
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
019.9

（哲学・思想）
Z 115.4 ｶﾌ
133.9 ﾉｶ
146.8 ｺﾔ
X 159 ﾅｶ
159 ﾊﾀ
159.4 ﾊｼ
159.6 ﾊﾝ

（歴史・紀行）
Z 219.9 ﾐｶ
220 ｸｼ
Z 222.4 ｵｵ
223.1 ｲｼ
235
281 ﾎﾝ
290.9
291
292.2 ﾜﾀ

（伝記）
289.1 ｵﾀ
Z 289.1 ｷﾄ
289.1 ﾌｶ
Z 289.1 ﾐﾅ
289.2 ｷﾖ
Z 289.3 ｴﾘ

（社会科学）
302.2 ｿｴ
302.2 ﾑﾛ
311.2 ｶﾙ
X 311.3 ｷﾀ
312.1
312.1 ｶｺ
Z 312.9 ﾌﾅ
319.1 ｱｵ
324.5
Z 324.7 ｵｷ
324.8

（経済）
Z 334.4 ﾅｶ
335 ﾋﾀ
Z 335.1 ﾀｹ
Z 336.1 ﾀﾄ
336.4
Z 361.4 ﾍﾌ
Z 361.7 ﾐｳ

364.4

坂東　眞理子 「自分」を生きる あさ出版

見る×乗る×楽しむ路線別一日乗車券でめぐる東京 昭文社
渡辺　一枝 チベット 新日本出版社

福井　憲彦 一冊でわかるフランス史 河出書房新社
本郷　和人 日本史を変えた八人の将軍 祥伝社
地球の歩き方編集室 地球の歩き方aruco　4（トルコ） ダイヤモンド・ビッグ社

三上　智恵 証言沖縄スパイ戦史 集英社
串田　久治 天変地異はどう語られてきたか 東方書店

マルクス・ガブリエル 世界史の針が巻き戻るとき PHP研究所
野上　志学 デイヴィッド・ルイスの哲学 青土社
古山　有則 嫌いな人がいる人へ KADOKAWA
中谷　彰宏 自己肯定感が一瞬で上がる63の方法 PHP研究所
幡野　広志 なんで僕に聞くんだろう。 幻冬舎
橋下　徹 異端のすすめ SBクリエイティブ

渡邊　大門 虚像の織田信長 柏書房
川田　稔 木戸幸一 文藝春秋
長濱　一眞 近代のはずみ、ひずみ 航思社
鎌田　東二 南方熊楠と宮沢賢治 平凡社
許　永中 悪漢(ワル)の流儀 宝島社

サンドラ・ヘフェリン 体育会系 光文社
三浦　展 首都圏大予測 光文社
デイリー法学選書
編修委員会 介護保険サービスのしくみ 三省堂

武田　晴人 岩崎小彌太 PHP研究所
田所　雅之 御社の新規事業はなぜ失敗するのか? 光文社
尾形　圭子 電話応対&敬語・話し方のビジネスマナー 西東社

永吉　希久子 移民と日本社会 中央公論新社
トム・ピーターズ 新エクセレント・カンパニー 早川書房

室谷　克実 反日種族の常識 飛鳥新社
苅部　直 基点としての戦後 千倉書房
北原　みのり 奥さまは愛国 河出書房新社

副島　隆彦 全体主義(トータリタリアニズム)の中国がアメリカを打ち倒す ビジネス社

大島　大容 地代・家賃改定の実践手法 清文社

森　公任 図解最新契約の基本と実務がわかる事典 三修社
荻原　博子 最強の相続 文藝春秋

船橋　洋一 地経学とは何か 文藝春秋
青山　繁晴 日中の興亡2025 ワニ・プラス

毎日新聞「桜を見る会」取材班 汚れた桜 毎日新聞出版
籠池　泰典 国策不捜査 文藝春秋

君塚　直隆 エリザベス女王 中央公論新社

大東　和重 台湾の歴史と文化 中央公論新社
石川　文洋 ベトナム戦争と私 朝日新聞出版

【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　3月 3日号　No.1

○ 一般書 ○

毎日新聞出版 わたしのベスト3 毎日新聞出版

<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

P.1



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

367.3 ﾃﾗ
367.6 ﾌﾅ
367.7 ﾐｽ
368.6 ﾖｼ
369.3 ﾂｸ

（教育・文化）
383.8 ｸﾛ

（自然科学）
402 ｸﾚ
X 404 ｲｹ
442 ｵｵ
445.5 ｶﾝ
454.9 ﾀｹ
469.3
469.4 ｽｳ
470 ｵｵ
483.3
487.9 ﾀﾊ

（医学）
490.1 ｻｻ
Z 490.1 ﾑﾗ
491.3 ｳﾙ
492
493.6
493.7 3
Z 493.7 ｻｲ
494.5 ﾎｻ
Z 495.6 ﾑﾛ
499 ｲﾃ

（技術）
504 ｶﾂ

510.2 6

520.4 ｸﾏ
523 ﾄｲ
527
547.5 ﾌｼ
Z 548.3 ｵｵ
582.7 ｲﾉ
583.8 ｺｳ
Z 588.5 ｳｴ
588.6 ｲﾜ

（家政）
590 29
593.3
593.3 ﾉｷ
593.8
594.3
594.7
594.7 ｱｶ
594.7 ｲﾉ
594.9 ﾅｶ
595.5 ｽﾚ
596
596 ｽｶ

吉野　次郎 サイバーアンダーグラウンド 日経BP
津久井　進 災害ケースマネジメント◎ガイドブック 合同出版

寺田　和代 きらいな母を看取れますか?関係がわるい母娘の最終章 主婦の友社
船戸　優里 結愛へ 小学館
水島　広子 50代からの人間関係 PHP研究所

室月　淳 出生前診断の現場から 集英社
井手口　直子 薬剤師になるには ぺりかん社

西秋　良宏 アフリカからアジアへ 朝日新聞出版
ブライアン・スウィーテク 骨が語る人類史 原書房
大作　晃一 もっと美しき小さな雑草の花図鑑 山と溪谷社

山崎　律子 寝ながらできる認知症予防　3 ミネルヴァ書房
斎藤　環 社会的ひきこもり PHP研究所
保坂　隆 がんと共存ちょっと癒される話 さくら舎

メアリアン・ウルフ デジタルで読む脳×紙の本で読む脳 インターシフト
上野　博司 痛み・鎮痛の教科書<しくみと治療法> ナツメ社
出沢　明 こむら返りを自力で予防・撃退する 扶桑社

大澤　正彦 ドラえもんを本気でつくる PHP研究所
井上　さつき ピアノの近代史 中央公論新社
甲野　善紀 巧拙無二 剣筆舎
上野　敏彦 福島で酒をつくりたい 平凡社
岩木　みさき みその教科書 エクスナレッジ

寺村　輝夫 こまったさんのレシピブック あかね書房
スガ もっとラクする!一生使えるつくりおきBEST 扶桑社

暮らしのおへそ　Vol.29 主婦と生活社
エイジレスではけるウエストゴムのスカート&パンツ ブティック社

野木　陽子 ワンピースの基本パターン集 日本ヴォーグ社

木下着物研究所 きちんと身につく着かたの教科書 日本文芸社
かぎ針編みのネコ小物雑貨 アップルミンツ
今こそ持ちたい手作りのエコバッグ ブティック社

藤岡　雅宣 いちばんやさしい5Gの教本 インプレス

土居　義岳 建築の聖なるもの 東京大学出版会

すてきな玄関・門まわり・駐車場 ブティック社

赤峰　清香 はじめてでも必ず作れる手づくりバッグのきほん 日本文芸社
猪俣　友紀 はじめてでもすてきに作れるバッグのきほん 西東社
中村　瑠水子 みずひき 日貿出版社
すれみ さよならブスメイク サンクチュアリ出版

建設コンサルタンツ協会
『Consultant』編集部 土木遺産　6 ダイヤモンド社

隈　研吾 点・線・面 岩波書店

勝田　有一朗 理工系のための未来技術 工学社

佐々　涼子 エンド・オブ・ライフ 集英社インターナショナル

村上　陽一郎 死ねない時代の哲学 文藝春秋

田原　義太慶 毒ヘビ全書 グラフィック社

竹下　光士 ジオスケープ・ジャパン 山と溪谷社

中村　崇 サンゴの白化 成山堂書店

大野　裕明 星を楽しむ双眼鏡で星空観察 誠文堂新光社
鳫　宏道 木星・土星ガイドブック 恒星社厚生閣

ブライアン・クレッグ 世界を変えた150の科学の本 創元社
池田　圭一 誰かに教えたくなる科学の雑学 光文社

黒澤　はゆま 戦国、まずい飯! 集英社インターナショナル

P.2



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

596 ﾀｻ
596 ﾌｼ
596 ﾜﾀ
596.22 ｲﾅ
596.3
596.3 ﾅｶ
596.3 ﾊｸ
596.65 ｷﾑ
596.65 ﾃﾇ
596.7

599 ｲﾉ

599 ﾀｶ

（産業）
609 ｲｼ
611.8 20
Z 616.2 ｻﾄ
617.6
626.9 ｶﾄ
645.6 20
645.6 ﾌﾂ
648.1
673.9 ﾐｽ 20
674.6 ﾀｹ
675
675 ﾏﾂ
681.3
686.2 ｸｼ

（芸術・美術）
709.1
725 ﾀｼ
727.8 ｼﾉ

761.5 ﾂﾁ

Z 762.3 ｲｼ
775.4 ｶﾜ
778.2 ﾁﾊ

（スポーツ・諸芸）
780.4
Z 780.6 ｵｶ
Z 783.4 ﾏﾂ
789.8
791.7

（言語）
Z 810.2 ｺﾝ
810.4 ｻｲ
Z 810.4 ﾄﾔ
Z 816 ｲｼ
829.4 ﾔﾏ
835 ｼﾐ

（文学）
910.2 ﾐﾔ
911.3 ｲｼ
916 ｲﾘ
918.6 ﾅﾂ 27

井上　明美 超★簡単楽器づくり 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

たかぎ　なおこ おかあさんライフ。 KADOKAWA

木村　幸子 発酵あんこのおやつ WAVE出版
てぬキッチン 魔法のてぬきおやつ ワニブックス

レモンサワーの教科書 枻出版社

井上天極堂 葛の本 金壽堂出版
ナガタ　ユイ 果実とパンの組み立て方 誠文堂新光社
白央　篤司 たまごかけご飯だって、立派な自炊です。 家の光協会

藤井　恵 50歳からのからだ整え2品献立 主婦と生活社
ワタナベ　マキ 疲れないからだになる鉄分ごはん 家の光協会
稲田　俊輔 南インド料理店総料理長が教えるだいたい15分!本格インドカレー 柴田書店

タサン志麻 志麻さんのベストおかず 扶桑社

山下　美知子 ニューエクスプレスプラス フィリピノ語 白水社
清水　建二 いちばんやさしい英語のやり直しブック 成美堂出版

石牟礼　道子 色のない虹 弦書房
入江　紗代 かんもくの声 学苑社
夏目　金之助 定本漱石全集　第27巻 岩波書店

林　真理子 綴る女 中央公論新社

今野　真二 日本語の連続/不連続 平凡社
齋藤　孝 日本語力で切り開く未来 集英社インターナショナル

外山　滋比古 日本語の個性 中央公論新社
石黒　圭 段落論 光文社

筒井　紘一 茶趣をひろげる歳時記百科 淡交社

松瀬　学 ONE TEAMのスクラム 光文社
山田　雄司 忍者学講義 中央公論新社

中尾　拓哉 スポーツ/アート 森話社
岡田　功 五輪スタジアム 集英社

千葉　伸夫 監督成瀬巳喜男 森話社

石井　宏 モーツァルトは「アマデウス」ではない 集英社
川路　真瑳 宝塚受験世界にひとつしかない夢 左右社

篠原　榮太 篠原榮太のテレビタイトル・デザイン グラフィック社

土田　京子 絶対!わかる和声法100のコツ 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

藤野　一夫 基礎自治体の文化政策 水曜社
田代　聖晃 石膏デッサンの描き方教室 グラフィック社

櫛引　素夫 新幹線は地域をどう変えるのか 古今書院

松浦　法子 コストゼロでも効果が出る!LINE公式アカウント集客・販促ガイド 翔泳社
狩倉　博之 弁護士費用特約を活用した物損交通事故の実務 学陽書房

竹内　謙礼 ホームページの値段が「130万円」と言われたんですが、これって相場でしょうか? 技術評論社
リンクアップ 60分でわかる!サブスクリプション 技術評論社

造事務所 世界と日本のおいしいチーズ図鑑 メディアパル
水野　健 ゼロからスタート!水野健の宅建士1冊目の教科書　2020年度版 KADOKAWA

ワンちゃんネコちゃんペットと泊まる宿　'20〜'21 実業之日本社
コリン・ブッチャー モリー、100匹の猫を見つけた保護犬 東京創元社

東山　早智子 ハーブで楽しむ庭づくり 成美堂出版
加藤　正明 野菜作り達人のスゴ技100 NHK出版

小原　清志 農地の納税猶予の特例のすべて　令和2年版 大蔵財務協会
佐藤　洋一郎 米の日本史 中央公論新社

石川　英輔 ニッポンのサイズ図鑑 淡交社

P.3



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

931.7 ﾊﾗ
933.7 ｳｴ
933.7 ｳｵ
933.7 ｶﾐ
933.7 ｽﾀ
933.7 ﾌｴ

（日本の小説）
F ｱｻ
F ｲｶ
F ｲﾄ
F ｲﾇ
F ｳｷ
F ｵｸ
F ｵﾝ
F ｶｷ
F ｶｽ
F ｷﾀ
F ｷﾄ
F ｷﾉ
F ｸﾎ
F ｼﾖ
F ﾀｶ
F ﾅｶ
F ﾆﾚ
F ﾊﾆ 1
F ﾋﾛ 25
F ﾌｼ
F ﾏﾁ
F ﾐｷ
F ﾓﾝ
F ﾔﾏ

（小説 文庫）
X 918.6
X 933.7 ﾐﾗ
X 943.7 ﾌﾗ
X E ｳﾁ
X E ｵｶ
X E ﾂﾁ
X F ｱﾘ
X F ｶﾄ 1
X F ｷﾔ
X F ｻｶ
X F ｼｲ 8
X F ﾀｶ 8
X F ﾀｹ 8
X F ﾏﾂ
X F ﾓﾁ 14
X F ﾔﾏ

（日本のエッセイ）
E ｲｼ
E ｷｼ
E ｷﾀ
E ｷﾝ

山本　幸久 あたしの拳が吼えるんだ 中央公論新社

原　成吉 アメリカ現代詩入門 勉誠出版
H.G.ウェルズ ポリー氏の人生 白水社
ニコ・ウォーカー チェリー 文藝春秋
ジャニーン・カミンズ 夕陽の道を北へゆけ 早川書房

町屋　良平 坂下あたると、しじょうの宇宙 集英社
深木　章子 欺瞞の殺意 原書房
門前　典之 エンデンジャード・トリック 南雲堂

徳間書店大江戸剣花帳　上門田　泰明

ドナルド・キーン 黄犬交遊抄 岩波書店

岸本　葉子 50代、足していいもの、引いていいもの 中央公論新社
北方　謙三 生きるための辞書 新潮社

石牟礼　道子 道子の草文

土屋　賢二 日々是口実 文藝春秋
有馬　美季子 はないちもんめ世直しうどん 祥伝社

平凡社

山本　巧次 花伏せて 幻冬舎

松本　清張 人間水域 祥伝社
望月　麻衣 京都寺町三条のホームズ　14 双葉社

高田　郁 あきない世傳金と銀　8 角川春樹事務所

竹岡　葉月 おいしいベランダ。　[8] KADOKAWA

坂岡　真 遠雷雨燕 双葉社
椎名　蓮月 あやかし双子のお医者さん　8 KADOKAWA

喜安　幸夫 身代わりの娘 光文社

内館　牧子 女盛りは不満盛り 幻冬舎

マーガレット・ミラー 鉄の門 東京創元社
H.G.フランシス <つむじ風>ミュータント 早川書房

小川　糸 ぷかぷか天国 幻冬舎

諸田　玲子 ねこだまり PHP研究所

小路　幸也 <銀の鰊亭>の御挨拶 光文社
高瀬　隼子 犬のかたちをしているもの 集英社
中山　七里 帝都地下迷宮 PHP研究所
楡　周平 終の盟約 集英社
埴輪星人 春菜ちゃん、がんばる?　1 KADOKAWA
広瀬　煉 魔導師は平凡を望む　25 フロンティアワークス

冨士本　由紀 愛するいのち、いらないいのち 光文社

木下　昌輝 まむし三代記 朝日新聞出版
窪　美澄 たおやかに輪をえがいて 中央公論新社

北川　樹 ホームドアから離れてください 幻冬舎
城戸　喜由 暗黒残酷監獄 光文社

垣谷　美雨 うちの父が運転をやめません KADOKAWA
粕谷　知世 小さき者たち 早川書房

奥田　亜希子 愛の色いろ 中央公論新社
恩田　陸 ドミノin上海 KADOKAWA

乾　緑郎 ねなしぐさ 宝島社
浮穴　みみ 楡の墓 双葉社

五十嵐　佳子 金子と裕而 朝日新聞出版
伊東　潤 茶聖 幻冬舎

朝倉　宏景 空洞電車 双葉社

ドメニック・スタンズベリー 白い悪魔 早川書房
エリザベス・フェラーズ 亀は死を招く 論創社

P.4



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

E ｿﾉ
E ﾀｶ
E ﾔﾏ

（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 351 20
R 373.2 20

（大活字本）
080 ﾐﾔ 5

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
00
03 ﾄ

（歴史）
21 ｳ
21 ﾎ

（社会）
31 ﾏ
33
36 ｽ 6
38 ｷ
38 ﾍ
38 ﾎ

（地球・生物・からだ）
45 ｼ
45 ﾎ 2
47 ﾎ
48 1
48 1
48 2
48 3
48 4
49
49

（技術・手芸）
51 3
59 ﾍ

（産業）
64 2

（スポーツ）
72 ﾐ
78
78 ﾐ

藤田　紘一郎 カラダから出る「カタチのない」もの“キャラクター図鑑” 誠文堂新光社

鈴木　のりたけ しごとば　やっぱり ブロンズ新社
銀城　康子 ポリネシアのごはん 農山漁村文化協会

ほりかわ　りまこ おひなさまの平安生活えほん あすなろ書房

今泉　忠明 教科書にでてくる生きものをくらべよう　3 学研プラス
今泉　忠明 教科書にでてくる生きものをくらべよう　4 学研プラス
藤田　紘一郎 カラダから出る「カタチのある」もの“キャラクター図鑑” 誠文堂新光社

今泉　忠明 教科書にでてくる生きものをくらべよう　1 学研プラス
さいたま水族館 身近な生き物淡水魚・淡水生物　1 汐文社
今泉　忠明 教科書にでてくる生きものをくらべよう　2 学研プラス

ヴァレンティナ・ジャンネッラ グレタと立ち上がろう 岩崎書店
保坂　直紀 海は地球のたからもの　2 ゆまに書房
保谷　彰彦 有毒!注意!危険植物大図鑑 あかね書房

アルバ はたらく犬たち　[2] 金の星社

幸運社 地球が危ない!プラスチックごみ　3 汐文社
フロランス・ベロー かわいいパリのハンドメイド ミサンガ ほるぷ出版

宮下　規久朗 カラヴァッジョ《聖マタイの召命》 筑摩書房
望月　修 スポーツびっくり図鑑 小学館
三田　翔平 魔法のかけっこレッスン 学研プラス

石戸　奈々子 絵でわかるはじめてのプログラミング 学研プラス

福音館書店琉球という国があった上里　隆史

ポプラ社旅でみる世の中のしくみ大図解リビー・ドイチュ

幻冬舎

曽野　綾子 病気も人生 興陽館

テレサ・ベネイテス 世界を変えた15のたべもの 大月書店

池上　彰 世界がぐっと近くなるSDGsとボクらをつなぐ本 学研プラス
ティム・マーシャル 地政学でわかるわたしたちの世界 評論社

本郷　和人 日本史でたどるニッポン 筑摩書房

日本統計協会
解説教育六法編修委員会 解説教育六法　2020 三省堂

高橋　源一郎 誰にも相談できません 毎日新聞出版
山田　詠美 4 Unique Girls

☆ 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　3月 3日号　No.2

日本統計協会 統計でみる日本　2020

宮沢　賢治 宮沢賢治大活字本シリーズ　5 三和書籍
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（ことば）
80
82 ﾐ

（日本のよみもの）
91
91 ｲ
91 ｲ
91 ｲ 10
91 ｶ
91 ｸ
91 ｺ
91 ｻ
91 ｻ
91 ｼ
91 ﾅ 14
91 ﾏ
91 ﾑ
91 ﾓ

（外国のよみもの）
93 ﾏ 3

93 ﾏ 4

（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｳ
PN ｷ
PN ｼ
PN ﾂ
PN ﾄ
PN ﾄ
PN ﾊ
PN ﾋ
PN ﾔ
PNC 3
PNC 4
PNC 4
PNC 7

（外国のえほん）
PG ｵ
PGC ｳ

（紙芝居）
S ｽ
S ﾀ

風野　潮 氷の上のプリンセス　ジュニア編5 講談社
薫　くみこ しらゆきちりか ちっちゃいな PHP研究所
小手鞠　るい 窓 小学館

いとう　みく 朔と新 講談社
いとう　みく まいごのしにがみ 理論社
石崎　洋司 6年1組黒魔女さんが通る!!　10 講談社

北川　チハル つよい歯をつくろう くもん出版
名久井　直子 100 福音館書店
アーサー・ビナード そもそもオリンピック 玉川大学出版部

平田　昌広 パパトラ アリス館
矢部　美智代 きらきらもりでまってるよ! フレーベル館
もりかわ　しげみ はじめくんがっこうへいく ナツメ社

きむら　ゆういち おおかみせんせい はじめてのしょうがっこう 学研プラス
白石　一文 こはるとちはる 岩崎書店

斉藤　洋 フラワーショップの亡霊 あかね書房
斉藤　洋 サブキャラたちのグリム童話 偕成社
新藤　悦子 アリババの猫がきいている ポプラ社
南房　秀久 華麗なる探偵アリス&ペンギン　[14] 小学館
眞島　めいり みつきの雪 講談社

宇野　和美 ドラゴンのバラ 童心社
加藤　純子 とべとべたかく! 童心社

ジャネット・ウィンター わたしたちの家が火事です 鈴木出版
フランソワ・オビノ わたしのやま 世界文化社

あまん　きみこ スキップスキップ ひさかたチャイルド

内田　麟太郎 へんかしらそうかしら 鈴木出版

つるた　ようこ やさいのおにたいじ 福音館書店
とうごう　なりさ さくらがさくと 福音館書店
富安　陽子 さくらの谷 偕成社
はらぺこめがね にくのくに 教育画劇

ジョン・ベーメルマンス
・マルシアーノ ベネベントの魔物たち　3 偕成社
ジョン・ベーメルマンス
・マルシアーノ ベネベントの魔物たち　4 偕成社

村上　しいこ へんなともだちマンホーくん 講談社
森島　いずみ ずっと見つめていた 偕成社

河出書房新社 わたしの外国語漂流記 河出書房新社
三羽　邦美 鉄人講師が明かす三羽邦美の漢文ルール PHP研究所

日本児童文学者協会 さらに、物語は迷いこむ 偕成社
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