
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.6 ｶﾜ
015.8
019.9 ｶﾏ

（哲学・思想）
X 141.6 ｱﾝ
Z 141.7 ﾊﾀ
152.1 ﾀｶ
159.4 ﾏｸ
159.7 ﾋﾛ
176.5 ﾖｼ
176.8 ｼﾌ

（歴史・紀行）
210.7 ﾓｱ
290.9
290.9
290.9
291
292.3 ﾑﾛ

（伝記）
289.1 ｱﾝ
Z 289.1 ﾀﾁ

（社会科学）
Z 302.2 ﾏｷ
302.3 ｲｹ
302.3 ﾃｼ
X 304 ｲｹ
304 ｾﾘ
312.1 ｲｼ
312.3 ﾄﾝ
Z 319.8 ﾀｺ
Z 319.8 ﾋｶ
321 ﾀｶ

（経済）
332 ｱｾ 1
332 ｱｾ 2
Z 334.4 ﾄﾓ
336.4 ｲｲ
367.2 ﾋｱ
369.2
369.4 ｱｵ

（教育・文化）
373.4 ｸﾒ 20
378
379.9 ﾔﾏ
382.7 ｸﾘ
383.8 ｲﾉ
383.8 ｸｲ

渋谷　申博 成功する人は、おみくじのウラを読んでいる! かんき出版

ジョン・C.マクスウェル NO LIMITS「できる人」は限界をつくらない 三笠書房
弘兼　憲史 俺たちの老いじたく 祥伝社
吉野　りり花 ニッポン神様ごはん 青弓社

安藤　俊介 実践アンガーマネジメント 朝日新聞出版
波多野　誼余夫 無気力の心理学 中央公論新社
高橋　あい 1ミリでも距離を縮めたい“彼女”になる 大和出版

青山　さくら ジソウのお仕事 フェミックス

河村　直哉 精神科医・安克昌さんが遺したもの 作品社

角幡　唯介 エベレストには登らない 小学館
ボンボヤージュ 旅ボン　台湾・高雄編 主婦と生活社
ペール・アンデション 旅の効用 草思社

るるぶ九州　'21 JTBパブリッシング

室橋　裕和 バンコクドリーム イースト・プレス

飯塚　健二 「職場のやっかいな人間関係」に負けない法 三笠書房
メアリー・ビアード 舌を抜かれる女たち 晶文社
岡本　弘子 高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて ナツメ社

久米　忠史 奨学金まるわかり読本　2020 合同出版
井上　雅彦 発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方 すばる舎
山口　謠司 ステップアップ0歳音読 さくら舎
ドン・クリック 最期の言葉の村へ 原書房
井上　岳久 カレーの世界史 SBクリエイティブ

ジェリ・クィンジオ 図説デザートの歴史 原書房

川上　恭子 世界一わかりやすいパソコン入門テキスト 技術評論社
東京子ども図書館 おはなし聞いて語って 東京子ども図書館

鎌田　浩毅 理学博士の本棚 KADOKAWA

【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　2月 4日号　No.1

○ 一般書 ○

アーロン・S.モーア 「大東亜」を建設する 人文書院

牧野　愛博 韓国を支配する「空気」の研究 文藝春秋
池上　彰 池上彰の世界の見方 イギリスとEU 小学館

立花　隆 知の旅は終わらない 文藝春秋

芹川　洋一 NIKKEI日曜サロン日本を考える 日本経済新聞出版社

石井　一 つくられた最長政権 産経新聞出版

ミシェル・デシェ 地図で見るドイツハンドブック 原書房
池上　彰 池上彰の未来を拓く君たちへ 日本経済新聞出版社

東　大作 内戦と和平 中央公論新社
高乗　正臣 保育者のための法学・憲法入門 成文堂

ジャック・ドンズロ 社会的なものの発明 インスクリプト
多湖　淳 戦争とは何か 中央公論新社

ダロン・アセモグル 自由の命運　下 早川書房
友原　章典 移民の経済学 中央公論新社

ダロン・アセモグル 自由の命運　上 早川書房

<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】

383.8 ｸﾎ
388.4

（自然科学）
404 ﾏﾝ
410 ｼﾔ
421.2 ﾔﾏ
462.6 ﾅｶ
486 ｳﾝ

（医学）
491.3 ﾉﾃ
493.6 ﾋﾗ
493.7
493.7 ｱﾝ
494.5
494.6
495.1 ﾏｷ
497.9 ｻｶ
498.1 ｾﾄ
498.3 ﾀﾅ

498.5

498.5 ｸﾄ
498.5 ﾀﾅ
498.5 ﾌｼ
498.5 ﾓﾘ
499 ﾊﾂ

（技術）
516.2 ｲﾏ
523.1 ﾆﾑ
527
527 ﾘﾖ
547.5 ｻﾉ
585.6

（家政）
591 ｵｵ
Z 591 ｸｽ
592.7 ﾕﾋ
594.3 ﾆﾙ
596 ｵｵ
596.22 ｲﾉ
596.3 ｳｼ
596.65
596.65 ｴﾝ
596.65 ﾌｸ

（産業）
645.7 ｻｻ
Z 645.2 ｶﾏ
645.9
675 ｵｵ
699.3 ﾀｹ

（芸術・美術）
723 ﾜﾀ
723.3 ﾊﾝ
724.5 ｺﾔ

森　由香子 間食ダイエット 文藝春秋

田中　友也 CoCo美漢方田中の12か月のおいしい漢方 扶桑社
藤田　紘一郎 やせる無限キャベツ健康レシピ 宝島社

ランドール・マンロー ハウ・トゥー 早川書房

服部　昭 江戸時代の薬箱 風詠社

久保　明教 「家庭料理」という戦場 コトニ社
田中　二郎 ブッシュマンの民話 京都大学学術出版会

工藤　孝文 心と体のもやもやがスーッと消える食事術 文藝春秋

福田　淳子 シュークリーム 河出書房新社

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
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

まき　りえこ オトナ女子の謎不調、ホントに更年期? 集英社
坂田　佳奈 人生のパフォーマンスを最大にする病気にならない健口法 幻冬舎メディアコンサルティング

瀬戸　晴海 マトリ 新潮社
田中　旨夫 101歳現役医師の死なない生活 幻冬舎
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

牛尾　理恵 豆腐からおからパウダーまで!「目からウロコ」の保存&活用術 文化学園文化出版局

Lindt リンツのチョコレートと55のレシピ 誠文堂新光社
えん93 えん93のアイスボックスクッキー 誠文堂新光社

大江　英樹 資産寿命 朝日新聞出版
楠木　新 定年後のお金 中央公論新社
ゆぴのこ yupinoko's DIY BASIC LESSON 学研プラス
アンマリー・ニルソン スウェーデンから届いたとっておきニット NHK出版
大原　千鶴 大原千鶴の絶品手づくりだれ料理帖 NHK出版
伊能　すみ子 マカオ行ったらこれ食べよう! 誠文堂新光社

トム・ジャクソン 「数」はいかに世界を変えたか 創元社

海野　和男 世界でいちばん変な虫 草思社

山崎　耕造 トコトンやさしい相対性理論の本 日刊工業新聞社

長沼　毅 我々はどう進化すべきか さくら舎

新井　平伊 アルツハイマー病のことがわかる本 講談社
安　克昌 心の傷を癒すということ 作品社

カーヤ・ノーデンゲン 「人間とは何か」はすべて脳が教えてくれる 誠文堂新光社
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

二村　悟 日本の建築家解剖図鑑 エクスナレッジ
リノベーションでかなえるカッコよくすっきり暮らせる家 主婦と生活社

今尾　恵介 ゆかいな珍名踏切 朝日新聞出版

小津和紙編纂室 和紙 朝日出版社

廖　惟宇 ゲリラ建築 みすず書房
佐野　正弘 60分でわかる!5Gビジネス最前線 技術評論社

佐々木　まこと のらのいる風景 鈴屋出版

大松　孝弘 ほんとうの欲求は、ほとんど無自覚 宣伝会議
武井　照子 あの日を刻むマイク 集英社

蒲池　明弘 「馬」が動かした日本史 文藝春秋
田向　健一 デグー飼育バイブル メイツユニバーサルコンテンツ

ヴィルヘルム・ハマスホイ ヴィルヘルム・ハマスホイ 東京美術
小屋　哲雄 7日でうまくなる油絵初級レッスン 誠文堂新光社

渡辺　晋輔 国立西洋美術館名画の見かた 集英社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

726.5 ﾀﾑ
748 ﾗｲ
762.3 ﾉﾀ

（スポーツ・諸芸）
780.2 ﾆﾉ
783.4 ﾃﾑ
783.7 20
786.1 ﾊﾈ
788.1 ｻｻ
795 ﾚﾄ
798 ｾﾘ

（言語）
830.7 ｱﾗ
856 ｽｷ

（文学）
911.3 ﾅｶ
923.7 ﾁｴ
933.7 ｵｽ
953.6 ﾕｺ 2
973 ﾌﾂ 3
992.1 ｵｳ

（日本の小説）
F ｱﾔ
F ｱﾘ
F ｲﾄ
F ｲﾌ
F ｳﾀ
F ｵｳ
F ｵｵ 6
F ｶﾐ
F ｷｳ
F ｷﾑ
F ｷﾖ 12
F ｺｸ
F ｺﾘ 14
F ｺﾝ
F ｼﾊ
F ｼﾗ
F ｼﾗ
F ｿﾒ
F ﾀｶ
F ﾂｼ
F ﾄｳ
F ﾅｶ
F ﾌﾙ
F ﾌﾙ
F ﾓﾄ
F ﾓﾘ
F ﾔﾅ
F ﾔﾏ
F ﾖｼ

新井　リオ 英語日記BOY 左右社
杉山　利恵子 フランス語でつづる私の毎日 三修社

山本　巧次 希望と殺意はレールに乗って 講談社
吉田　修一 犯罪 文藝春秋

陳　楸帆 荒潮 早川書房
ローレンス・オズボーン ただの眠りを 早川書房
ヴィクトール・ユゴー レ・ミゼラブル　2 平凡社
ディーノ・ブッツァーティ ブッツァーティ短篇集　3 東宣出版
オウィディウス ヘーローイデス 平凡社

本山　聖子 おっぱいエール 光文社
森谷　明子 涼子点景1964 双葉社
柳　広司 太平洋食堂 小学館

中山　七里 騒がしい楽園 朝日新聞出版
古川　真人 背高泡立草 集英社
古内　一絵 鐘を鳴らす子供たち 小峰書店

高殿　円 シャーリー・ホームズとバスカヴィル家の狗 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

白石　睦月 母さんは料理がへたすぎる ポプラ社
白石　一文 君がいないと小説は書けない 新潮社
染井　為人 正体 光文社

野田　浩資 音楽家の食卓 誠文堂新光社

田村　セツコ おちゃめな生活 河出書房新社
ソール・ライター 永遠のソール・ライター 小学館

ベースボール・マガジン社 ベースボール・レコード・ブック　2020 ベースボール・マガジン社

二宮　寿朗 鉄人の思考法 集英社
出村　謙知 日本ラグビー“桜のキャプテン”激闘史 辰巳出版

羽根田　治 十大事故から読み解く山岳遭難の傷痕 山と溪谷社

マイク・セリンカー コボルドのボードゲームデザイン グループSNE

佐々木　一郎 稽古場物語 ベースボール・マガジン社

マイケル・レドモンド レドモンドの狙え!戦いの手筋 NHK出版

長嶋　有 俳句は入門できる 朝日新聞出版

有川　ひろ イマジン? 幻冬舎
絲山　秋子 御社のチャラ男 講談社

彩瀬　まる さいはての家 集英社

逢坂　剛 平蔵の母 文藝春秋
大石　英司 覇権交代　6 中央公論新社

伊吹　有喜 雲を紡ぐ 文藝春秋
歌田　年 紙鑑定士の事件ファイル 宝島社

木村　椅子 ウミガメみたいに飛んでみな 光文社
夾竹桃 戦国小町苦労譚　12 アース・スターエンターテイメント

神津　凛子 ママ 講談社
木内　昇 占 新潮社

今野　敏 清明 新潮社
柴田　哲孝 野守虫 光文社

小暮　夕紀子 タイガー理髪店心中 朝日新聞出版
古流　望 おかしな転生　14 TOブックス
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（小説 文庫）
X 933.7 ｽｳ
X 933.7 ﾍｲ
X 933.7 ﾓﾝ
X 943.7 ｳﾙ
X 983 ﾄﾙ 1
X F ｱｶ
X F ｲﾅ 8
X F ｵｶ
X F ｸﾗ
X F ｺﾄ 2
X F ｼｶ
X F ﾅﾙ
X F ﾆﾀ
X F ﾉｸ
X F ﾊﾔ
X F ﾌｼ
X F ﾌｼ
X F ﾎﾝ 2
X F ﾓﾁ 13
X F ﾖｼ 2

（日本のエッセイ）
E ｲｼ
E ｷﾀ
E ｼｴ
E ﾀｷ
E ﾑﾛ

（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 218.4
K 281.5
K 288.3 ｱｹ
K 288.3 ｷｸ
K 289.1

（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 486

（大活字本）
080 ﾐﾔ 4 宮沢　賢治 宮沢賢治大活字本シリーズ　4 三和書籍

明智　憲三郎 明智家の末裔たち 河出書房新社
菊地　浩之 徳川家臣団の系図 KADOKAWA

松田　直則 土佐の山城 ハーベスト出版

シャンナ・スウェンドソン 魔法使いのウエディング・ベル 東京創元社

エルンスト・ヴルチェク 深淵の騎士たち 早川書房
トルストイ 戦争と平和　1 光文社

ロバート・ベイリー 黒と白のはざま 小学館
L.M.モンゴメリ 風柳荘のアン 文藝春秋

岡本　綺堂 半七捕物帳 新潮社
倉阪　鬼一郎 夢の帆は永遠に 光文社

赤川　次郎 死体は眠らない 徳間書店
稲葉　稔 浪人奉行　8ノ巻 双葉社

鳴海　章 アロの銃弾 光文社
似鳥　鶏 七丁目まで空が象色 文藝春秋

ごとう　しのぶ シンプル・カオス　2 小学館
志駕　晃 スマホを落としただけなのに 戦慄するメガロポリス 宝島社

藤井　邦夫 招き猫 双葉社
藤まる 午前3時33分、魔法道具店ポラリス営業中 PHP研究所

野口　卓 あっけらかん 集英社
林　民夫 糸 幻冬舎

吉田　雄亮 お隠れ将軍　2 朝日新聞出版

誉田　龍一 よろず屋お市　2 早川書房
望月　麻衣 京都寺町三条のホームズ　13 双葉社

ジェーン・スー これでもいいのだ 中央公論新社
滝口　悠生 やがて忘れる過程の途中 NUMABOOKS

石田　千 窓辺のこと 港の人
北上　次郎 息子たちよ 早川書房

信長の家臣団と光秀対秀吉 スタンダーズ(発売)

室井　佑月 この国は、変われないの? 新日本出版社

小野　之裕 織田信長の家臣 佐久間信盛、柴田勝家、丹羽長秀 ゆいぽおと

山本　耕 光秀の歩き方 岐阜新聞社

中島　淳 日本の水生昆虫 文一総合出版

P.4



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
01
14 ｱ

（歴史）
28

（社会）
36 1
36 ﾄ

（地球・からだ）
45
49 ｲ

（産業）
61
63 ｵ

（スポーツ）
78 ｵ

（ことば）
81
81

（日本のよみもの）
91 ｱ 19
91 ﾄ 3
91 ﾅ
91 ﾊ
91 ﾋ 4
91 ﾜ

（外国のよみもの）
93 ｵ
93 ｷ
93 ｹ

（日本のえほん）
PN ｲ
PN ｵ
PN ｼ
PN ｼ
PN ﾊ
PN ﾘ
PNC ﾀ

（外国のえほん）
PG ｺ
PG ﾃ
PG ﾌ
PG ﾗ
PGC ﾊ

瑞樹　奈穂 エメリン・パンクハースト ポプラ社

青木　省三 ぼくらの中の「トラウマ」 筑摩書房

庄野　ナホコ しろくまきょうだいのセイウチまつり 小学館

甲斐　睦朗 小学新国語辞典 光村教育図書
甲斐　睦朗 小学新漢字辞典 光村教育図書

大野　益弘 オリンピックパラリンピックのスゴイ話　はじめて物語編 ポプラ社

雨蛙ミドリ オンライン!　19 KADOKAWA
東郷　隆 邪馬台戦記　3 静山社
中山　聖子 雷のあとに 文研出版

市原　真 どこからが病気なの? 筑摩書房

吉岡　裕子 図書委員アイデアブック あかね書房

☆ 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　2月 4日号　No.2

国崎　信江 もしものときにきみならどうする?防災　1 WAVE出版
豊田　直巳 百年後を生きる子どもたちへ 農山漁村文化協会

ジェローム・マーティン 地球について知っておくべき100のこと 小学館

海津　裕 スマート農業の大研究 PHP研究所

エリン・エントラーダ・ケリー ハロー、ここにいるよ 評論社

メアリー・ポープ・オズボーン 北の海の冒険者 KADOKAWA
ダイアナ・キンプトン 動物探偵ミア ポプラ社

大西　暢夫 お蚕さんから糸と綿と アリス館

濱野　京子 県知事は小学生? PHP研究所
廣嶋　玲子 鬼遊び　[4] 小峰書店
渡辺　仙州 天邪鬼な皇子と唐の黒猫 ポプラ社

いとう　ひろし おいかけっこのひみつ ポプラ社
尾崎　玄一郎 おにろうのおつかい 偕成社

ラケル・ディアス・レゲーラ たかくとびたて女の子 汐文社

はらぺこめがね ごはん山 白泉社
りとう　ようい でたでたでた 絵本館
高山　なおみ おにぎりをつくる ブロンズ新社

下田　昌克 死んだかいぞく ポプラ社

マリア・ホセ・フェラーダ いっぽんのせんとマヌエル ピクニックのひ 偕成社

ビル・コッター ぜったいにおしちゃダメ? サンクチュアリ出版

エウゲーニー・M.ラチョフ てぶくろ 福音館書店
キャサリン・バー いろがみえるのはどうして? 小学館
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