）
49

（技術）
55 ﾊ
58 ｵ

（産業）
61 2

（芸術・しゅみ）
78 ﾎ
78 ﾎ
79 ｽ

（日本のよみもの）
90 ﾖ
91 ｶ
91 ｻ
91 ｻ
91 ｻ 6
91 ﾀ 4
91 ﾁ 9
91 ﾊ
91 ﾋ 17
91 ﾐ 5

（外国のよみもの）
93 ﾚ

廣嶋　玲子 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　17 偕成社
三田村　信行 ふしぎ町のふしぎレストラン　5 あかね書房

アン・クレア・レゾット 目で見ることばで話をさせて 岩波書店

田中　啓文 落語少年サダキチ　よん 福音館書店
地図十行路 世にも奇妙な商品カタログ　9 KADOKAWA
濱野　京子 マスクと黒板 講談社

佐和　みずえ コカチン 静山社
佐藤　いつ子 ソノリティ KADOKAWA
佐東　みどり 怪狩り　巻ノ6 KADOKAWA

フィリップ・スティール ミイラの地下墓地から大脱出 ライツ社

吉田　篤弘 物語のあるところ 筑摩書房
海堂　尊 森鷗外 筑摩書房

食品ロス「もったいない」をみんなで考える　2 あかね書房

星野　恭子 明日への勇気 あかね書房
星野　恭子 自分らしさをつらぬく あかね書房

日比野　恭三 青春サプリ。 ポプラ社
中学生のための東大生の勉強法カタログ 学研プラス

野口　緑 10歳からの学校では教えてくれない健康とからだ 池田書店

田村　学 はっけんいっぱい!まちのしせつ　4 ポプラ社
田村　学 はっけんいっぱい!まちのしせつ　5 ポプラ社
二村　大輔 宇宙人とみつける仕事図鑑 文響社

小酒井　大悟 江戸時代大百科　2 ポプラ社
小酒井　大悟 江戸時代大百科　3 ポプラ社
小酒井　大悟 江戸時代大百科　4 ポプラ社

外川　淳 近世城郭見尽くし、撮り尽くし ワック

小酒井　大悟 江戸時代大百科　1 ポプラ社

☆ 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

2022年 5月 3日号　No.2

半田　滋 戦争と平和の船、ナッチャン 講談社
小川　忠博 はっこう あすなろ書房

小酒井　大悟 江戸時代大百科　5 ポプラ社
小酒井　大悟 江戸時代大百科　6 ポプラ社

田村　学 はっけんいっぱい!まちのしせつ　1 ポプラ社
田村　学 はっけんいっぱい!まちのしせつ　2 ポプラ社
田村　学 はっけんいっぱい!まちのしせつ　3 ポプラ社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（日本のえほん）
PN ｴ
PN ｵ
PN ｺ

PN ﾂ

PN ﾄ
PN ﾅ
PN ﾅ
PN ﾆ
PN ﾏ
PN ﾏ

PN ﾏ

PN ﾐ
PN ﾓ
PN ﾔ
PNC 4
PNC 7

（外国のえほん）
PG ｱ
PG ｼ
PG ｼ
PG ﾌ
PG ﾗ
PG ﾘ
PGC 5

ウィル クリスマスのうさぎさん 福音館書店
フェリシタ・サラ ライラックどおりのおひるごはん BL出版

レミイ・シャーリップ ママ、ママ、おなかがいたいよ 福音館書店
ロバート・ブライト おばけのジョージー 福音館書店
ソフィー・ラグーナ おとうとがおおきくなったら 徳間書店

近藤　未奈 わたあめ 講談社

ジャラール・アーメド きんいろのしか 福音館書店
キャサリン・ジャクソン こねこのケイティ 好学社

もとした　いづみ おいなりさん アリス館
やなせ　たかし アンパンマンとたけとんぼまん フレーベル館
桃山　鈴子 へんしん 福音館書店

まつした　さゆり まねっこぴたっ!どうぶつ ほるぷ出版

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
みやにし　たつや おっぱい 鈴木出版

なかえ　よしを ヤングさんのオーケストラ ポプラ社
にしかわ　おさむ 10ぴきのおばけとすすおばけ ひかりのくに
松岡　享子 ちいさなたいこ 福音館書店

塚本　やすし ぼくがおこるとおこること 冨山房インターナショ
ナル

得田　之久 かまきりのちょん 福音館書店
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

えがしら　みちこ わたしはいいこ? 小学館
大塚　健太 ワニはどうしてワニっていうの? 小学館
五味　ヒロミ ピンポーン!つぎとまります 交通新聞社
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