
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.1 ｽｶ
007.1 ﾃｸ
007.3 ﾎﾝ
Z 007.3 ﾔﾏ
018
069.8

（哲学・思想）
104 ﾒｲ
112 ｸﾀ
116.7 ｻｲ
132.1 ｶﾈ

140.4 ﾎﾂ

Z 156 ｾｷ

175.9

（歴史・紀行）
209 ｱﾐ
209.7 ﾔﾏ 1
210.3 ﾌﾙ
Z 210.7 ｲﾁ
222
227.9 ｳｽ

232.4 ｺﾙ

Z 235.3 ﾀｶ
270
291
291
291

（伝記）
289.1 ﾀｶ 6

（社会科学）
304 ｶﾒ
309 ｵﾉ
311 ﾊﾄ
311.7 ｱﾊ
312.2 ｱｷ
Z 312.5 ﾜﾀ
319.8 ﾌﾚ 1
320.4

（経済）
331 ｲﾉ
332.1 ｸｼ
335
336.2 ﾜﾀ
336.4 ｶﾅ
338 ｶﾜ
338.8 ｱﾝ

デイヴィッド・アーミテイジ <内戦>の世界史 岩波書店
山崎　雅弘 東西冷戦史　1 アルタープレス

【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 28日号　No.1

○ 一般書 ○

菅付　雅信 動物と機械から離れて 新潮社
マックス・テグマーク LIFE3.0 紀伊國屋書店
本間　邦雄 時間とヴァーチャリティー 書肆心水
山本　康正 次のテクノロジーで世界はどう変わるのか 講談社
スー・マケミッシュ アーカイブズ論

ミゲル・アバンスール 国家に抗するデモクラシー 法政大学出版局

高山　なおみ 帰ってきた日々ごはん　6 KTC中央出版

古川　順弘 人物でわかる日本書紀 山川出版社
一ノ瀬　俊也 特攻隊員の現実(リアル) 講談社

亀井　静香 日本よ、憚ることなく ワック

エイドリアン・
ゴールズワーシー 古代ローマ名将列伝 白水社

尾上　修悟 「黄色いベスト」と底辺からの社会運動 明石書店
ジュディス・バトラー 権力の心的な生 月曜社

渡辺　まどか シート1枚で論理的に伝える技術 秀和システム
金川　顕教 稼ぐ話術「すぐできる」コツ 三笠書房

マイストリート ビジネス用語図鑑 WAVE出版

ロドリク・ブレースウェート ハルマゲドン人類と核　上 白水社
高取　由弥子 子ども・親・男女の法律実務 日本加除出版

秋田　浩史 漫画香港デモ激動!200日 扶桑社
渡瀬　裕哉 メディアが絶対に知らない2020年の米国と日本 PHP研究所

井上　智洋 MMT 講談社
鯨岡　仁 安倍晋三と社会主義 朝日新聞出版

明石書店
行きたい!企業ミュージアム イカロス出版

川野　祐司 いちばんやさしいキャッシュレス決済の教本 インプレス
安東　隆司 お金を増やすならこの1本から始めなさい ダイヤモンド社

金子　晴勇 アウグスティヌス『神の国』を読む 教文館

堀田　秀吾 科学的に自分を変える39の方法 クロスメディア
・パブリッシング

石　平 日本の心をつくった12人 PHP研究所

サイモン・メイ 「かわいい」の世界 青土社
ダグラス・クタッチ 因果性 岩波書店
西郷　甲矢人 <現実>とは何か 筑摩書房

あんぐる 兵庫ご朱印めぐり旅乙女の寺社案内 メイツユニバーサル
コンテンツ

まっぷる　岩手　'20 昭文社
ソロタビ東京・横浜 JTBパブリッシング

高遠　弘美 物語パリの歴史 講談社
石森　大知 太平洋諸島の歴史を知るための60章 明石書店

まっぷる　鹿児島　'20 昭文社

石井　知章 六四と一九八九 白水社
臼杵　陽 「ユダヤ」の世界史 作品社

<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】

339.4
Z 339.4 ｵｷ
350.1 ﾙﾍ
361.4
364.6 ﾋﾕ
366.2 21
366.2 ｷﾘ
366.3
367.1 ｸﾄ
367.5 ﾍﾘ
368.6 ｶﾜ
369.2
369.4 ｶﾜ
369.4 ﾔﾏ

（教育・文化）
375.2 ﾏﾂ
Z 376.8 ﾏﾂ
Z 377.2 ｶﾘ

377.9 2

379.9
379.9
383.8 ｷﾝ
384.5 ｵｸ
384.9 ﾄｲ

（自然科学）
Z 413.5 ｽｽ
481.7 ﾜﾀ
489.9

（医学）
490.1 ﾌｼ
491.3 ﾘﾝ
493.1
Z 493.4 ﾏﾂ
493.7 ﾊｾ
494.7
494.9 ｲｼ
495 ﾀﾙ
Z 498.3 ﾋｸ
498.5

498.5

498.9 ﾆｼ

（技術）
518.5 ﾏﾂ
519.8 ﾄｳ
521.5 ｱﾝ
523.1 ﾐﾔ
525.1

526.7

538
549.9 ｻｲ
581.7
589.2 ｲﾉ
589.2 ｵｵ

松田　太希 体罰・暴力・いじめ 青弓社
松本　亘正 超難関中学のおもしろすぎる入試問題 平凡社

山野　則子 子どもの貧困調査 明石書店

くどう　みやこ 誰も教えてくれなかった子どものいない女性の生き方 主婦の友社
グレイソン・ペリー 男らしさの終焉 フィルムアート社

川崎　二三彦 虐待「嬰児殺」 福村出版

松沢　哲郎 心の進化を語ろう 岩波書店

鈴木　貫太郎 中学の知識でオイラーの公式がわかる 光文社
渡辺　茂 動物に「心」は必要か 東京大学出版会

栗原　毅 医師がすすめる糖尿病に効く<たんぱく質たっぷり・糖質ちょいオフ>レシピ120 主婦の友社
松生　恒夫 「腸寿」で老いを防ぐ 平凡社

藤山　みどり 臨床宗教師 高文研
デイヴィッド・J.リンデン 40人の神経科学者に脳のいちばん面白いところを聞いてみた 河出書房新社

イザベラ・トゥリー 英国貴族、領地を野生に戻す 築地書館
安藤　優一郎 江戸の間取り 彩図社

松藤　敏彦 科学的に見るSDGs時代のごみ問題 丸善出版

コトブキシーティング
・アーカイブ 劇場建築とイス ブックエンド

三宅　理一 安藤忠雄建築を生きる みすず書房
小川　真樹 エスキスって何? 彰国社

中野　冠 空飛ぶクルマのしくみ 日刊工業新聞社

齋藤　勝裕 よくわかる最新有機EL&液晶パネルの基本と仕組み 秀和システム
大工道具研究会 日本の刃物 研ぎの技法 誠文堂新光社
井上　雅人 ファッションの哲学 ミネルヴァ書房
大草　直子 大草直子のNEW BASIC STYLE 三笠書房

長谷川　和夫 ボクはやっと認知症のことがわかった KADOKAWA
「きょうの健康」番組制作班 関節・骨を守る295のQ&A事典 主婦と生活社
石橋　由孝 透析療法 主婦の友社
エレン・ストッケン・ダール からだと性の教科書 NHK出版
樋口　満 女は筋肉 男は脂肪 集英社
柳沢　幸江 上手に食べて、ずーっと健康!栄養を捨てないシニアの簡単レシピ 家の光協会
武庫川女子大学栄養科学
研究所栄養クリニック 武庫川女子大学おとなダイエット教室 幻冬舎

西尾　元 女性の死に方 双葉社

苅谷　剛彦 大学はもう死んでいる? 集英社
続・全共闘白書編纂
実行委員会 全共闘白書　続 情況出版

ジェームス・T.ウェブ わが子がギフティッドかもしれないと思ったら 春秋社
主婦の友社 おうちでほぼバイリンガルの育て方 主婦の友社
金　新 中国飲食故事 浙江出版集団東京

奥田　実紀 図説ヴィクトリア朝の子どもたち 河出書房新社
土井　繁孝 百年の色街飛田新地 光村推古書院

朝日新聞経済部 かんぽ崩壊 朝日新聞出版
荻原　博子 保険ぎらい PHP研究所
アンソニー・ルーベン 統計的な? すばる舎リンケージ

林　香里 足をどかしてくれませんか。 亜紀書房
日向　咲嗣 「国民年金」150%トコトン活用術 同文舘出版

福辺　節子 イラスト・写真でよくわかる力の要らない介助術 ナツメ社
川松　亮 市区町村子ども家庭相談の挑戦 明石書店

女性の職業研究会 女性の職業のすべて　2021年版 啓明書房
桐畑　昴 退職代行マニュアル 扶桑社
千葉　博 入門図解職場のハラスメント<セクハラ・パワハラ・マタハラ>の法律と対策 三修社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

589.2 ﾀｼ
589.7 ﾀｶ

（家政）
591 ﾖｺ
593.3 ｵｶ
593.3 ｶﾄ
594
594
594.2 ｵｷ
594.3
594.3
594.7
594.9 ｺｾ

597.5

Z 599 ﾓﾘ
599.3 ﾏﾂ
599.4 ﾓﾘ

（産業）
615.8
648.2 ｼﾔ
664.1 ﾊﾏ
686.2
686.2 ﾎﾘ
689.5 20

（芸術・美術）
702.1
Z 706.7 ﾔﾏ
723.1 ｷﾉ
726.6 ｽﾄ
Z 763.2 ﾎﾝ
764.3 ｻｲ
767.8 ﾊｾ 3
772.1 ﾏﾂ
778 ﾏﾅ
778.2 ｻｻ
778.2 ﾀｶ
778.7 ﾆｼ
778.8 ﾂﾂ
Z 779.1 ﾋﾛ

（スポーツ・諸芸）
783.2 ﾀｶ
783.5 ﾊﾏ
783.7 25
783.7 ｲｼ
Z 784.6 ｳﾂ

（言語）
Z 801.6 ｷﾊ
Z 807 ﾅｶ
814.4 ﾅｶ

（文学）
910.2 ｲﾊ
911.5
913.7

農文協 今さら聞けない農薬の話きほんのき 農山漁村文化協会

高畑　正幸 文房具語辞典 誠文堂新光社

ブティック社
通園通学グッズ大集合! 日本ヴォーグ社

沖　文 日本刺繡の「いろは」 日本ヴォーグ社

だっこあみぐるみ&クッション

レイルウエイズグラフィック 絶景!さくら鉄道 グラフィック社
堀内　重人 旅する親子鉄 交通新聞社

ポール・シャピロ クリーンミート 日経BP
濱田　武士 漁業と国境 みすず書房

子どもといく東京ディズニーリゾートナビガイド　2020-2021 講談社

木下　晋 いのちを刻む 藤原書店
シモン・ストーレンハーグ フロム・ザ・フラッド グラフィック社

ダムタイプ1984 2019 河出書房新社
山口　桂 美意識の値段 集英社

本間　ひろむ アルゲリッチとポリーニ 光文社
齋藤　真知亜 クラシック音楽を10倍楽しむ魔境のオーケストラ入門 ベストセラーズ

石原　豊一 真のファンなら知っておきたい野球の世界情勢 ベースボール・マガジン社

高橋　宏文 バレーボールの戦い方 ベースボール・マガジン社

浜浦　幸広 テニスの筋力トレーニング ベースボール・マガジン社

真魚　八重子 血とエロスはいとこ同士 Pヴァイン
松島　トモ子 老老介護の幸せ 飛鳥新社
長谷川　町蔵 文化系のためのヒップホップ入門　3 アルテスパブリッシング

善渡爾　宗衛 荷風を盗んだ男 幻戯書房

木原　善彦 アイロニーはなぜ伝わるのか? 光文社
中川　浩一 総理通訳の外国語勉強法 講談社

谷川　俊太郎 今日は誰にも愛されたかった ナナロク社
もりた　はじめ らくご絵巻 新泉社

中学野球太郎　Vol.25 廣済堂出版

横山　光昭 キャッシュレス貧乏にならないお金の整理術 クロスメディア・パブリッシング

岡崎　光子 私たちの好きな服とバッグ グラフィック社
加藤　容子 パターン補正バイブル 日本文芸社

手作りの通園&通学グッズ

中村　明 五感にひびく日本語 青土社

佐々木　亜希子 カツベンっておもしろい! 論創社
高槻　真樹 活動弁士の映画史 アルタープレス
西位　輝実 アニメーターの仕事がわかる本 玄光社
堤　哲哉 日本懐かし特撮ヒーロー大全 辰巳出版
広瀬　和生 21世紀落語史 光文社

宇都宮　直子 羽生結弦を生んだ男 都築章一郎の道程 集英社

森田　麻里子 科学的に正しい子育て 光文社
松尾　みゆき フリージングで作りおき離乳食 新星出版社

アップルミンツ
かぎ針で編むおしゃれな巾着バッグ アップルミンツ
ジーンズで袋物 ブティック社

小関　鈴子 色と形 パッチワークパターンで布遊び グラフィック社

森田　麻里子 医者が教える赤ちゃん快眠メソッド ダイヤモンド社

田島　重則 50歳からの10歳若く生きる服装術 PHP研究所

BS朝日「ウチ、“断捨離”
しました!」スタッフ ウチ、”断捨離“しました! 大和書房
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

918.6
918.6 11
930.2 ﾅﾝ

933.7 ｷﾔ

933.7 ﾊﾐ
963 ﾙｲ
973 ﾌｴ

（日本の小説）
F ｳｴ
F ｻｸ 7
F ｻｻ
F ｻﾜ
F ｼﾖ 1
F ﾉﾘ
F ﾌｼ
F ﾑﾚ
F ﾜｲ 18

（小説 文庫）
X 918.6
X E ﾂﾑ
X F ｱｵ
X F ｱｶ
X F ｱｶ 32
X F ｲﾅ
X F ｳｴ
X F ｵｳ 1
X F ｵｳ 2
X F ｵｵ
X F ｵｵ
X F ｵｵ 15
X F ｷﾖ
X F ｺｳ 3
X F ｺｽ
X F ｺﾊ
X F ｻｴ
X F ｼｲ
X F ｼｷ
X F ﾀｶ
X F ﾀｶ 8
X F ﾄｳ
X F ﾌｼ
X F ﾌｼ 13
X F ﾖｼ
X F ﾜﾀ

（日本のエッセイ）
E ﾌｶ

櫻井　春輝 Bグループの少年　7 アルファポリス
笹本　稜平 山岳捜査 小学館

植松　三十里 梅と水仙 PHP研究所

乗代　雄介 最高の任務 講談社

澤田　瞳子 稚児桜 淡交社
小路　幸也 国道食堂　1st season 徳間書店

池波　正太郎 志に死す 新潮社

Y.A 八男って、それはないでしょう!　18 KADOKAWA

藤崎　翔 OJOGIWA ポプラ社
群　ようこ 今日もお疲れさま 角川春樹事務所

赤川　次郎 鼠、噓つきは役人の始まり KADOKAWA
赤松　中学 緋弾のアリア　32 KADOKAWA

津村　節子 時の名残り 新潮社
蒼月　海里 地底アパートと幻の地底王国 ポプラ社

逢坂　剛 燃える地の果てに　上 KADOKAWA
逢坂　剛 燃える地の果てに　下 KADOKAWA

稲葉　稔 糸切れ凧 光文社
上田　秀人 急報 光文社

太田　紫織 櫻子さんの足下には死体が埋まっている　[15] KADOKAWA

大沢　在昌 深夜曲馬団(ミッドナイト・サーカス) KADOKAWA
大島　真寿美 ほどけるとける KADOKAWA

小早川　涼 料理番旅立ちの季節 KADOKAWA
佐伯　泰英 初午祝言 文藝春秋

小杉　健治 咲かずの梅 祥伝社

高杉　良 世襲人事 文藝春秋
高里　椎奈 うちの執事に願ったならば　8 KADOKAWA

椎名　蓮月 神獣札のかりそめ主 KADOKAWA
志木沢　郁 我らの流儀 徳間書店

椹野　道流 最後の晩ごはん　[13] KADOKAWA
吉川　英梨 正義の翼 KADOKAWA

堂場　瞬一 垂れ込み 角川春樹事務所

藤原　緋沙子 風よ哭け 祥伝社

深爪 立て板に泥水 KADOKAWA

京極　夏彦 オジいサン KADOKAWA
河野　裕 さよならの言い方なんて知らない。　3 新潮社

和田　はつ子 珍味脅し 角川春樹事務所

あさの　あつこ てしごと 徳間書店
岩淵　宏子 <新編>日本女性文学全集　11 六花出版
南條　竹則 ゴーストリイ・フォークロア KADOKAWA
ジェイムズ・
ブランチ・キャベル イヴのことを少し 国書刊行会

モーシン・ハミッド 西への出口 新潮社
バレリア・ルイセリ 俺の歯の話 白水社
エレナ・フェッランテ 失われた女の子 早川書房
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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 210.4
K 210.5
K 289.1
K 521.8
K 521.8
K 521.8

K 787.1
（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 780.3 ﾕｳ

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）

01 ｸ
（歴史）
21 ｵ

28
（社会）
33 3
36 ｻ

38
（地球・生物・からだ）
45 ﾔ
46 ｽ
48 ﾊ
48 ﾌ

49 ﾓ
（技術）
59 ﾃ
（産業）
64 1

68
（スポーツ）
78 ｽ

（外国のよみもの）
93

94 ﾘ

シャーリー・グレン 「走る図書館」が生まれた日 評論社

森村　尚登 いのちを救う災害時医療 河出書房新社

学校クイズ研究会 みんなでもりあがる!学校クイズバトル 汐文社

おおつか　のりこ 元号ってなんだろう 岩崎書店

加来　耕三 斎藤道三 ポプラ社

末友　靖隆 おもしろミクロ生物の世界 偕成社
Herve Paniaq セイウチ 丸善出版
William Flaherty ホッキョクオオカミ 丸善出版

アダム・スキナー 知ってた?世界のスポーツルールと歴史 徳間書店

アルバ はたらく犬たち　[1] 金の星社

鉄道のひみつ図鑑 スタジオタッククリエイティブ

アストリッド・リンドグレーン やかまし村の春夏秋冬 岩波書店

吉川弘文館
明智光秀 昭文社

中村　博司 豊臣政権の形成過程と大坂城 和泉書院

日外アソシエーツ

三浦　正幸 日本の城 学研プラス

菊池　雄一 関西の船釣り最新テクニック つり人社

三浦　正幸 城バイリンガルガイド 小学館
長谷川　ヨシテル ヘンテコ城めぐり 柏書房

福田　千鶴 城割の作法

☆ 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
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沼田　晶弘 SDGsぬまっち式アクション100　3 鈴木出版

結城　俊也 障害者とスポーツ文献目録

斎藤　多加子 あったらいいな、こんな義足 汐文社

山川　徹 地図で見る日本の地震 偕成社

寺西　恵里子 火も包丁も使わない!安心・安全クッキング 新日本出版社

ウォルト・ディズニー
・カンパニー アナと雪の女王2 偕成社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（日本のえほん）
PN ｲ
PN ｲ
PN ﾆ
PN ﾐ
PNC 4
PNC 5
PNC 5
PNC 5

PNC ﾀ
（外国のえほん）
PG ﾃ
PG ﾄ
PG ﾊ
PGC ﾎ

はまの　ゆか ちらしずし 光村教育図書

たかい　よしかず ゆめのかなえかた 大日本図書

深見　春夫 じぶんではなをかめるかな 岩崎書店
小西　英子 のりまき 福音館書店
まつむら　ゆりこ はじまりはたき火 福音館書店

にしかわ　しずよ みらいちゃんのみらい 文芸社
みやにし　たつや やきいもとおにぎり 鈴木出版

井上　奈奈 せかいねこのひ 新日本出版社
いそ　なつの みなみのはてはこおりのくに 文芸社

エリス・ドラン チョコレート・ウォーズ 光村教育図書
イソベル・ハリス ブラウンぼうやのとびきりさいこうのひ ロクリン社

アニカ・アルダムイ・デニス ラブレターをもらったら BL出版

メアリ・ホフマン いろいろいろんなからだのほん 少年写真新聞社
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