
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
002 ｲｹ
007.3 ｲﾁ
007.6
007.6
007.6 ﾏｴ
007.6 ﾓﾘ
007.6 ﾖｼ
013.1
017 ｵｵ
Z 019 ﾌｼ
Z 021.2 ﾌｸ
069.7

（哲学・思想）
Z 114 ﾀｶ
116 ﾉﾔ
131.5 ﾔﾏ
134.4 ﾍｹ 10-1
137 ｳｴ
146.8 ｼﾔ
148.7 ﾄｳ
148.9 ﾄｳ
159 ﾆｼ
X 159 ﾏﾂ
159.4 ﾊﾗ
Z 159.4 ﾏﾂ
Z 159.7 ｲｹ
159.7 ｶﾜ
162 ﾀｳ
164 ﾋﾗ
Z 188.5 ﾀｹ

（歴史・紀行）
209 ｲﾜ
209.7 ﾜｲ
210 ﾊﾏ
210 ﾔﾏ
Z 210.2 ｾｷ
210.2 ﾊﾝ
210.3
Z 210.4
210.5 ｶﾜ
210.5 ﾊﾗ
210.7 ｶﾈ
Z 216 ﾊﾍ
Z 216.2 ﾓﾓ
219.9 ｺﾝ
Z 222 ｵｶ
222 ﾃｲ 1

藤原　正彦 本屋を守れ PHP研究所
福井　健策 著作権とは何か 集英社
北海道大学総合博物館 北大総合博物館のすごい標本 北海道新聞社

吉田　拳 たった1日で即戦力になるExcelの教科書 技術評論社
塩見　昇 新編図書館員への招待 教育史料出版会

大平　睦美 学習指導と学校図書館 青弓社

平藤　喜久子 世界の神様解剖図鑑 エクスナレッジ
竹村　牧男 空海の哲学 講談社

池上　彰 知的再武装60のヒント 文藝春秋
河合　薫 定年後からの孤独入門

池上　彰 なんのために学ぶのか SBクリエイティブ

一田　和樹 新しい世界を生きるためのサイバー社会用語集 原書房
ワイツープロジェクト すぐ使える!Windows 10らくらく仕事術 宝島社
谷本　心 スラスラ読めるJavaふりがなプログラミング インプレス
前田　鎌利 パワーポイント最速仕事術 ダイヤモンド社
守屋　恵一 パソコン最強時短仕事術 技術評論社

SBクリエイティブ

ティム・ダウリー 地図で見る世界の宗教 柊風舎

松浦　弥太郎 おとなのまんなか PHP研究所
原　マサヒコ 入社1年目の心得 総合法令出版
松浦　弥太郎 期待値を超える 光文社

橙花 相性を知る本 すみれ書房
橙花 自分を知る本 すみれ書房
ひろゆき 1%の努力 ダイヤモンド社

ヘーゲル ヘーゲル全集　第10巻1 知泉書館
上村　忠男 アガンベン《ホモ・サケル》の思想 講談社
ドナ・シャーマン 親と死別した子どもたちへ 佼成出版社

高橋　昌一郎 自己分析論 光文社
野矢　茂樹 まったくゼロからの論理学 岩波書店
山本　貴光 その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。 筑摩書房

関　裕二 縄文文明と中国文明 PHP研究所
坂　靖 ヤマト王権の古代学 新泉社
奈良文化財研究所 木簡古代からの便り 岩波書店
歴史街道編集部 戦国時代を読み解く新視点 PHP研究所
河合　敦 禁断の江戸史 扶桑社
原田　伊織 知ってはいけない明治維新の真実
金田　茉莉 かくされてきた戦争孤児 講談社
馬部　隆弘 椿井文書 中央公論新社
桃崎　有一郎 「京都」の誕生 文藝春秋

SBクリエイティブ

コンペル ラドミール 長い終戦 成文社
岡本　隆司 東アジアの論理 中央公論新社
フランク・ディケーター 文化大革命　上 人文書院

浜田　久美子 日本史を学ぶための図書館活用術 吉川弘文館
山中　俊之 外国人にささる日本史12のツボ 朝日新聞出版

祝田　秀全 知識ゼロからの戦争史入門 幻冬舎
ゲアハード・L.ワインバーグ 第二次世界大戦 創元社

【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　4月 7日号　No.1

○ 一般書 ○

<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】

222 ﾃｲ 2
Z 222 ﾌﾙ
223 ｶﾜ
Z 230.4 ｻﾄ
238 ｳｱ
Z 288.4 ｷﾂ
X 290.9
290.9
290.9
290.9
290.9
290.9
290.9
290.9
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291.5

（伝記）
289.1 ｱｹ
289.2 ﾄｳ
289.3 ｼｴ 2

（社会科学）
302.2 ﾌﾗ
302.3 ｻｸ
304 19-2
304 ｶﾜ
304 ｿﾉ
312.1
312.1
312.1 ｲｵ
Z 312.1 ｺﾊ
312.3 ｽﾅ 1
312.3 ｽﾅ 2
313.8 1
313.8 2
Z 318.2 ﾊｼ
316.4 ｳｶ
317.7 ﾖｼ
318.6 ﾀｶ
319.2
324.5 ｱｲ
324.6
Z 324.7 ｵｷ
324.8 ﾐﾔ

都留文科大学 大学的富士山ガイド 昭和堂
札幌 富良野・小樽・旭山動物園　'21 昭文社

平凡社 旧国名でみる日本地図帳 平凡社

るるぶ滋賀びわ湖　'21 JTBパブリッシング

るるぶ信州　'21 JTBパブリッシング

るるぶ浜松浜名湖三河　'21 JTBパブリッシング

大人の日帰り旅　2021 JTBパブリッシング

るるぶ東北　'21 JTBパブリッシング

るるぶ仙台松島宮城　'21 JTBパブリッシング

るるぶ河口湖山中湖富士山麓御殿場　'21 JTBパブリッシング

るるぶ東京　'21 JTBパブリッシング

るるぶ金沢能登加賀温泉郷　'21 JTBパブリッシング

地球の歩き方JAPAN　壱岐 ダイヤモンド・ビッグ社

るるぶ日光那須　'21 JTBパブリッシング

地球の歩き方編集室 地球の歩き方　E10（南アフリカ） ダイヤモンド・ビッグ社

地球の歩き方編集室 地球の歩き方aruco　6（ロンドン） ダイヤモンド・ビッグ社

TABIZINE いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景365日 パイインターナショナル

地球の歩き方編集室 地球の歩き方　D16（東南アジア） ダイヤモンド・ビッグ社

地球の歩き方編集室 地球の歩き方　D28（インド） ダイヤモンド・ビッグ社

地球の歩き方編集室 地球の歩き方　D37（韓国） ダイヤモンド・ビッグ社

丸山　ゴンザレス ダークツーリスト 講談社
地球の歩き方編集室 地球の歩き方　A01（ヨーロッパ） ダイヤモンド・ビッグ社

地球の歩き方編集室 地球の歩き方　B17（カナダ西部） ダイヤモンド・ビッグ社

佐藤　猛 百年戦争 中央公論新社
クラウディア・ヴァーホーヴェン 最初のテロリスト カラコーゾフ 筑摩書房
亀甲　博行 ヘンリー王子とメーガン妃 文藝春秋

フランク・ディケーター 文化大革命　下 人文書院
古松　崇志 草原の制覇 岩波書店
川島　博之 日本人が誤解している東南アジア近現代史 扶桑社

井上　章一 明智光秀と細川ガラシャ 筑摩書房
小川　真利枝 パンと牢獄 集英社クリエイティブ

鵜飼　哲 テロルはどこから到来したか インパクト出版会

吉村　拓也 最強の仕事 平成出版
高木　超 SDGs×自治体実践ガイドブック 学芸出版社
池上　彰 知らないと恥をかく東アジアの大問題 KADOKAWA
相木　辰夫 知らないじゃすまされない!中小企業のための改正民法の使い方 秀和システム
梶村　太市 離婚後の子どもをどう守るか 日本評論社
荻原　博子 最強の相続 文藝春秋
宮崎　裕二 借地をめぐる66のキホンと100の重要裁判例 プログレス

<噓>の政治史

オリヴィエ・ゲズ 独裁者が変えた世界史　下 原書房
橋下　徹 交渉力 PHP研究所

ティモシー・スナイダー 自由なき世界　下 慶應義塾大学出版会

オリヴィエ・ゲズ 独裁者が変えた世界史　上 原書房

小林　道彦 近代日本と軍部 講談社
ティモシー・スナイダー 自由なき世界　上 慶應義塾大学出版会

中央公論新社

曽野　綾子 日本人が世界に尊敬される「与える」生き方 ビジネス社
金子　勝 日本のオルタナティブ 岩波書店

川口　伸明 2060未来創造の白地図 技術評論社

ジョン・ミーチャム トマス・ジェファソン　下 白水社

櫻井　映子 リトアニアを知るための60章 明石書店
朝日新聞論説委員室 天声人語　2019年7月-12月 朝日新聞出版

ピエール・ブラン 地図で見る中東ハンドブック 原書房

大川　千寿 つながるつなげる日本政治 弘文堂
五百旗頭　薫
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（経済）
332.1 ｳｴ
332.1 ﾌｼ
335
336 ﾌｶ
336.2 ｲｼ
Z 336.3 ﾉﾑ
336.3 ﾌﾓ
336.3 ﾙﾒ
336.4
336.4 ｱｿ
336.4 ｵｶ
336.4 ﾆｼ
Z 366.6 ｺﾝ
336.9 ﾎﾘ
336.9 ﾖｼ
338
338.1 ｺﾙ
338.9 ﾄｳ 1
338.9 ﾄｳ 2
345.3 ｻﾄ
361.4 ｼﾌ
361.4 ﾊﾗ
Z 361.5 ﾏﾂ
366

366.2

366.2 ｷｽ
366.2 ﾎｼ
366.3
367.2
367.6
367.7
Z 369 ﾉﾑ
369.1 ﾋﾗ
369.3 ｵｶ
369.3 ｶﾀ
369.4
369.4

（教育・文化）
Z 370.4 ﾋﾗ
Z 372.1 ﾎﾝ
Z 377 ﾔﾏ
377.9 ﾑﾄ
378
378 ｳﾉ
379.7 ﾆｼ
379.9 ｼﾖ
379.9 ﾀｶ
379.9 ﾅｶ
379.9 ﾎﾂ
382.1 ﾎﾘ
383.1 ﾅｶ

平野　敦士カール 仕事の基本見るだけノート 宝島社

野村　浩子 女性リーダーが生まれるとき 光文社
麓　幸子 イマドキ女性管理職の働き方 日経BP
Matt LeMay みんなでアジャイル オライリー・ジャパン

森　公任 働き方改革法、会社法改正に対応!最新会社法務の基本と実務 三修社
深澤　諭史 インターネット・SNSトラブルの法務対応 中央経済社
石川　和男 仕事が速い人は、「これ」しかやらない PHP研究所

植草　一秀 低金利時代、低迷経済を打破する最強の資産倍増術 コスミック出版
藤巻　健史 日本・破綻寸前 幻冬舎

【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　4月 7日号　No.2

片田　敏孝 ハザードマップで防災まちづくり 東京法令出版
小木曽　宏 地域子ども家庭支援の新たなかたち 生活書院
南野　奈津子 地域で支える子どもの貧困 ぎょうせい

野村　晋 「自分らしく生きて死ぬ」ことがなぜ、難しいのか 光文社
平野　隆之 地域福祉マネジメント 有斐閣
岡本　正 被災したあなたを助けるお金とくらしの話 弘文堂

ナショナルジオグラフィック Women ここにいる私 日経ナショナルジオグラフィック社

阿比留　久美 「若者/支援」を読み解くブックガイド かもがわ出版
村松　静子 おひとりさまの大往生ガイドBOOK 主婦の友社

木津谷　岳 発達障害のあなたが職場で長く働く方法 秀和システム
星　賢人 自分らしく働くLGBTの就活・転職の不安が解消する本 翔泳社
江上　千惠子 図解パワハラ防止対策法制対応ガイド 第一法規

松岡　正剛 日本文化の核心 講談社
NHKスペシャル取材班 ミッシングワーカーの衝撃 NHK出版
弁護士による退職代行
サービス研究会 会社のきれいなやめ方 自由国民社

佐藤　英明 スタンダード所得税法 弘文堂
渋谷　昌三 人を傷つける話し方ほっとさせる話し方 新講社
パトリック・ハーラン ハーバード流「聞く」技術 KADOKAWA

ブレント・ゴールドファーブ テクノロジー・バブル 日経BP
アダム・トゥーズ 暴落　上 みすず書房
アダム・トゥーズ 暴落　下 みすず書房

麻生　けんたろう どんな人の前でもあがらない話し方 秀和システム
岡田　良則 パワハラ防止法の労務実務 自由国民社
西野　一輝 モチベーション下げマンとの戦い方 朝日新聞出版
今野　晴貴 ストライキ2.0 集英社
堀川　洋 ゼロから始める税理士試験攻略ガイドブック ネットスクール株式会社出版部

吉岡　のん 税理士試験この勉強法がすごい! 中央経済社
日本経済新聞出版社 実践!キャッシュレス決済 日本経済新聞出版社

堀内　みさ カムイの世界 新潮社
長崎　巌 ようこそきものの世界へ 東京美術

高橋　宏文 幼児の運動あそび親子で楽しむ魔法のレッスン帖 メディアパル
中根　克明 小学校最後の3年間で本当に教えたいこと、させておきたいこと すばる舎
堀田　和子 子どものサインに気がついて 瀬谷出版

宇野　彰 「うちの子は字が書けないかも」と思ったら ポプラ社
西岡　壱誠

主婦の友社

平田　オリザ 22世紀を見る君たちへ 講談社
本田　由紀 教育は何を評価してきたのか 岩波書店

東大式スマホ勉強術 文藝春秋
正頭　英和 世界トップティーチャーが教える子どもの未来が変わる英語の教科書 講談社

山田　剛志 搾取される研究者たち 光文社
武藤　孝幸 史上最強の内定獲得術 秀和システム
塩川　宏郷 もしかして発達障害?子どものサインに気づく本
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

383.7 ｹﾛ
383.8 ﾔｻ
386.1 ｶﾜ
395.8 ｵｶ
397.6 ｱﾍ

（自然科学）
410 ｻｲ
417 ﾚｲ
424 ｲﾜ
451.8 ｳｵ
453.8 ﾆｼ
453.9
467.5 ｸｵ
471.3 ｲｼ
480.4 ﾏﾂ
488.1 ｶﾗ

（医学）
491.3 ｱｻ
Z 491.3 ﾀｲ
492.7 ﾇﾅ
492.7 ﾌｱ
492.9
492.9 ﾜﾀ
493.1 ｵﾔ
493.1 ｻｲ
493.1 ﾐﾓ
493.2
493.2
493.4
493.7 4
493.7 ｻﾄ
494.5
494.5 ｸﾚ
495.4
495.4 ｲﾓ

496.3 ﾔﾏ

498
498 20
498.1 ﾐﾔ
498.3 ｶﾄ
498.3 ﾅｶ
498.3 ﾌﾙ
498.3 ﾔｻ
498.5
498.5
498.5 20
498.5 ｷﾔ
498.5 ﾅｶ
498.5 ﾈｺ

（技術）
501.8 ﾖｼ
515 ﾃﾕ
Z 518.1 ｷｼ
518.5 ｵｵ

阿部　亮子 いかにアメリカ海兵隊は、最強となったのか 作品社

矢崎　泰久 タバコ天国 径書房
川竹　大輔 よさこいは、なぜ全国に広がったのか リーブル出版
小河　孝 満州における軍馬の鼻疽と関東軍 文理閣

ケロッピー前田 縄文時代にタトゥーはあったのか 国書刊行会

猫山　旬 ひよこが教える爆やせ&爆ムキ旨すぎ糖質オフレシピ 学研プラス

日本温泉科学会 図説日本の温泉 朝倉書店
デイヴィッド・クォメン 生命の<系統樹>はからみあう 作品社
石井　博 花と昆虫のしたたかで素敵な関係 ベレ出版
松原　始 じつは食べられるいきもの事典 宝島社
唐沢　孝一 身近な鳥のすごい食生活 イースト・プレス

中村　丁次 栄養の基本がわかる図解事典　[2020] 成美堂出版
アーロン・キャロル 科学が暴く「食べてはいけない」の噓 白揚社
中村　育子 70歳からのらくらく家ごはん 女子栄養大学出版部

矢間　あや ゴロ寝リセット! 飛鳥新社
蒲池　桂子 内臓脂肪を落とす健康レシピ 学研プラス
香川　明夫 なにをどれだけ食べたらいいの? 女子栄養大学出版部

加藤　容崇 医者が教えるサウナの教科書 ダイヤモンド社
中野　ジェームズ修一 中野ジェームズ修一×運動嫌い NHK出版
古川　哲史 心臓によい運動、悪い運動 新潮社

横山　壽一 地域の病院は命の砦 自治体研究社
医療情報科学研究所 公衆衛生がみえる　2020-2021 メディックメディア

宮子　あずさ 看護師が「書く」こと 医学書院

斉藤　章佳 しくじらない飲み方 集英社
三森　みさ だらしない夫じゃなくて依存症でした 時事通信出版局

大木　隆生 大動脈瘤と大動脈解離がよくわかる本 講談社

佐伯　俊昭 乳がん病後のケアと食事 法研
井本　滋 乳がんがよくわかる本 つちや書店

山崎　健一朗 人生が変わる白内障手術 幻冬舎メディア
コンサルティング

佐藤　健陽 人前で話すのに自信がつくアドラー心理学 アルテ
大島　和也 がんでも歩こう! 日経メディカル開発

チャールズ・グレーバー がん免疫療法の突破口(ブレイクスルー) 早川書房

中野　民夫 看護のためのファシリテーション 医学書院
渡邉　順子 患者の声から考える看護 医学書院
小柳津　広志 花粉症は1日で治る! 自由国民社

ジュディス・デュプレ

大澤　正明 ごみの戦後史 文芸社
集英社

吉川　弘之 一般デザイン学 岩波書店

ケリー・ヌーナン・ゴアス HEAL癒しの力 KADOKAWA
黄　烟輝 30秒でコリ・痛みがふわぁぁっととけるマッスルリセッティング 飛鳥新社

浅田　義正 女の子が知っておきたい卵子のハナシ。 主婦の友社
大黒　達也 芸術的創造は脳のどこから産まれるか? 光文社

西川　有司 火山の科学 日刊工業新聞社

世界の橋の秘密ヒストリア エクスナレッジ
岸本　聡子 水道、再び公営化!

高血圧の献立 オレンジページ
神澤　輝実 膵臓がん・胆道がん 主婦の友社
山崎　律子 寝ながらできる認知症予防　4 ミネルヴァ書房

岩宮　眞一郎 音と音楽の科学 技術評論社
デイビッド・ウォレス・ウェルズ 地球に住めなくなる日 NHK出版

齋藤　孝 数学的思考ができる人に世界はこう見えている 祥伝社
オリヴィエ・レイ 統計の歴史 原書房
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

519 ﾌﾙ
519 ﾘﾌ
526.6 ｲﾏ
527

527.1

528.1 ｻｶ
538.6
539.6 ｺﾀ
547.3 2
547.8
565.8 ﾋﾄ
582.3 ｲｼ
588.5
588.5
588.5 ｻｻ
589.2
589.2 ﾅｶ
589.7

（家政）
591 ｻｶ
592.7
593.3 ｲｼ
593.3 ｶﾔ
594.2
594.2 ｱｵ
594.3
594.3
594.3 ﾘﾄ
594.9 ﾖｼ
595 ﾄﾐ
595.4
595.4 ｸﾄ
595.5 ｳﾉ
595.5 ﾅｶ
595.6 ｵｶ
596
596
596 20
596 ｱﾘ
596 ｲｲ
596 ｳｴ
596 ｳｵ
596 ｶｻ
596 ﾁﾊ
596 ﾇﾏ
596 ﾊﾙ
596 ﾑｻ
596.22 ｸﾁ
596.23 ﾀｻ
596.3 ﾔﾅ
596.37 ｱﾘ
596.4
596.4

冨永愛 美の法則 ダイヤモンド社
えがお美容室 Neoグレイヘアスタイル

大西　陽一 カジュアルファッションで決める50代からの男の服選び ナツメ社
中川　恭子 きれいめ、カジュアル、モードが全部できるようになる 日経BP
グラフィック社編集部 Little Twin Stars A to Z グラフィック社

前田　俊彦 ドブロクをつくろう 農山漁村文化協会

貝原　浩 諸国ドブロク宝典 農山漁村文化協会

笹野　好太郎 趣味の酒つくり 農山漁村文化協会

アップルミンツ
青木　和子 北欧ノート 文化学園文化出版局

工藤　由布 しないヘアアレンジ サンマーク出版
宇野　実彩子 #かわいい超え大人メイク教本 講談社

今井　健太郎 銭湯空間 KADOKAWA
旧家再生研究所 「再生」が拓く新しい物語 建築資料研究社
コラボハウス
一級建築士事務所 間取りのお手本 エクスナレッジ

坂上　恭助 トラップ 彰国社
旅客機ファーストガイド 交通新聞社

児玉　一八 図解身近にあふれる「放射線」が3時間でわかる本 明日香出版社

吉田　麻由良 ロマンティックドレスのドール・コーディネイト・レシピ グラフィック社
冨永　愛

文化学園文化出版局

はるあん はるあんのとっておきレシピ KADOKAWA
武蔵　裕子 手作りミールキットで平日夜ラクごはん 家の光協会
口尾　麻美 まだ知らない台湾ローカル旅とレシピ

坂下　仁 夫婦1年目のお金の教科書 ダイヤモンド社
成美堂出版編集部 自分で作るねこの家具とインテリア 成美堂出版
石川　ゆみ 石川ゆみの着るもの、袋もの 文化学園文化出版局

扶桑社

エコアンダリヤで編む素敵模様のクロッシェハット アップルミンツ
朝日新聞出版 洗濯機で丸洗いできるウオッシュコットンで編むニット&小物 朝日新聞出版
Little Lion オトナ女子のデイリークロッシェ 文化学園文化出版局

茅木　真知子 作ってみませんか新しい服 文化学園文化出版局

ガーリーロマンティックのワンポイント刺しゅう353

有元　葉子 光るサラダ
主婦の友社 カンタンかわいい園児のおべんとう 主婦の友社
カレー将軍 スパイスカレー弁当 誠文堂新光社

沼津　りえ 食材保存大全 主婦の友社

飯島　奈美 沢村貞子の献立 料理・飯島奈美 リトルモア
上田　淳子 おかずチャートで迷わない!即決!晩ごはん 学研プラス
魚柄　仁之助 うおつか流食べつくす! 農山漁村文化協会

タサン志麻 伝説の家政婦志麻さんがうちに来た! 世界文化社
柳澤　英子 食べても食べても太らない映える!おいしい!こんにゃく食堂 小学館

グラフィック社

宝島社
有賀　薫 3000日以上、毎日スープを作り続けた有賀さんのがんばらないのにおいしいスープ 文響社

永松　麻美 人生がときめくシワとりパーフェクトブック 産業編集センター

岡部　正 下腹だけ、凹ませる! 宝島社
揚げ物マニア 枻出版社

笠原　将弘 笠原将弘ザ・ベスト テレビ朝日IP推進部

千葉　道子 ひとり料理超入門 農山漁村文化協会

ジェレミー・リフキン グローバル・グリーン・ニューディール NHK出版
古沢　広祐 食・農・環境とSDGs 農山漁村文化協会

MJ無線と実験編集部 カラー実体配線図で作る真空管アンプ　2 誠文堂新光社
stereo ホームシアター&オーディオ入門 音楽之友社
ギヨーム・ピトロン レアメタルの地政学 原書房
石田　かのこ できるWord思い通り全部入り。 インプレス

【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　4月 7日号　No.3

京阪神エルマガジン社 大阪神戸京都ずっと残したいわが町の名店 京阪神エルマガジン社

クックパッド株式会社 クックパッドの春レシピ　2020

P.5



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

596.4 ｳｼ
596.4 ｸﾗ
596.4 ﾑｻ
596.63 ｶﾜ
596.65 ｲﾊ
596.65 ｸﾘ
596.65 ｸﾜ
596.65 ｺｼ
596.7 ｳﾁ
596.7 ｷﾄ
597 ﾀﾉ
597.5 ｸｻ
597.5 ﾋｸ

（産業）
611.3 ﾊｼ
611.7
625.6 ﾀｶ
Z 626 ｵｵ
626.9 ｲﾀ
626.9 ｷｼ
626.9 ﾀｹ
627 ｳｴ
627.7
627.7
627.7
645.7 ｻｻ
645.7 ﾉｿ
645.7 ﾔﾏ
646.9 ﾌｼ
649 ﾔｽ
653.2
673.9 ｼﾓ
674.3
674.3 ｲﾝ
674.4 ﾏﾐ
674.6
674.7
675 ｵﾁ
675 ｼｷ
685 ｺｳ
685.5 ﾗｼ
685.6 ﾊｼ
Z 686.2 ﾊﾝ

（芸術・美術）
702.1
702.3 ｲｼ
706.9 ﾔﾏ
709.1 ﾏﾂ
721.8 ﾀﾝ
721.9 ｵｶ
723.3
723.3
723.3 ｿﾗ
723.3 ﾅｶ
726.6 ｲﾉ

ひぐち　さとこ 集めすぎ女子が本当の「好き」を見極めたらみるみる部屋が片付きました KADOKAWA

小嶋　ルミ 小嶋ルミのおいしいクッキーの混ぜ方 柴田書店
内田　智子 トップブレンダーが教える紅茶の流儀 誠文堂新光社
ミカエル・ギド カクテルは楽しい! パイインターナショナル

茨木　くみ子 オイルじゃなくて水だからふとらないシフォンケーキ 文化学園文化出版局

栗山　有紀 ベイクドフルーツのお菓子

冷凍できるお弁当ミールプレップ 朝日新聞出版

田野口　淳子 ときめきが続く収納と部屋づくり 主婦の友社
草間　雅子 美的収納プランナー草間雅子の美しい身じまい 静岡新聞社

文化学園文化出版局

桑原　奈津子 作ってあげたい子どものおやつ KADOKAWA

倉橋　利江 作りおき&朝7分お弁当312 新星出版社
武蔵　裕子 魚焼きグリルで朝ラク弁当 PHPエディターズ・グループ

川口　葉子 サンドウィッチと喫茶の時間 グラフィック社

牛尾　理恵

アダム・ラシンスキー ワイルドライド 東洋館出版社
橋本　愛喜 トラックドライバーにも言わせて 新潮社
鴋澤　歩 鉄道のドイツ史 中央公論新社

落合　正和 会社のSNS担当になったらはじめに読む本 すばる舎リンケージ

敷田　憲司 1億人のSNSマーケティング エムディエヌコーポレーション

神崎　洋治 最新CASEがよくわかる本 秀和システム

間宮　武美 僕たちの広告時代 宣伝会議
清野　奨 1億人のインターネット広告 エムディエヌコーポレーション

竹内　幸絵 開封・戦後日本の印刷広告 創元社

バンクシーを読む 宝島社
エミール・ゾラ エドゥアール・マネを見つめて 東京書籍
中野　京子 画家とモデル 新潮社
井上　奈奈 猫のミーラ 堀之内出版

小池　寿子 ロンドン・ナショナル・ギャラリー 平凡社

檀　乃歩也 北斎になりすました女 講談社
岡村　幸宣 未来へ 新宿書房

山内　マリコ 山内マリコの美術館は一人で行く派展 東京ニュース通信社

松本　茂章 文化で地域をデザインする 学芸出版社

薬師寺 もっと知りたい薬師寺の歴史 東京美術
石鍋　真澄 教皇たちのローマ 平凡社

保田　明恵 動物の看護師さん 大月書店

山内　明子 うちの猫と25年いっしょに暮らせる本 さくら舎
藤原　誠太 ミツバチと暮らす 無明舎出版

小幡　和男 樹木博士入門 全国農村教育協会

下市　源太郎 図解会社の遊休地・老朽化建物有効活用のすべて 日本実業出版社

グラフィック社編集部 グッズ製作ガイドBOOK グラフィック社
ingectar‐e っぽくなるデザイン エムディエヌコーポレーション

佐々木　幹郎 猫には負ける 亜紀書房
nozomioride のぞみさんの保護猫日記 ぴあ株式会社中部支社

川原田　邦彦 はじめてでも美しく仕上がる庭木・花木の剪定 西東社
向山　幸夫 プロが教える!多肉植物の育て方・楽しみ方 西東社

上田　善弘 もっと咲かせる園芸「コツ」の科学 講談社
宮内　泰之 切る枝・残す枝がわかる!庭木の剪定 ナツメ社

木嶋　利男 昔農家に教わる野菜づくりの知恵とワザ 家の光協会
竹内　孝功 野菜の植え合わせベストプラン 学研プラス

大竹　道茂 江戸東京野菜の物語 平凡社
板木　利隆 野菜づくり大百科 家の光協会

農業で社長! 日本農業法人協会

高橋　国昭 ブドウの作業便利帳 農山漁村文化協会

橋本　直樹 飽食と崩食の社会学 筑波書房

P.6



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

726.6 ﾂﾊ
726.6 ﾖｼ
726.9 ｷﾑ
744.9 ﾌｼ
746
746
746.7 ｲﾄ
751.3 ﾗｼ
753.3
754.9 ﾔﾏ
760
762.1 ｷｸ
Z 762.1 ﾂｼ
763.2 ｵｻ
Z 766.1 ｶﾄ
767.8 ｶﾄ
778.2 ｶｽ
Z 778.2 ｾｶ
778.2 ﾓﾘ 3
778.7
778.7 ｶﾐ

（スポーツ・諸芸）
780.7 ｶﾅ
782.3 ｶﾜ
783.1 ﾅｶ

783.5 ｳｵ

783.7

785.2

786.1
786.1 ｵｲ
791.5 ﾐﾀ
793

（言語）
807.9 ﾔﾏ
809.4 ｳｵ
809.4 ﾔﾏ 2
810.4 ｲﾜ
830 ｻﾄ
830.7 ｳﾁ
837.8 ｾｲ

（文学）
901 ｺﾊ
910.2 ｲﾉ
910.2 ｲﾜ
910.2 ﾀｻ
910.2 ﾃﾗ
910.2 ﾐｼ
911 ｵｵ
911.1
911.1 ﾀﾂ
911.3 ｾｷ
911.4 ﾋｸ

森繁　久彌 全著作<森繁久彌コレクション>　3 藤原書店
渡辺　泰 にっぽんアニメ創生記 集英社
神村　幸子 アニメーションの基礎知識大百科 グラフィック社

加藤　シゲアキ できることならスティードで 朝日新聞出版
春日　太一 時代劇入門 KADOKAWA
瀬川　裕司 映画講義ロマンティック・コメディ 平凡社

辻田　真佐憲 古関裕而の昭和史 文藝春秋
小澤　直子 ピアノを弾く人のためのアートヨガ
加藤　浩子 オペラで楽しむヨーロッパ史 平凡社

山口　真 高雅な折り紙 ナツメ社
宮本　文昭 ゼロから分かる!図解クラシック音楽 世界文化社
菊地　秀一 古関裕而・金子その言葉と人生 宝島社

伊藤　正治 いきなり動画の達人になる本 言視舎
リサ・ラーソン リサ・ラーソン展 大和書房

組紐ジグザグのマジック LIXIL出版

三田　富子 茶の湯 取り合わせのくふう 淡交社
永塚　慎一 フラワーアレンジメントの発想と作り方 誠文堂新光社

椿　冬華 最初に夜を手ばなした マガジンハウス
吉田　新一 日本の絵本 朝倉書店

別冊宝島編集部 甲子園出場校の成績と歴史がよくわかる事典 宝島社

藤森　善弘 DVDで差がつく!競泳平泳ぎタイムを縮める50のコツ メイツユニバーサル
コンテンツ

中川　直之 すぐに試合で使える!点が取れる!魔法のバスケレッスン

山田　徹 ダジャレ工房 ごまめ書房
魚住　りえ 話し方が上手くなる!声まで良くなる!1日1分朗読 東洋経済新報社

山根　基世 山根基世の朗読読本　2 評論社
岩佐　義樹 失礼な日本語 ポプラ社
佐藤　誠司 中学3年間の英語が中2病フレーズなら1週間で学べるなんてわたしは信じない NHK出版
ヘリーン・ジャーモル・内田 子どもの国際力を育てる英語の庭 岩崎書店
デイビッド・セイン 英会話ネイティブの1行フレーズ2500 青春出版社

辰巳　正明 大伴旅人 新典社
せきしろ 蕎麦湯が来ない マガジンハウス
樋口　由紀子 金曜日の川柳 左右社

今村　忠純 「井上ひさし」を読む 集英社
金　成妍 巖谷小波おとぎの世界 求龍堂
齋藤　孝 太宰を読んだ人が迷い込む場所 PHP研究所
堀江　秀史 寺山修司の一九六〇年代 白水社
熊野　純彦 三島由紀夫 清水書院
大岡　信 大岡信『折々のうた』選　短歌2 岩波書店
秋月　祐一 現代短歌のニューウェーブとは何か? 書肆侃侃房

【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　4月 7日号　No.4

小林　真大 文学のトリセツ 五月書房新社

山と溪谷社 山のリスクマネジメント 山と溪谷社
及川　輝樹 日本の火山に登る 山と溪谷社

宝島社
デイヴィッド・
フォスター・ウォレス フェデラーの一瞬 河出書房新社

KANAMI KANAMI式バーオソル 日本文芸社
川口　素生 女子マラソン強豪列伝 ベストブック

木村　セツ 90歳セツの新聞ちぎり絵 里山社
藤井　千代江 人生を1冊でふりかえる手作りアルバム 青春出版社
東京新聞写真部 はじめてカメラ 東京新聞

くらべてわかる撮影の基礎知識 日本カメラ社

カワイ出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

911.5 ｻｲ
913.2 ｱｵ
913.2 ｼﾏ
914.4 ｶﾜ
916 ｶﾜ
916 ﾋｸ
916 ﾓﾘ
919.5 ｵｷ 1
921 ﾓﾛ
923.7
929.7 ﾔｽ
931.6
933.7 ｳｵ
933.7 ｵｴ
933.7 ｸﾙ
933.7 ｽﾐ
933.7 ﾉｳ 1
933.7 ﾉｳ 2
933.7 ﾊﾊ
933.7 ﾌｵ
933.7 ﾌﾗ
933.7 ﾗｲ
943.7 ﾓﾗ
949.3 ﾃﾚ
950.2
953.6 ﾕｺ 4
954.7 ﾌﾗ
980.2 ｸﾜ
980.2 ﾏﾂ

（日本の小説）
F ｱｶ
F ｱｷ
F ｱｻ
F ｱｻ 1
F ｱｻ 2
F ｱﾗ
F ｲ
F ｲｻ
F ｲｼ
F ｲﾂ
F ｲﾉ
F ｲﾜ
F ｴﾓ 6
F ｷｼ
F ｷﾀ 7
F ｷﾘ
F ｺｳ
F ｺｳ
F ｺﾃ
F ｻｲ
F ｻｸ
F ｻｻ
F ｼｹ 1
F ｼｹ 2
F ｼﾕ
F ｼﾖ

齋藤　孝 音読でたのしむ思い出の童謡・唱歌 KADOKAWA

松下　隆志 ナショナルな欲望のゆくえ 共和国

ヴィクトール・ユゴー レ・ミゼラブル　4 平凡社
エレン・フライス エレンの日記 アダチプレス
桑野　隆 バフチン 平凡社

テレツィア・モーラ よそ者たちの愛 白水社
トーン・テレヘン リスからアリへの手紙 河出書房新社
森本　淳生 マルグリット・デュラス<声>の幻前 水声社

フレデリック・フォーサイス ザ・フォックス KADOKAWA
スーザン・プライス ゴーストドラム サウザンブックス社

M.R.ラインハート 憑りつかれた老婦人 論創社

ナオミ・ノヴィク 銀をつむぐ者　上 静山社
ナオミ・ノヴィク 銀をつむぐ者　下 静山社
ブラッドリー・ハーパー 探偵コナン・ドイル 早川書房

ディーリア・オーエンズ ザリガニの鳴くところ 早川書房
フランク・グルーバー ポンコツ競走馬の秘密 論創社
アリ・スミス 秋 新潮社

PHPエディターズ・グループ

川平　敏文 徒然草 中央公論新社

サマル・ヤズベク 無の国の門 白水社
大石　和欣 コウルリッジのロマン主義 東京大学出版会

ジェスミン・ウォード 歌え、葬られぬ者たちよ、歌え 作品社

荻生　徂徠 荻生徂徠全詩　1 平凡社
諸田　龍美 中国詩人烈伝 淡交社
ケン・リュウ 月の光 早川書房

笹本　稜平 公安狼 徳間書店
重松　清 ひこばえ　上 朝日新聞出版
重松　清 ひこばえ　下 朝日新聞出版

小手鞠　るい 私たちの望むものは 河出書房新社
斉藤　洋 生きつづけるキキ 講談社
紗倉　まな 春、死なん 講談社

霧島　兵庫 静かなる太陽 中央公論新社
高城　高 仕切られた女 藤田印刷エクセレントブックス

幸田　真音 天稟 KADOKAWA

朱川　湊人 鬼棲むところ 光文社
小路　幸也 三兄弟の僕らは PHP研究所

貴志　祐介 罪人の選択 文藝春秋
北方　謙三 チンギス紀　7 集英社

岩井　圭也 文身 祥伝社
江本　マシメサ エノク第二部隊の遠征ごはん　6 マイクロマガジン社

一色　さゆり ピカソになれない私たち 幻冬舎
井上　荒野 よその島 中央公論新社

井沢　元彦 恨(ハン)の法廷 小学館
石川　宗生 ホテル・アルカディア 集英社

新井　素子 絶対猫から動かない KADOKAWA
李　龍徳 あなたが私を竹槍で突き殺す前に 河出書房新社

浅田　次郎 流人道中記　上 中央公論新社
浅田　次郎 流人道中記　下 中央公論新社

秋木　真 怪盗レッドTHE FIRST KADOKAWA
朝井　リョウ 発注いただきました! 集英社

赤松　利市 アウターライズ 中央公論新社

河崎　啓一 感謝離 双葉社
樋口　直美 誤作動する脳 医学書院
森口　奈緒美 自閉女(ジヘジョ)の冒険 遠見書房

青柳　まや 古代日本文学が物語る婚姻・出生伝承 花鳥社
島崎　晋 面白くて眠れなくなる『古事記』
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ｼﾝ
F ﾀｶ
F ﾀｷ
F ﾀｹ
F ﾀﾅ
F ﾁﾈ
F ﾂｼ
F ﾃﾗ
F ﾄｳ 3
F ﾄｶ 1
F ﾅｶ
F ﾅｶ
F ﾆｼ
F ﾆｼ
F ﾇｶ
F ﾊﾅ
F ﾊﾅ
F ﾊﾗ
F ﾋｶ
F ﾋｸ
F ﾋﾗ
F ﾌｸ
F ﾌｸ
F ﾌｼ
F ﾏﾙ 14
F ﾐﾅ 8
F ﾑﾗ
F ﾑﾗ
F ﾓﾛ
F ﾔﾉ
F ﾔﾏ
F ﾕｽ
F ﾖｺ
F ﾖｺ 2
F ﾖｼ
F ﾖｼ

（小説 文庫）
X 918.6
X 918.6
X 918.6 4
X 932.7 ｼｴ 1
X 933.7 ｵｺ
X 933.7 ｺﾌ
X 933.7 ﾊｶ
X 933.7 ﾌｲ
X 933.7 ﾍﾙ
X F ｱｵ 2
X F ｱｶ
X F ｱﾝ
X F ｲﾅ
X F ｳｴ
X F ｳｴ
X F ｵﾊ
X F ｶｼ 5
X F ｶｾ 1
X F ｶｾ 3

水無月　静琉 異世界ゆるり紀行　8 アルファポリス

諸田　玲子 嫁ぐ日

高丘　哲次 約束の果て 新潮社
瀧羽　麻子 女神のサラダ 光文社
竹内　真 図書室のバシラドール 双葉社

横溝　正史 完本人形佐七捕物帳　2 春陽堂書店
吉川　英梨 ブラッド・ロンダリング 河出書房新社
吉田　修一 長崎 文藝春秋

山下　澄人 小鳥、来る 中央公論新社
柚月　裕子 暴虎の牙 KADOKAWA
横関　大 誘拐屋のエチケット 講談社

樋口　有介 礼儀正しい空き巣の死 祥伝社
平谷　美樹 大一揆 KADOKAWA
福田　和代 東京ホロウアウト 東京創元社

真保　裕一 ダーク・ブルー 講談社

帝国 講談社
原田　マハ <あの絵>のまえで 幻冬舎
東野　圭吾 クスノキの番人 実業之日本社

西尾　維新 掟上今日子の設計図 講談社
額賀　澪 できない男 集英社
ふじた ヲタクに恋は難しい 一迅社

集英社
矢野　隆 愚か者の城 KADOKAWA

福澤　徹三 羊の国のイリヤ 小学館
藤野　可織 ピエタとトランジ 講談社
丸山　くがね オーバーロード　14 KADOKAWA

風野　真知雄 潜入味見方同心　1 講談社

村上　龍 MISSING 新潮社
村木　嵐 天下取 光文社

風野　真知雄 わるじい慈剣帖　3 双葉社

小原　周子 病院でちゃんとやってよ 双葉社
柏　てん 京都伏見のあやかし甘味帖　[5] 宝島社

上田　秀人 鎖国 集英社
上田　秀人 跡継 KADOKAWA

安東　能明 凍える火 徳間書店
稲葉　稔 激闘 光文社

蒼月　海里 稲荷書店きつね堂　[2] 角川春樹事務所

赤神　諒 犬侍見参 小学館

アリス・フィーニー ときどき私は噓をつく 講談社
クリスティーン・ベル 不協和音 小学館

デヴィッド・コープ 深層地下4階 ハーパーコリンズ・ジャパン

J.D.バーカー 嗤う猿 ハーパーコリンズ・ジャパン

ピーター・シェーファー ピーター・シェーファー　1 早川書房
キャロル・オコンネル 修道女の薔薇 東京創元社

赤川　次郎 1日10分のごほうび 双葉社
明日町こんぺいとう商店街　[4] ポプラ社

二階堂　黎人 御城の事件　東日本篇 光文社

花村　萬月

田中　慎弥 地に這うものの記録 文藝春秋
知念　実希人 十字架のカルテ 小学館
辻　寛之 エンドレス・スリープ 光文社

長岡　弘樹

徳間書店

寺地　はるな 希望のゆくえ 新潮社
堂場　瞬一 チーム　3 実業之日本社
富樫　倫太郎 北条氏康　[1] 中央公論新社

緋色の残響 双葉社
中山　七里 夜がどれほど暗くても 角川春樹事務所

西村　京太郎 十津川警部殺意の交錯
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

X F ｶﾏ
X F ｷﾀ 3
X F ｺｽ
X F ｻｴ
X F ｻｶ
X F ｻｶ
X F ｻﾄ
X F ｻﾜ 2
X F ｾﾝ
X F ﾀｹ 7
X F ﾁﾉ
X F ﾂｽ
X F ﾄｳ
X F ﾄﾊ
X F ﾄﾊ
X F ﾄﾓ
X F ﾅｲ
X F ﾅｲ
X F ﾆｼ
X F ﾆﾉ
X F ﾉｸ
X F ﾊｽ
X F ﾊﾏ
X F ﾊﾔ
X F ﾌｼ
X F ﾏﾂ 6
X F ﾐｽ
X F ﾓﾁ 12
X F ﾔｽ
X F ﾔﾏ

（日本のエッセイ）
X E
E
E ｲｼ
E ｵｶ
E ｵﾀ
E ｷﾘ
E ｻﾜ 1
E ｻﾜ 2
E ｾﾄ
E ｿﾉ 11
E ﾀｶ
E ﾅｼ
E ﾊﾔ
X E ﾑｺ
E ﾑﾚ
E ﾔﾏ

（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 007.6
K 210.4
K 214.3
K 281
K 289.1
K 291
K 558
K 683.8

PUZZLE KADOKAWA

鎌池　和馬 創約とある魔術の禁書目録(インデックス) KADOKAWA
喜多　喜久 死香探偵　[3] 中央公論新社

矢月　秀作 首都爆発 双葉社
山田　宗樹 ミレニアム・レター 文藝春秋

佐藤　青南 ツインソウル 宝島社

松岡　圭祐 高校事変　6 KADOKAWA
水守　糸子 モノノケ踊りて、絵師が狩る。 集英社
望月　麻衣 わが家は祇園(まち)の拝み屋さん　12 KADOKAWA

濱　嘉之 動脈爆破 文藝春秋
早見　俊 永久の護衛士

群　ようこ いかがなものか 集英社
山口　恵以子 いつでも母と 小学館

沢里　裕二 悪徳刑事(デカ)　[2] 双葉社
仙川　環 偽装診療 講談社
竹村　優希 神様たちのお伊勢参り　7 双葉社
千野　隆司 慶事の魔 双葉社
都筑　道夫 悪意銀行 筑摩書房
堂場　瞬一 迷路の始まり 文藝春秋

梨木　香歩 風と双眼鏡、膝掛け毛布 筑摩書房
林　真理子 夜明けのM 文藝春秋
向田　邦子 向田邦子ベスト・エッセイ

井二　かける 社内SE祝園アカネの情報セキュリティ事件簿 翔泳社
藤井　讓治 天下人秀吉の時代 敬文舎
山口　隆治 大聖寺藩 現代書館
新田　純 戦国武将100列伝 展望社
本郷　和人 明智光秀10の謎 宝島社

広島完全版 JTBパブリッシング

秋道　智彌 海はだれのものか 西日本出版社

筑摩書房

大橋　信夫 海で働き、海で生きる 福村出版

曽野　綾子 私日記　11 海竜社
高村　薫 時代へ、世界へ、理想へ 毎日新聞出版

東山　彰良 夜更けのおつまみ ポプラ社

鳥羽　亮 餓狼剣 文藝春秋
鳥羽　亮 仇討双剣 祥伝社
朝永　理人 幽霊たちの不在証明 宝島社

沢木　耕太郎 沢木耕太郎セッションズ<訊いて、聴く>　2 岩波書店
瀬戸内　寂聴 笑って生ききる 中央公論新社

桐島　洋子 聡明な女は愉しく老いる 海竜社
沢木　耕太郎 沢木耕太郎セッションズ<訊いて、聴く>　1 岩波書店

小川　糸 旅ごはん 白泉社
小田嶋　隆 ア・ピース・オブ・警句 日経BP

大下　一真 惚れるマナー 中央公論新社
石原　慎太郎 老いてこそ生き甲斐 幻冬舎

小学館
藤井　邦夫 神隠しの少女 光文社

二宮　敦人 裏世界旅行 小学館

坂岡　真 あやめ河岸 双葉社
坂井　希久子 とろとろ卵がゆ 角川春樹事務所

小杉　健治 償い KADOKAWA
佐伯　泰英 赤い雨 光文社

内藤　了 スマイル・ハンター 祥伝社
西　加奈子 サムのこと 猿に会う 小学館

野口　卓 木鶏 祥伝社
蓮見　恭子 たこ焼きの岸本 角川春樹事務所

内藤　了
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

K 743

K 778.2

（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 290.3 20
R 317.7 ｼﾖ 19
R 369.1 20
R 378.2
R 960.2 ﾃﾗ

（大活字本）
080 ﾐﾔ 6 宮沢　賢治 宮沢賢治大活字本シリーズ　6 三和書籍

デジタルカメラ
マガジン編集部 週末をもっと楽しく!予算1万円で行く写真旅 インプレス

世良　利和 まぁ映画な、岡山じゃ県　3 蜻文庫

寺尾　隆吉 100人の作家で知るラテンアメリカ文学ガイドブック 勉誠出版

消防庁 消防白書　令和元年版 日経印刷
福祉小六法編集委員会 福祉小六法　2020年版 みらい
手話技能検定協会 ひと目でわかる実用手話辞典 新星出版社

日本・世界地図帳　2020-2021年版 朝日新聞出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
00 2
03
03
03
05 20

（思想）
14 ﾌ
14 ﾌ
14 ﾌ
18 ﾅ

（歴史）
21 1
21 ｺ
28

（社会）
33 ｵ
34

36 1

36 2
37 1
38 1
38 ｷ
38 ｽ

（科学・地球・植物・生物・からだ）
40 ｶ
40 ﾔ 19
41 ｲ
45 ﾎ 3
47 3
47 ﾔ
48
48
48 2
48 3
48 ﾀ
49 ｼ

（技術）
51
51

51 1

54 2
57
58 ｺ
59
59 ﾔ

（産業）
60 2
68

☆ 児童書 ☆

川端　裕人 科学の最前線を切りひらく! 筑摩書房
柳田　理科雄 ジュニア空想科学読本　19 KADOKAWA
石黒　真木夫 統計学をめぐる散歩道 岩波書店
保坂　直紀 海は地球のたからもの　3 ゆまに書房
勝木　俊雄

澤井　陽介 情報を活かして発展する産業　[2] 汐文社
「鉄道のすべて」編集室 みんなが知りたい!鉄道のすべてこの一冊でしっかりわかる メイツユニバーサルコンテンツ

鈴木出版マンホール研究会 マンホール大百科　東日本編 鈴木出版
吉田　勇人 土木のずかん オーム社
「知ってる?アップサイクル」
編集委員会 知ってる?アップサイクル　1 さ・え・ら書房

小寺　信良 気をつけよう!ネット動画　2 汐文社

小六　信和 おもしろ“紙学”-紙の未来とわたしたちの生活 くもん出版
ふかふかパンのひみつ ひさかたチャイルド

柳原　尚之 はじめての和食えほん 春のごちそうつくろう 文溪堂

岩田　忠久 イチからつくるプラスチック 農山漁村文化協会

世界幻妖図鑑 フレーベル館

もっと知りたいさくらの世界　3 汐文社
安田　守 ぜんぶわかる!ジャガイモ ポプラ社
スライウム どっちが強い!?クロアナグマvsミツアナグマ KADOKAWA
今泉　忠明 夜のいきもの図鑑 主婦の友社
村田　浩一 足のうらずかん　2 鈴木出版
村田　浩一 足のうらずかん　3 鈴木出版

汐文社
小島　毅 子どもたちに語る日中二千年史 筑摩書房

竹田津　実 ヒグマ アリス館
クライヴ・ギフォード くさい! 河出書房新社

大澤　裕司 モノのねだん事典 ポプラ社
泉　美智子 大人になってこまらないマンガで身につく税金のちしき 金の星社
『仕事のくふう、見つけ
たよ』編集委員会 仕事のくふう、見つけたよ　1 汐文社

国崎　信江 もしものときにきみならどうする?防災　2 WAVE出版
楽しくおぼえよう!はじめての手話と点字　[1] 金の星社

小泉　和子 ビジュアル日本の住まいの歴史　1 ゆまに書房
銀城　康子 ハンガリーのごはん 農山漁村文化協会

フロールチェ・ズウィヒトマン

山田　雄司 服部半蔵 学研プラス

佐藤　雅彦 アベベのぼうけん　かんどうの下巻 小学館
クイズ法人カプリティオ うんこなぞなぞ　4〜6さい 文響社
クイズ法人カプリティオ うんこなぞなぞ　1ねんせい 文響社
クイズ法人カプリティオ うんこなぞなぞ　2年生 文響社

朝日ジュニア学習年鑑　2020 朝日新聞出版

船木　妙子 ポルターガイスト 金の星社
藤田　晋一 ネッシーはいるのか? 金の星社
藤田　能成 魚の雨が降ってきた 金の星社
那須田　淳 空海 岩崎書店

澤井　陽介 しらべてまとめるまちとくらしのうつりかわり　1
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（芸術・スポーツ）
77 3
78
78 3
78 ｺ 2
78 ｺ 3

（ことば）
83 ﾖ

（日本のよみもの）
91
91
91
91
91 ｱ 17
91 ｵ 8
91 ｶ 9
91 ｾ
91 ｿ
91 ﾀ
91 ﾉ
91 ﾋ
91 ﾋ
91 ﾋ
91 ﾋ
91 ﾋ 5-2
91 ﾌ
91 ﾌ 14
91 ﾏ
91 ﾐ
91 ﾐ 2
91 ﾑ
91 ﾖ
91 ﾖ 1
91 ﾚ 2

（外国のよみもの）
93 4
93 ｿ
93 ﾍ
94 ｳ
94 ｼ
97 ﾋ

（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｲ
PN ｲ
PN ｲ
PN ｴ
PN ｵ
PN ｵ
PN ｸ
PN ｸ
PN ｹ
PN ｺ
PN ｺ
PN ｻ

美馬　しょうこ プログラミングガールズ!　4 偕成社
ケイト・ソーンダズ エミリーとはてしない国 ポプラ社

あきやま　ただし たまごにいちゃんとげんちゃん 鈴木出版
石井　睦美 うさぎのバレエだん 小学館

大原　悦子 ケロリンピック 福音館書店
おおい　じゅんこ あかちゃんあかちゃん

石津　ちひろ バレエのおけいこ ブロンズ新社
飯野　和好 かふんとみつ 絵本塾出版
えがしら　みちこ いろいろおてつだい 小学館

KADOKAWA
かんの　ゆうこ はりねずみのルーチカ　[9] 講談社
清少納言 枕草子 KADOKAWA
宗田　理 ぼくらのいじめ救出作戦 KADOKAWA
高瀬　美恵 星のカービィ　夢幻の歯車を探せ! KADOKAWA

ハッピーオウル社

黒川　みつひろ 恐竜トリケラトプスとあくまのもり 小峰書店
くすのき　しげのり 星のなる木 星の環会
ケロポンズ はっけよーい ポプラ社
後藤　貴志 ケーキたべよっ! 岩崎書店
五味　太郎 とりあえずありがとう 絵本館
ザ・キャビンカンパニー ポコンペンペンばけがっせん アリス館

ジョン・ベレアーズ 橋の下の怪物 静山社
アンナ・ウォルツ おいで、アラスカ! フレーベル館
ヘルマン・シュルツ ぼくたちがギュンターを殺そうとした日 徳間書店
ロベルト・ピウミーニ ピノピノよもうよ 学研プラス

森川　成美 きみが、この本、読んだなら　とまどう放課後編 さ・え・ら書房
戸森　しるこ きみが、この本、読んだなら　ざわめく教室編 さ・え・ら書房
日本児童文学者協会 やがて、物語は逆転する 偕成社
日本児童文学者協会 そして、物語は決着する 偕成社
あさば　みゆき いみちぇん!　17 KADOKAWA
大空　なつき 世界一クラブ　[8]

KADOKAWA
升井　純子 ドーナツの歩道橋 ポプラ社
三田村　信行 オオカミの時間 理論社
三田村　信行 ふしぎ町のふしぎレストラン　2 あかね書房
村上　しいこ ちょきんばこのたびやすみ PHP研究所

野中　柊 紙ひこうき、きみへ 偕成社
昼田　弥子 コトノハ町はきょうもヘンテコ 光村図書出版
廣嶋　玲子 おっちょこ魔女先生 KADOKAWA
廣嶋　玲子 トラブル旅行社(トラベル) 金の星社
廣嶋　玲子 いろどり屋 静山社
ひの　ひまり 四つ子ぐらし　5下 KADOKAWA

吉田　純子 こわいぞ!おばけりょこう あかね書房
吉田　桃子 ばかみたいって言われてもいいよ　1 講談社
令丈　ヒロ子 異能力フレンズ　2 講談社

横山　雅彦 英語バカのすすめ 筑摩書房

アニメコミックおしりたんてい　3 ポプラ社
高島エイト マンガと動画でうまくなる!少年野球 ナツメ社
スポーツデザイン研究所 オリンピックをささえるスポーツ・テクノロジー　3 汐文社
近藤　隆夫 キミも運動ができるようになる　2 汐文社
近藤　隆夫 キミも運動ができるようになる　3 汐文社

藤本　ひとみ ヤバイ親友は知っている 講談社
深海　ゆずは こちらパーティー編集部っ!　14
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

PN ｼ
PN ﾄ
PN ﾄ
PN ﾅ
PN ﾅ
PN ﾊ
PN ﾌ
PN ﾏ
PN ﾔ
PN ﾔ
PN ﾜ

（外国のえほん）
PG ｳ
PG ｷ
PG ｽ
PG ﾋ
PG ﾌ
PG ﾎ
PG ﾏ
PG ﾔ
PG ﾖ

（紙芝居）
S ﾅ 長野　ヒデ子 ま〜るかいてちょん! 童心社

トーベ・ヤンソン 春がきたよ、ムーミントロール 徳間書店
ジェイン・ヨーレン きょうりゅうたちのおーっとあぶない 小峰書店

アン・ウィットフォード・ポール どうぶつたちのがっこうって? 岩崎書店
スティーブン W.マーティン わたしのペットはまんまるいし ポプラ社

テリーサ・ヒーピー ぼくのしましまテッド NHK出版
セルゲイ・プロコフィエフ ピーターとオオカミ 偕成社

カレン・キルパトリック えんぴつとケシゴム KADOKAWA
リチャード・スキャリー うさぎがいっぱい 好学社

リビー・ウォルデン 山はしっている 鈴木出版

BL出版
とよた　かずひこ ぱかぱかももんちゃん 童心社
長田　真作 おいらとぼく 文化学園文化出版局

なつめ　よしかず きえるあひる 福音館書店
芭蕉　みどり ティモシーとサラたのしいおうち ポプラ社
武鹿　悦子 くすのきだんちのねむりいす ひかりのくに
まど　みちお ぞうさん 講談社
八百板　洋子 あっくんとデコやしき 福音館書店
やなせ　たかし アンパンマンとカレンのもり フレーベル館
若菜　ひとし ふかふかぽん! ひさかたチャイルド

柴田　ケイコ ぽめちゃんとだっくすちゃん 白泉社
豊福　まきこ おくりもの
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