
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
019.9 ｲｹ

（哲学・思想）
Z 102 1
104 ｵｶ
111 ﾊﾃ
135.5 ｻﾜ
139.3 ｵｵ
147 ﾔｽ
159 ﾌﾛ
159.4 ﾏﾁ
176.5 ﾖｼ
188.4 ｾﾄ 1
193.2 ﾊｼ

（歴史・紀行）
210 ｳｷ
210.2 ﾌﾙ
210.3 ﾋﾛ
Z 210.4 ﾓﾓ
Z 210.5
210.5
213.6 ｵｶ 4
230.7 ｻﾗ
280.4 ｶｼ
290.9
290.9
290.9
290.9
290.9
291
291

（伝記）
X 289.1 ｱｵ
289.1 ｱｼ

（社会科学）
315.1 ﾅｺ
318.6 ﾌｼ
320 ｶﾐ
320.4
Z 323.1 ｿﾉ

（経済）
332.5 ｽﾃ
333.8 ｱﾝ
338.1 ｴﾝ
361.4 ﾅｶ
367.3 ｱｻ
367.3 ﾒｲ
367.7
367.7 ﾋｸ

アンナ・メイチン 進化形態はイクメン 光文社
共同通信ひきこもり取材班 扉を開けて かもがわ出版

中島　恵 中国人は見ている。 日本経済新聞出版社

アサダ　ワタル ホカツと家族 平凡社

安藤　顯 SDGsとは何か? 三和書籍
遠藤　洋 10万円から始める!小型株集中投資で1億円 ダイヤモンド社

ジョセフ・E.スティグリッツ スティグリッツPROGRESSIVE CAPITALISMプログレッシブキャピタリズム 東洋経済新報社

國部　徹 生活実用法律事典 自由国民社
園部　逸夫 皇室法入門 筑摩書房

藤山　浩 「小さな拠点」をつくる 農山漁村文化協会

神坪　浩喜 18歳までに知っておきたい法のはなし みらいパブリッシング

名越　健郎 秘密資金の戦後政党史 新潮社

宇野　千代 青山二郎の話・小林秀雄の話 中央公論新社
山田　康弘 足利義輝・義昭 ミネルヴァ書房

【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

2020年　1月 22日号　No.1

○ 一般書 ○

広瀬　和雄 前方後円墳とはなにか 中央公論新社
桃崎　有一郎 室町の覇者足利義満 筑摩書房

浮世　博史 宗教で読み解く日本史 すばる舎
古谷　嘉章 縄文ルネサンス 平凡社

保江　邦夫 せめて死を理解してから死ね! ヴォイス出版事業部

伊藤　邦武 世界哲学史　1 筑摩書房
岡本　裕一朗 世界を知るための哲学的思考実験 朝日新聞出版
アラン・バディウ 存在と出来事 藤原書店

瀬戸内　寂聴 寂庵コレクション　Vol.1 光文社
橋爪　大三郎 これから読む聖書 出エジプト記 春秋社

池澤　夏樹 いつだって読むのは目の前の一冊なのだ 作品社

プロ奢ラレヤー 嫌なこと、全部やめても生きられる 扶桑社
ニロファー・マーチャント ONLYNESS 大和書房
吉野　りり花 ニッポン神様ごはん 青弓社

澤田　直 サルトルのプリズム 法政大学出版局

大谷　崇 生まれてきたことが苦しいあなたに 星海社

樋口　恵子 老〜い、どん! 婦人之友社

高埜　利彦 近世史講義 筑摩書房
日本カメラ博物館 紀行 山川出版社
岡本　哲志 江戸→TOKYOなりたちの教科書　4 淡交社
タラ・ザーラ 失われた子どもたち みすず書房
鹿島　茂 本当は偉大だった嫌われ者リーダー論 集英社
朝日新聞出版 今、行きたい!世界の絶景大事典1000 朝日新聞出版
さくら　剛 海外旅行なんて二度と行くかボケ!! 産業編集センター

まっぷる　香港　[2020] 昭文社
「地球の歩き方」編集室 地球の歩き方　D27 ダイヤモンド・ビッグ社

ことりっぷ　台南 昭文社
まっぷる　岐阜　[2020] 昭文社
まっぷる　大阪ベストスポット　[2020] 昭文社

<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】

367.9 ﾎﾚ
Z 368.5 ﾔﾏ

369.2

369.2 ｶﾝ
369.2 ﾀﾅ

（教育・文化）
Z 375.8 ｺｳ
376.1 ｵｵ
Z 377.2 ｲｼ
378
378
379.9
379.9 ｻｻ
382.1 ｶﾒ
383.1 ﾀｲ
383.7 ｺﾂ
383.8 ｴﾄ

（自然科学）
410 ﾜﾘ
418.6 ﾜｷ
440.1 ﾜﾅ
468 ｲｸ

（医学）
490.4
491.3
492.7
492.9 ﾏﾂ
493.6 ﾋﾗ
493.7 ﾑﾗ
494.5
494.5 ﾅｶ
494.6
495 ｼﾝ
498.3 ｵｵ
498.5 ｾｷ
498.5 ﾐﾂ
498.9 ﾀﾂ
499.8 ｽｽ

（技術）
517.2 ｲｼ
519 ﾗﾄ
520.1 ｴﾘ
527 ﾌｼ
532.6 ﾆｼ
538.6 ﾅｸ
565.1 ｻｲ
588.5
589.2 ﾌﾀ
589.7 ﾐｽ

（家政）
591
591 ｲﾜ
594
594.3 ﾖｼ

西村　仁 はじめての治具設計 日刊工業新聞社

mizutama mizutama大好き文房具100 玄光社

Brian Elliott 思想家と建築ベンヤミン 丸善出版
藤森　照信 藤森照信現代住宅探訪記 世界文化社

石田　弘子 琵琶湖治水に命をかけた藤本太郎兵衛三代 サンライズ出版
ブルーノ・ラトゥール 地球に降り立つ 新評論

鈴木　昶 身近な「くすり」歳時記 東京書籍

川嶋　朗 本当に不思議!カラダのおもしろ雑学 日東書院本社
佐藤　宏子 おうちでお灸 山と溪谷社

デイヴィッド・S.キダー 1日1ページ、読むだけで身につくからだの教養365 文響社

レイチェル・イグノトフスキー プラネットアース 創元社

脇田　弥輝 世界一やさしい電卓の教科書1年生 ソーテック社
和南城　伸也 なぞとき宇宙と元素の歴史 講談社

紅野　謙介 国語教育混迷する改革 筑摩書房

田中　克典 親の介護の不安や疑問が解消する本 日本実業出版社

クリス・ワーリング ひとくちサイズの文系のための超わかりやすい数学 ニュートンプレス

アナスタシア・エドワーズ ビスケットとクッキーの歴史物語 原書房

マネー・リサーチ・クラブ 他人に聞けないお金の常識大全 青春出版社
岩崎　博充 「年金20万・貯金1000万」でどう生きるか ワニ・プラス

フェルトで作るすてきなお飾り ブティック社
吉村　雅衣 ○と□2つの基本形でつくるこどものニット小物 家の光協会

名倉　真悟 マンガでわかるドローン オーム社
齋藤　勝裕 貴金属の知られざる科学 シーアンドアール研究所

ferment books 発酵はおいしい! パイインターナショナル

二神　弓子 似合う服だけでつくる春夏秋冬ワードローブ 西東社

松井　美穂 看護の現場ですぐに役立つカルテの読み書き 秀和システム
平瀬　雄一 私の手はなぜ痛いのか、しびれるのか、曲がっているのか 幻冬舎
村上　由美 ちょっとしたことでうまくいく発達障害の人が上手にお金と付き合うための本 翔泳社
後藤　功一 国がん東病院発 抗がん剤・放射線治療をしている人のための食事 ナツメ社
中川　恵一 知っておきたい「がん講座」 日経サイエンス社

脊柱管狭窄症腰の名医20人が教える最高の治し方大全 文響社
神藤　多喜子 デリケートゾーンケアの教科書 主婦の友インフォス

大谷　義夫 絶対に休めない医師がやっている最強の体調管理 日経BP
関　由佳 毎日食べたい!腸活みそレシピ 海竜社
満尾　正 食べる投資 アチーブメント出版

巽　信二 奇妙な死体のとんでもない事情 河出書房新社

大豆生田　啓友 幼稚園教諭になるには ぺりかん社
石井　洋二郎 危機に立つ東大 筑摩書房
金森　克浩 発達障害のある子の学びを深める教材・教具・ICTの教室活用アイデア 明治図書出版
中邑　賢龍 発達障害の子を育てる本　スマホ・タブレット活用編 講談社
日経マネー編集部 お金に強い子どもの育て方 日経BP
佐々木　正美 「育てにくい子」と感じたときに読む本 主婦の友社
亀田　尚己 日本のしきたり英語表現事典 丸善出版
大丸　弘 新聞連載小説の挿絵でみる近代日本の身装文化 三元社
クリス・コッポラ 世界で一番美しいタトゥー図鑑 エクスナレッジ

ジェローム・ポーレン LGBTヒストリーブック サウザンブックス社

山之内　幸夫 山口組の平成史 筑摩書房
介護保険市民
オンブズマン機構大阪 介護オンブズマンがまとめたこれ1冊でわかる特別養護老人ホーム クリエイツかもがわ

冠地　情 発達障害の人の会話力がぐんぐん伸びるアイスブレイク&ワークショップ 講談社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

594.9 ﾀﾅ
596 ﾎｼ
596 ﾜﾀ
596.63 ﾏｽ
597.5 ﾊﾀ
598.2

（産業）
616.2 ﾔﾏ
626
627.8
645.6
645.6 ﾉｻ
645.6 ﾊﾔ
670.9 ﾊﾚ

673.3 ﾀﾆ

681.3

689.2 ﾅｶ

699.6

（芸術・美術）
702 ﾃｳ
721.2
721.9
723 ﾀﾐ
726.1 ﾓﾘ
748 ｼﾐ
756.6 ｵｵ
757.3 ﾀｼ
759.9 ｻｻ

761.8 ｵｵ 2

762.1 ﾉｳ
762.1 ﾑﾗ
767.8 ｶｻ
772.1 ﾏﾂ
773.4 ｵｵ
778.2
778.2 ﾌﾗ
778.2 ﾓﾘ 2

（スポーツ・諸芸）
781.4 ﾏﾂ
783.7 ｷﾖ
792 ﾔﾏ

（言語）
809.2 ﾂｶ
810.4 ｶﾜ
810.7 ｷﾉ
816 ﾔﾏ
830 ｲﾅ
834.4 ｽｷ
837.8 ｼﾕ

（文学）
902 ﾄﾏ
910.2 ｲｼ

河邑　哲也 「赤旗」校閲部は、真実をどう伝えるか 新日本出版社
木下　直美 やさしい英語でまなべる日本語 IBCパブリッシング

司　拓也 繊細すぎる人のための自分を守る声の出し方 朝日新聞出版

清原　和博 魂問答 光文社
山田　眞裕 香木三昧 淡交社

松村　卓 骨ストレッチでスポーツ 阿部出版

清水　大輔 異世界に一番近い場所 パイインターナショナル

森繁　久彌 全著作<森繁久彌コレクション>　2 藤原書店

ユベール・ダミッシュ カドミウム・イエローの窓 水声社
森泉　岳土 村上春樹の「螢」・オーウェルの「一九八四年」 河出書房新社

大村　紀征 真説戦う日本刀 BABジャパン
たじま　ちはる 配色デザイン良質見本帳 SBクリエイティブ

佐々木　一澄 こけし図譜 誠文堂新光社

仰木　日向 作曲少女　2 ヤマハミュージックエンタ
テインメントホールディングス

橋爪　節也 はたらく浮世絵 青幻舎

ミシェル・テヴォー 誤解としての芸術 ミネルヴァ書房
加須屋　誠 地獄絵 講談社

NHK沁みる夜汽車
制作チーム 何度でも泣ける「沁みる夜汽車」の物語 ビジネス社

第一法規
「判例体系」編集部 判例INDEX 第一法規

中村　正人 間違いだらけの日本のインバウンド 扶桑社

晴山　陽一 ストーリーを楽しむだけでいい!ビジネス英語奮闘記 三修社

谷　厚志 失敗しない!クレーム対応100の法則 日本能率協会
マネジメントセンター

野澤　延行 犬のための家庭の医学 山と溪谷社
林　美彩 獣医師が考案した長生き犬ごはん 世界文化社

藤井　知行 ママとパパのはじめての妊娠・出産事典 朝日新聞出版

小林　國雄 小林國雄のイチから教える盆栽 西東社
飼い主が知っておきたい!動物病院と獣医療の最前線 枻出版社

山口　正篤 安心イネつくり 農山漁村文化協会

野菜だより図解土づくりタネまき植えつけ 学研プラス

ポール・ド・マン ロマン主義と現代批評 彩流社
石原　慎太郎 昔は面白かったな 新潮社

山口　拓朗 世界一ラクにスラスラ書ける文章講座 かんき出版
稲田　一 中学・高校6年間の英語をこの1冊でざっと復習する KADOKAWA
杉田　敏 アメリカ人の「ココロ」を理解するための教養としての英語 NHK出版
しゅわぶ美智子 心が伝わる英語の話し方 IBCパブリッシング

デヴィッド・ノヴァック ジャパノイズ 水声社
村治　佳織 いつのまにか、ギターと 主婦と生活社
アルフォンソ・カサス グラフィック伝記フレディ・マーキュリー 岩崎書店
松島　トモ子 老老介護の幸せ 飛鳥新社
大月　光勲 能面花鏡 求龍堂
渋谷　哲也 ナチス映画論 森話社
ケヴィン・ブラウンロウ サイレント映画の黄金時代 国書刊行会

田中　杏奈 水引で結ぶ二十四節気の飾り 日東書院本社
星野　奈々子 炊飯器レシピ 枻出版社
ワタナベ　マキ ごはんにかけておいしい。材料2つで炒めもの 主婦と生活社
マスジマ　トモコ へたっぴでもうまくいく小麦粉だけでつくる天然酵母パン 家の光協会
畠山　大樹 自衛隊式片づけ術 飛鳥新社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

918.6
918.6
918.6 2
933.6 ｷﾔ
933.6 ｾｼ
933.7 ｽﾜ
933.7 ﾏｺ
933.7 ﾗﾝ
946 ﾙﾃ
963 ｲﾏ

（日本の小説）
F ｱｶ
F ｲｼ
F ｵｻ
F ｶﾐ
F ｶﾜ
F ｷﾀ
F ｸｻ
F ｺｸ
F ｺﾄ 11
F ｺﾉ
F ｽｽ
F ﾀﾏ
F ﾂｼ
F ﾄｳ
F ﾄﾘ 3
F ﾅｶ
F ﾅｶ
F ﾅｶ
F ﾅﾂ
F ﾆｼ
F ﾊﾗ
F ﾌｼ
F ﾐﾈ
F ﾖｺ 1
F ﾖｼ

（小説 文庫）
X 933.7 ｶ
X 933.7 ﾁｴ
X 943.7 ｴｳ
X 943.7 ﾌｱ
X 953.6 ﾌﾛ 2
X F ｱｶ 32
X F ｱｻ 3
X F ｶｸ 6
X F ｷﾀ 3
X F ｸｻ
X F ｺﾐ 2
X F ﾀｹ 2
X F ﾀｹ 6
X F ﾃﾝ 3
X F ﾌﾙ
X F ﾐﾂ
X F ﾐﾈ 12
X F ﾐﾔ 3 宮沢　龍生 DEAMON SEEKERS　3 中央公論新社

三津田　信三 九孔の罠 KADOKAWA
峰守　ひろかず 絶対城先輩の妖怪学講座　12 KADOKAWA

天花寺　さやか 京都府警あやかし課の事件簿　3 PHP研究所
古野　まほろ オニキス 新潮社

竹岡　葉月 谷中びんづめカフェ竹善　2 集英社
竹村　優希 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。　6 KADOKAWA

草野　原々 大絶滅恐竜タイムウォーズ 早川書房
小湊　悠貴 ホテルクラシカル猫番館　2 集英社

神楽坂　淳 うちの旦那が甘ちゃんで　6 講談社
北川　恵海 ヒーローズ<株>!!!　続々 KADOKAWA

赤松　中学 緋弾のアリア　32 KADOKAWA
浅葉　なつ カカノムモノ　3 新潮社

ジョン・ディクスン・カー 四つの凶器 東京創元社

ヴィム・ファンデマーン 時間の貯水槽 早川書房
フローベール サラムボー　下 岩波書店

エリオット・チェイズ 天使は黒い翼をもつ 扶桑社
H.G.エーヴェルス アストラル漁師 早川書房

辻原　登 卍どもえ 中央公論新社
堂場　瞬一 インタビューズ 河出書房新社

鈴川　紗以 ブラック・マリア 幻冬舎
田丸　雅智 おとぎカンパニー　日本昔ばなし編 光文社

寿　安清 アラフォー賢者の異世界生活日記　11 KADOKAWA
近衛　龍春 武士道 鍋島直茂 実業之日本社

久坂部　羊 オカシナ記念病院 KADOKAWA
小暮　夕紀子 タイガー理髪店心中 朝日新聞出版

川端　裕人 風に乗って、跳べ 朝日学生新聞社

北野　武 首 KADOKAWA

尾崎　英子 竜になれ、馬になれ 光文社
神津　凛子 ママ 講談社

赤松　利市 女童(めのわらわ) 光文社
石田　衣良 清く貧しく美しく 新潮社

今福　龍太 ボルヘス『伝奇集』 慶應義塾大学出版会

登龍乃月 欠陥品の文殊使いは最強の希少職でした。　3 アルファポリス
長岡　弘樹 風間教場 小学館
長江　俊和 恋愛禁止 KADOKAWA
中山　七里 騒がしい楽園 朝日新聞出版
夏樹　玲奈 なないろ 新潮社
西澤　保彦 逢魔が刻(とき) 実業之日本社
原田　ひ香 まずはこれ食べて 双葉社
藤野　恵美 涙をなくした君に 新潮社
嶺里　俊介 地棲魚 光文社
横溝　正史 完本人形佐七捕物帳　1 春陽堂書店
吉村　萬壱 出来事 鳥影社

日本推理作家協会 喧騒の夜想曲(ノクターン) 光文社
氏田　雄介 54字の物語 ZOO PHP研究所

GENESiS　2 東京創元社
ルイス・キャロル 詳注アリス 亜紀書房
キャサリン・マリア・セジウィック ホープ・レスリー 国書刊行会

ハンス=ウルリヒ・ルーデル 急降下爆撃 ホビージャパン

エリカ・スワイラー 魔法のサーカスと奇跡の本 東京創元社
エリック・マコーマック 雲 東京創元社
バリー・ランセット ジャパンタウン ホーム社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

X F ﾐﾔ 4
X F ﾔｻ 2

（日本のエッセイ）
E ｱｶ

（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 289.1
K 289.1
K 289.1
K 291.6
K 523.1

（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 910.2 3

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
01

（歴史）
20 ｳ
28
28 ｺ
28 ｺ

（社会）
31
33 3
37

（宇宙・からだ）
44
44 ﾎ
49 ｲ

（技術）
51

（産業）
65 ｾ

（日本のよみもの）
90
91 ｵ
91 ｼ 2
91 ﾅ 10
91 ﾉ 4
91 ﾑ
91 ﾓ
91 ﾔ
91 ﾔ

千松　信也 自分の力で肉を獲る 旬報社

成田　良美 白魔女リンと3悪魔　[10] 小学館

桃戸　ハル 5分後に意外な結末ex 学研プラス
堀越　耕平 僕のヒーローアカデミアTHE MOVIEヒーローズ:ライジング 集英社

国谷　裕子 国谷裕子とチャレンジ!未来のためのSDGs　3 文溪堂

藤井　旭 太陽とかげ ほるぷ出版

織　朱實 ごみから考えるSDGs PHP研究所

☆ 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

2020年　1月 22日号　No.2

梅澤　真一 消防署図鑑 金の星社

“江川式”擬洋風建築 LIXIL出版

岳　真也 光秀の言い分 牧野出版
大国　正美 古地図で楽しむ神戸 風媒社

野村　克也 野村克也、明智光秀を語る プレジデント社

金子　拓 長篠の戦い 戎光祥出版
二木　謙一 明智軍記 KADOKAWA

阿川　佐和子 老人初心者の覚悟 中央公論新社

矢崎　存美 繕い屋　[2] 講談社
宮澤　伊織 裏世界ピクニック　4 早川書房

日外アソシエーツ株式会社 作品名から引ける日本文学作家・小説家個人全集案内　第3期 日外アソシエーツ

白井　ごはん パティシエ=ソルシエお菓子の魔法はあまくないっ!　[2] 集英社

野々村　花 かなわない、ぜったい。　[4] 集英社
村上　しいこ みけねえちゃんにいうてみな モフモフさいこう! 理論社
茂市　久美子 魔法のたいこと金の針 あかね書房
山本　悦子 がっこうかっぱのおひっこし 童心社
山村　しょう スプラッシュ! 集英社

本間　希樹 ブラックホールってすごいやつ 扶桑社
伊沢　正名 ウンコロジー入門 偕成社

高柳　雄一 これがきっかけ!ノーベル賞ずかん ほるぷ出版

フレドリック・コルティング ナイキ フィル・ナイト 岩崎書店

吉岡　裕子 図書委員アイデアブック あかね書房

フィリップ・ウィルキンソン 歴史のなかの子どもたち 岩崎書店
田代　脩 明智光秀 学研プラス
フレドリック・コルティング イケア イングヴァル・カンプラード 岩崎書店
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（外国のよみもの）
93 ﾊ
95 ｴ

（日本のえほん）
PN ｱ

PN ｲ

PN ｲ
PN ｸ
PN ｾ
PN ﾀ
PN ﾅ
PN ﾋ
PN ﾑ
PN ﾔ
PNC 5
PNC ｺ

（外国のえほん）
PG ｺ
PG ｼ
PG ﾄ
PG ﾊ
PGC ｸ 1
PGC ｸ 2
PGC ｸ 3
PGC ｸ 4
PGC ﾊ
PGC ﾏ マーク・マーティン 世界中からたっくさん! 偕成社

アラン・グレ アラン・グレのABCえほん　4 あすなろ書房
キャサリン・バー 宇宙のれきし 絵本塾出版

アラン・グレ アラン・グレのABCえほん　2 あすなろ書房
アラン・グレ アラン・グレのABCえほん　3 あすなろ書房

ケイト・バンクス あなたがおおきくなるひまで 岩崎書店
アラン・グレ アラン・グレのABCえほん　1 あすなろ書房

市原　淳 もいもいどこどこ? ディスカヴァー
・トゥエンティワン

ピーター・シス ロビンソン 偕成社
P.L.トラヴァース メアリー・ポピンズと笑いガス 絵本塾出版

マシュー・ゴラブ おまつりをたのしんだおつきさま のら書店

青山　友美 たこあげ 講談社

イーディス・サッチャー・ハード きれいずきのマグスおばさん 大日本図書
マルセル・エーメ 壁抜け男 理論社

いとう　ひろし おいかけっこのひみつ ポプラ社
工藤　直子 ちび竜 童心社
せな　けいこ いらっしゃい 童心社

山口　哲司 ふきだしくん 出版ワークス
高山　なおみ おにぎりをつくる ブロンズ新社

多田　ヒロシ りんごがドスーン 文研出版
中川　ひろたか ウォッシュバーンさんがいえからでない13のりゆう 文溪堂
日野　十成 かえるの天神さん 福音館書店

武田　康男 ゆきのけっしょう 岩崎書店

村上　しいこ ねこなんていなきゃよかった 童心社
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