
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
010.4
019 ﾀｲ
024 ﾀｹ
080 ﾀﾅ

（哲学・思想）
Z 141.6 ｻｲ
147.1
159 ｻｲ
159.4 ﾋﾉ
Z 159.7 ﾃｸ
164
165 ｻﾄ
180.4 ﾏｽ
185.7

（歴史・紀行）
201

209 ｻｲ
Z 210.4 ｵﾜ
Z 210.7
281 ﾊｼ
290.9
291

（伝記）
Z 289.1 ﾄｸ
Z 289.3 ｳｴ
289.3 ﾀﾌ

（社会科学）
304 ﾀｶ
Z 316.8 ﾜﾀ
Z 317.2 ｶﾀ
Z 321.1 ｽﾐ

324.8

Z 326.5 ｷﾖ

（経済）
331 ｵｵ
332.1 ﾄｲ
Z 334.3 ﾔﾏ
335.1 20

335.2

Z 335.2 ｻｲ
335.4
Z 361 ﾀｹ
361.4 ﾓﾄ

365

Z 367.2 ｾﾁ
367.9 ﾔﾝ

佐藤　優 宗教改革者 KADOKAWA
枡野　俊明 仏教の智慧が学べる日々のことば 河出書房新社
『月刊住職』編集部 日本のものすごい10人の住職 興山舎

日野　瑛太郎 はい。作り笑顔ですが、これでも精一杯仕事しています。 KADOKAWA
出口　治明 還暦からの底力 講談社
フィリップ・ウィルキンソン 世界の神話伝説図鑑 原書房

西条　みつとし 笑わせる技術 光文社
新潟県立歴史博物館 まじないの文化史 河出書房新社
齋藤　孝 潜在能力を引き出す「一瞬」をつかむ力 祥伝社

橋場　日月 戦国武将の兄弟姉妹たち 辰巳出版
わがまま歩き　スペイン 実業之日本社

西野　淑子 もっともっとゆる山歩き 東京新聞

岡崎　守恭 遊王徳川家斉 文藝春秋
野口　雅弘 マックス・ウェーバー 中央公論新社

高橋　洋一 FACTを基に日本を正しく読み解く方法 扶桑社

山田　昌弘 日本の少子化対策はなぜ失敗したのか? 光文社

大村　大次郎 教養として知っておきたい33の経済理論 彩図社

デイリー法学選書
編修委員会 不動産賃貸借ビジネスの法律知識 三省堂

竹中　均 「自閉症」の時代 講談社
本橋　信宏 ハーフの子供たち KADOKAWA
デイリー法学選書
編修委員会 特定商取引法と消費者取引の法律知識 三省堂

瀬地山　角 炎上CMでよみとくジェンダー論 光文社
ソフィア・ヤンベリ ぼくが小さなプライド・パレード ミツイパブリッシング

田中　修 植物のかしこい生き方 SBクリエイティブ

相関図書館学方法論研究会 時代のなかの図書館・読書文化 松籟社
Dain わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる 技術評論社
竹田　信弥 めんどくさい本屋 本の種出版

渡辺　靖 白人ナショナリズム 中央公論新社
片山　和之 歴史秘話外務省研修所 光文社

斉藤　徹 業界破壊企業 光文社
武田　守 入門図解会社の終わらせ方・譲り方<解散清算・事業承継・M&A>の法律と手続き実践マニュアル 三修社

SDGs日本の挑戦　2020 日経HR
日本経済新聞出版 長寿企業 日経BP日本経済

新聞出版本部

土居　丈朗 平成の経済政策はどう決められたか 中央公論新社

清田　浩司 塀の中の事情 平凡社

住吉　雅美 あぶない法哲学 講談社

篠森　ゆりこ ハリエット・タブマン 法政大学出版局

小和田　哲男 戦国武将の叡智 中央公論新社
文春新書 昭和史がわかるブックガイド 文藝春秋

東京大学教養学部
歴史学部会 歴史学の思考法 岩波書店

斎藤　整 ヨコで読む大人の世界史 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　6月 2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】

368.2 ﾖｼ
Z 368.5 ﾔﾌ
369.2 ﾀｶ

（教育・文化）
370.4 ﾅｼ
371.4 ﾎﾂ
Z 377.5 ﾐｽ
377.9 ｻｲ 22
378
378 ｼﾊ
378 ｼﾊ
379.9 ｻｻ 2
379.9 ｼﾏ
379.9 ﾐﾀ

（自然科学）
430.4 ｻｲ
435.6 ﾍｲ
443.5 ﾌｸ
443.5 ﾌﾚ
486.7
488.6 ﾊｾ

（医学）
492.7
492.9 ﾅｶ
493.2
493.4 ｵﾉ
493.7
493.7 ﾋﾒ
493.8 ｲｹ
493.9
493.9 ｻｷ 1
498.1
498.5
498.7

（技術）
504 ｳｲ
Z 516.7 ﾜﾀ
520.4 ｲｲ
525.1 ﾋｸ
527 ﾎﾝ

588

588.5
588.5 ｺｲ

588.5 ｺﾍ

589.7 ｺﾔ

（家政）
594.2
594.3
594.3
594.3
594.7 ｺﾐ
594.9 ｱｷ
595.5

藪　正孝 県警VS暴力団 文藝春秋
高室　成幸 子どもに頼らないしあわせ介護計画 WAVE出版

司馬　理英子 真っ先に読むADHDの本 主婦の友社
佐々木　正美 佐々木正美の子育て百科　2 大和書房

吉川　ばんび 年収100万円で生きる 扶桑社

才木　弓加 面接担当者の質問の意図　'22 マイナビ出版
田中　康雄 発達が気になる子の心がわかる幸せ子育ての手引き 扶桑社
司馬　理英子 真っ先に読むASDの本 主婦の友社

名嶋　義直 10代からの批判的思考 明石書店
堀田　秀吾 いじめのことばから子どもの心を守るレッスン 河出書房新社
水月　昭道 「高学歴ワーキングプア」からの脱出 光文社

白澤　卓二 免疫力をあげる最強の食事術 宝島社

長谷川　博 アホウドリからオキノタユウへ 新日本出版社

下山　晴彦 子どものうつがわかる本 主婦の友社
崎濱　盛三 シリーズ・症例が語る「発達障害」　1 ミネルヴァ書房
伊藤　哲雄 最新医療費の仕組みと基本がよ〜くわかる本 秀和システム

森　惟明 「あれ?なんだっけ」がなくなる!大人のさがし絵 日東書院本社
姫野　桂 「発達障害かも?」という人のための「生きづらさ」解消ライフハック ディスカヴァー・トゥエンティワン

池上　彰 感染症対人類の世界史 ポプラ社

読本本格焼酎。 プレジデント社
こいし　ゆうか 先生、ワインはじめたいです! 大和書房
ジュール・ゴベール
=テュルパン 世界お酒MAPS グラフィック社

小山　友介 日本デジタルゲーム産業史 人文書院

komihinata Komihinataさんの布あそびBOOK ブティック社
秋田　廣子 飾って愉しむミニチュアの和服 ブティック社
イガリ　シノブ 化粧劇場 池田書店

トゥルーコンサル
ティング株式会社 食品企業の成功する通販・直販ビジネス 同文舘出版

樋口　善信 世界で一番やさしい建築計画　住宅編 エクスナレッジ
本間　貴史 理想の注文住宅を建てたい! 東洋経済新報社

ちくちく楽しむ糸あそび日々の刺し子こもの ブティック社
カンタン!かぎ針編み子供のサマーハット26+8 アップルミンツ
さっと羽織れるかぎ針編みのショール&ストール アップルミンツ
かぎ針で編むキッズリュック アップルミンツ

渡部　史絵 地下鉄の駅はものすごい 平凡社
飯島　洋一 アンビルトの終わり 青土社

ケリー・ウィーナースミス いつになったら宇宙エレベーターで月に行けて、3Dプリンターで臓器が作れるんだい!? 化学同人

橋本　佳明 外来アリのはなし 朝倉書店

武藤　芳照 0歳からの足育のすすめ 論創社

福江　純 90分でブラックホールがわかる本 大和書房
セス・フレッチャー アインシュタインの影 三省堂

久　優子 1日3分!さするだけで免疫力が上がるリンパマッサージ 宝島社
中別府　多美得 看護の現場ですぐに役立つがん薬物療法ケア 秀和システム
土橋　卓也 シニアの高血圧 NHK出版
小野　咲 おとな女子の根こそぎよくなる!からだの整え方 学研プラス

齋藤　勝裕 図解身近にあふれる「化学」が3時間でわかる本 明日香出版社
ロバート・M.ヘイゼン 交響曲第6番「炭素物語」 化学同人

三田　晃史 人と比べなければ子どもは伸びる マキノ出版
島村　華子 自分でできる子に育つほめ方叱り方 ディスカヴァー・トゥエンティワン
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

595.6 ﾓﾘ
596 ｵｸ
596 ﾀｶ
596 ﾑｻ
596 ﾔﾏ 7
596 ﾘ
X 596.04 ﾋﾗ
596.22 ｶﾄ
596.38
596.65 ｵｵ
596.7
596.7 ﾈｷ
596.7 ﾌｸ

599 ｲﾉ

（産業）
601.1
645.7 ｲﾜ
645.9
675 ﾅｶ

（芸術・美術）
706.9
726.1
726.1 ｲｽ
726.1 ﾎﾘ
726.5
726.5 ﾄﾗ
726.6
726.6
726.6 ｲﾝ
728 ﾖｺ
750 ﾊｼ
754.9 ｶｵ
Z 778 ﾏｽ
778.2 ｵｵ
778.2 ｼｲ
778.7 ｺｼ
778.8 ﾐﾔ
Z 779.1 ﾊﾔ

（スポーツ・諸芸）
780.1
780.6 ﾀﾅ

782.3

783.6 ｷｼ
786 ﾌｼ
796 ｶﾝ
798 ｷﾑ

（言語）
801.7 ｻﾄ
814

（文学）
905 1
910.2 ﾅﾂ
916 ｷﾍ

井上　明美 超★簡単音のゲームあそび 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

旭屋出版CAFERES編集部 アレンジ&クリエイティブアイスコーヒー 旭屋出版
根岸　清 フローズンドリンク教本 旭屋出版
福光　佳奈子 体にうれしい果実酒・野菜酒・薬用酒200 秀和システム

香取　薫 薫るスパイスレシピ 山と溪谷社
つむぎや 世界一美味しい!和食パスタの本 主婦と生活社
大越　郷子 思わず見とれるゼリースイーツ 誠文堂新光社

山本　ゆり syunkonカフェごはん　7 宝島社
李　映林 季映林、季節の仕込みもの グラフィック社
平松　洋子 すき焼きを浅草で 文藝春秋

3dtotal Publishing コンセプトアーティストになるために知っておきたいこと ボーンデジタル

森　拓郎 やせウォーク 扶桑社
奥田　けい 月たった2万円のスピードふたりごはん 大和書房
高木　ハツ江 ハツ江おばあちゃんのフライパン1つで100レシピ NHK出版
武蔵　裕子 たれソース700 永岡書店

宮脇　淳子 朝鮮半島をめぐる歴史歪曲の舞台裏 扶桑社
林家　木久扇 イライラしたら豆を買いなさい 文藝春秋

佐藤=ロスベアグ・ナナ 学問としての翻訳 みすず書房
梅内　美華子 日本の美しい言葉辞典 ナツメ社

KAORI: ちいさな布箱 主婦の友社

ことばと　vol.1(2020spring) 書肆侃侃房

木村　研 おうちは遊びのワンダーランド いかだ社

小森　陽一 漱石深読 翰林書房
木部　克彦 夢に住む人 言視舎

藤原　尚雄 レスキュー・ハンドブック 山と溪谷社
神田　憲行 一門 朝日新聞出版

野村　朋子 かけっこがグンッと速くなる!なわとびがピョンッと跳べる!
さかあがりがクルッとできる!おうちで1週間レッスン 主婦の友社

岸川　一星 卓球の戦い方 ベースボール・マガジン社

田口　素子 アスリートのための朝食術 女子栄養大学出版部

田中　圭太郎 パラリンピックと日本 集英社

濱中　利信 エドワード・ゴーリーの世界 河出書房新社

椎根　和 希林のコトダマ 芸術新聞社
児島　宏子 アニメの詩人ノルシュテイン 東洋書店新社

虎硬 はじめてでもわかる!イラストでお金を生み出す秘訣 KADOKAWA

ヒロ・マスダ 日本の映画産業を殺すクールジャパンマネー 光文社
大林　宣彦 キネマの玉手箱 ユニコ舎

橋田　裕司 あかりの学校 マール社

ブルース・イングマン ディック・ブルーナ 河出書房新社
横山　豊蘭 「書道」の教科書 実業之日本社

コロナ・ブックス編集部 赤羽末吉 平凡社

ヴィルジル・イスカン 図解マーベル 講談社
堀江　貴文 努力するな。マンガを読め。 主婦の友インフォス

東京と美術。 平凡社
コロナ・ブックス編集部 フジモトマサルの仕事 平凡社

中川　悠 カイタイ新書 秀和システム

岩合　光昭 スタンド・バイ・ニャー 辰巳出版
青沼　陽子 いちばんよくわかる!ハムスターの飼い方・暮らし方 成美堂出版

藻谷　浩介 進化する里山資本主義 ジャパンタイムズ出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

916 ｺﾊ
930.2 ﾄｳ
933.7 ｱﾝ
933.7 ﾍﾝ
933.7 ﾘ
953.6 ﾕｺ 5
953.7 ｼｵ

（日本の小説）
F ｱﾘ
F ｲｶ
F ｲｼ
F ｲｽ
F ｲｽ 7
F ｵｵ
F ｶﾂ
F ｶﾂ
F ｺﾄ 12
F ｺﾝ
F ｼﾓ
F ﾀﾜ
F ﾃﾝ
F ﾅｶ
F ﾅｶ 10
F ﾌｸ
F ﾌｼ
F ﾏﾂ

（小説 文庫）
X 910.2 ｲｹ
X 933.7 ｳｲ
X 933.7 ﾏﾂ
X F ｱｻ
X F ｶﾜ 24
X F ｺｽ
X F ｼﾉ
X F ﾄｸ
X F ﾌｼ
X F ﾏﾂ

（日本のエッセイ）
E ｲﾉ
E ｺｳ
E ﾀｶ
X E ﾑﾚ

（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

（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 728.4

シャネル・ベンツ おれの眼を撃った男は死んだ 東京創元社
イーユン・リー 理由のない場所 河出書房新社

福田　和代 侵略者(アグレッサー) 光文社
藤崎　翔 あなたに会えて困った 双葉社

ヴィクトール・ユゴー レ・ミゼラブル　5 平凡社
ジャン・ジオノ 二番草 彩流社

群　ようこ ヒヨコの蠅叩き 文藝春秋

藤石　波矢 #チャンネル登録してください 新潮社
松嶋　智左 女副署長 新潮社

關　正人 漢印文字彙編 雄山閣

小川　雄 水軍と海賊の戦国史 平凡社

鴻上　尚史 鴻上尚史のもっとほがらか人生相談 朝日新聞出版
高橋　英夫 五月の読書 岩波書店

井上　ひさし 芝居とその周辺 岩波書店

徳永　圭 ボナペティ! 文藝春秋

小杉　健治 仮想真実 朝日新聞出版
篠　綾子 からころも 小学館

麻倉　一矢 愉悦の大橋 二見書房
川原　礫 ソードアート・オンライン　24 KADOKAWA

チャールズ・ウィルフォード コックファイター 扶桑社
スジャータ・マッシー ボンベイ、マラバー・ヒルの未亡人たち 小学館

新潮文庫 文豪ナビ池波正太郎 新潮社

中島　さなえ あふれる家 朝日新聞出版
中村　朱里 魔法使いの婚約者　10 一迅社

松田　青子 持続可能な魂の利用 中央公論新社

多和田　葉子 星に仄めかされて 講談社
天童　荒太 迷子のままで 新潮社

今野　敏 任俠シネマ 中央公論新社
下村　敦史 法の雨 徳間書店

桂　望実 結婚させる家 光文社
寿　安清 アラフォー賢者の異世界生活日記　12 KADOKAWA

大崎　梢 さよなら願いごと 光文社
香月　夕花 昨日壊れはじめた世界で 新潮社

泉　ゆたか おっぱい先生 光文社
イスラーフィール 淡海乃海 水面が揺れる時　7 TOブックス

伊兼　源太郎 事件持ち KADOKAWA
石田　香織 うめももさくら 朝日新聞出版

有栖川　有栖 濱地健三郎の幽(かくれ)たる事件簿 KADOKAWA

小林　エリコ 家族、捨ててもいいですか? 大和書房
マーク・トウェイン <連載版>マーク・トウェイン自伝 彩流社
チャーリー・ジェーン・アンダーズ 空のあらゆる鳥を 東京創元社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（地理）
29

（地球・生物・からだ）
45 ｶ
48
48 ﾐ
49 ﾎ

（技術・料理）
50
51 ｷ
59

（芸術・しゅみ）
74 ﾅ

（日本のよみもの）
91 ｱ
91 ｲ
91 ｷ
91 ｺ
91 ｽ
91 ﾀ
91 ﾋ
91 ﾑ
91 ﾔ 2
91 ﾖ
91 ﾖ 2

（外国のよみもの）
93 ｳ

（日本のえほん）
PN
PN ｷ
PN ｽ
PN ﾀ
PN ﾃ
PN ﾃ
PN ﾅ
PN ﾅ
PN ﾆ
PN ﾌ
PN ﾜ

（外国のえほん）
PG ｱ
PG ｽ
PG ﾀ
PG ﾔ
PG ﾔ

ヤン　ホンイン たのしい森をさがして 樹立社
ヤン　ホンイン ゆめみるへや 樹立社

リチャード・スキャリー おんどりあるくよ 好学社
ミレイユ・ダランセ ムカムカドッカーン! パイインターナショナル

アンヴィル奈宝子 クラクフのりゅう 偕成社

杉山　亮 まちがいなく名探偵 偕成社

ZENTOY ライオンこぶたのベンジャミン PHP研究所
きむら　ゆういち しゅっぱーつ 新日本出版社

ケイ・ウマンスキー エルシーと魔法の一週間 評論社

池田　あきこ ダヤン、奇妙な夢をみる ほるぷ出版
桐谷　直 願いを叶える雑貨店 黄昏堂 PHP研究所
小手鞠　るい ぼくたちの緑の星 童心社

陰山　聡 コンパスが南をさすとき くもん出版

トミカ超図鑑プレミアム ポプラ社

あいはら　しゅう 迷宮教室 集英社

高橋書店
シュリン・ホーマイヤー 悲しいけど、青空の日 サウザンブックス社

☆ 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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上里　隆史 琉球・沖縄 岩崎書店

カズコ G.ストーン たまちゃんとしっぽ 童心社
谷川　俊太郎 えほんなぞなぞうた 童話屋

長倉　洋海 さがす アリス館

キム　ウンジュ つかう?やめる?かんがえようプラスチック ほるぷ出版
柴田書店 料理はすごい! 柴田書店

佐藤　克文 ぺんたと小春のどうぶつ魔法学校 サンマーク出版
宮沢　輝夫 めげないいきもの事典

西沢　杏子 はっぱのてがみ 子どもの未来社

ふくざわ　ゆみこ もりのかばんやさん 学研プラス

手島　圭三郎 ひとりだちするきたきつねのこども 絵本塾出版
手塚　ひとみ ママはまほうつかい 文芸社
中川　ひろたか みんなでねんね 光村教育図書

わたなべ　ちとせ ぼくら、うりうりブラザーズ 人間社

曲亭　馬琴 南総里見八犬伝 集英社
ひこ・田中 ネバーウェディングストーリー 福音館書店
村上　しいこ 教室の日曜日 講談社
山村　しょう スプラッシュ!　[2] 集英社
吉野　万理子 雨女とホームラン 静山社
吉田　桃子 ばかみたいって言われてもいいよ　2 講談社

長野　ヒデ子 とのさまぶたまん あすなろ書房
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（紙芝居）
S ｲ
S ﾀ はせがわ　さとみ あめ、ぽつり 童心社

礒　みゆき こんたくんきをつけて! 童心社
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