
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.3 ﾀﾅ
019.9 ﾏｽ
021.4

（哲学・思想）
104 ｷｼ
120.2 ｻｲ
140 ﾀﾅ
146.8 ｲﾉ
159 ﾎﾘ
162 ｼﾏ
164
165.4 ｼﾏ
172 ｺﾏ
175 ﾌﾙ

（歴史・紀行）
210.1
210.3 ﾊｼ
Z 222 ﾀﾝ
237
291
291

（伝記）
289.1 ｼﾌ
Z 289.3 ｳｴ
289.3 ｺﾝ

（社会科学）
302.2 ﾗﾝ
302.5 ｽｶ
304 ﾛｼ
311
312.5
320 ｶﾐ
325.2
325.2 ﾊﾏ
326 ｻｸ
326.5 ｻｲ

（経済）
Z 331.2 ﾅｶ
332.1 ﾄﾔ
335.1
335.4 ﾀｷ
336.5
336.5 ﾓｸ
336.8 ｶﾝ
338.1 ｼﾌ
338.5

冨山　和彦 コロナショック・サバイバル 文藝春秋
笹谷　秀光 SDGs見るだけノート 宝島社

中野　剛志 日本経済学新論 筑摩書房

佐久間　修 はじめての刑法学 三省堂
斎藤　充功 ルポ老人受刑者 中央公論新社

デイリー法学選書編修委員会 会社法ビギナーズ 三省堂
浜辺　陽一郎 図解新会社法のしくみ 東洋経済新報社

上谷　さくら おとめ六法 KADOKAWA

ジム・ロジャーズ ジム・ロジャーズ大予測 東洋経済新報社

工藤　宏司 「民意」と政治的態度のつくられ方 太田出版

菅谷　洋司 「偉大なる後進国」アメリカ 現代書館

レジス・アルノー 誰も知らないカルロス・ゴーンの真実 東洋経済新報社

青野　利彦 現代アメリカ政治外交史 ミネルヴァ書房

【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　6月 9日号　No.1

○ 一般書 ○

檀上　寛 陸海の交錯 岩波書店
北原　敦 一冊でわかるイタリア史 河出書房新社

かみゆ歴史編集部 流れが見えてくる日本史図鑑 ナツメ社
橋本　義彦 平安貴族 平凡社

田中　道昭 2025年のデジタル資本主義 NHK出版
益井　博史 ソロモン諸島でビブリオバトル 子どもの未来社

生田　信一 印刷&WEBコンテンツ制作の基礎知識 玄光社

誠文堂新光社図解心理学用語大全田中　正人
NHK出版もっと試験に出る哲学斎藤　哲也
NHK出版今ここを生きる勇気岸見　一郎

じてんしゃと泊まる宿　2020〜2021 ガイドワークス
ココミル　長崎　2020 JTBパブリッシング

渋沢研究会 はじめての渋沢栄一 ミネルヴァ書房

今野　元 マックス・ヴェーバー 岩波書店

田儀　雅芳 非公開会社の自社株のしくみがわかる本 同文舘出版

フランク・ラングフィット 上海フリータクシー 白水社

井上　祐紀 10代から身につけたいギリギリな自分を助ける方法 KADOKAWA
堀江　貴文 スマホ人生戦略 学研プラス
島田　裕巳 教養としての世界宗教史 宝島社
フィリップ・ウィルキンソン 世界の神話伝説図鑑 原書房
島田　裕巳 宗教別おもてなしマニュアル 中央公論新社
小松　和彦 神になった日本人 中央公論新社
古川　順弘 神社に秘められた日本史の謎 宝島社

法林　岳之 できるテレワーク入門 インプレス
目代　純平 スマホ×PC仕事術 明日香出版社
神林　比洋雄 今さらきけない内部統制とERM 同文舘出版
渋澤　健 SDGs投資 朝日新聞出版
大和総研 地銀の次世代ビジネスモデル 日経BP

<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】

（教育・文化）
364.7 ﾋﾕ 20
365.3
366.2
369.2 ｺﾀ
378.6
383.9 ｺｲ
385.6 ｲｼ

（自然科学）
407 ｶﾜ
Z 425.5 ｷﾑ
430.4 ｻｲ
440.4 ﾄﾙ
451 ﾂﾎ
460.8 ﾅｶ 6
472.1 ﾊﾅ
481.7 ｹｲ

（医学）
491.8 ﾔｻ
493.7 ｳｴ
X 493.8 ｼﾏ
494.5 2
498.6 ｲﾄ
498.6 ｵｶ
498.6 ﾐｽ

（技術）
Z 509.5 ﾐﾂ
513.8
518.8
521.8 ﾏﾂ
527
537
538.9 ﾛﾆ
547.4 ｸﾜ

（家政）
593.3
593.5 ﾓﾄ
594.3
594.7 ｶﾜ
594.7 ﾖﾈ
595.4
596
596 ｱﾘ
596 ｼﾝ
596 ﾀﾃ
596.3 ｵｸ
599 ﾏﾂ
599.8

（産業）
613.4
626.2 ﾃﾗ
627.8 ｲｼ
645.6 ｴﾝ
681

ロジャー・D.ローニアス ビジュアル大図鑑宇宙探査の歴史 東京堂出版
桑名　由美 最新LINE&Instagram & Twitter & Facebook & TikTokゼロからやさしくわかる本 秀和システム

農文協 今さら聞けない肥料の話きほんのき 農山漁村文化協会

朝日新聞取材班 ゴーンショック 幻冬舎

松崎　照明 山に立つ神と仏 講談社
旭化成建材快適空間研究所 あたたかい暮らしのヒミツ エクスナレッジ

グラフィック社編集部 重機図説 グラフィック社
根本　正之 在来野草による緑化ハンドブック 朝倉書店

光山　博敏 現場力 筑摩書房

坪木　和久 激甚気象はなぜ起こる 新潮社

島崎　晋 人類は「パンデミック」をどう生き延びたか 青春出版社
がん患者さんのための国がん東病院レシピ　2 法研

矢崎　雄一郎 免疫力をあなどるな! サンマーク出版

植　賀寿夫 認知症の人のイライラが消える接し方 講談社

石井　京子 発達障害の人の雇用と合理的配慮がわかる本 弘文堂

日向　咲嗣 失業保険150%トコトン活用術　[2020]第9版 同文舘出版
長嶋　修 災害に強い住宅選び 日経BP日本経済新聞出版本部

児玉　真美 私たちはふつうに老いることができない 大月書店
伊藤　修毅 障害のある青年たちとつくる「学びの場」 かもがわ出版
小泉　和子 掃除道具 法政大学出版局

石原　豊昭 お墓のことを考えたらこの1冊 自由国民社

花福こざる 公園植物ワンダーランド イースト・プレス
ブランドン・ケイム 動物の言葉 日経ナショナルジオグラフィック社

金　凡性 紫外線の社会史 岩波書店
齋藤　勝裕 一度読んだらクセになる!おもしろ化学ネタ50 秀和システム

川村　康文 歴史上の科学者たちから学ぶ魅力的な理科実験 オーム社

中村　桂子 中村桂子コレクション　6 藤原書店

アン・ドルーヤン コスモスいくつもの世界 日経ナショナルジオグラフィック社

伊藤　隼也 誰も言わなかった新型コロナウイルスの本当の話 宝島社
岡田　晴恵 どうする!?新型コロナ 岩波書店
水谷　哲也 新型コロナウイルス 東京化学同人

着心地かろやか手縫いのおとな服 NHK出版
本橋　ひろえ ナチュラルおせんたく大全 主婦の友社
誠文堂新光社 夏糸で編むネットバッグ 誠文堂新光社
かわい　きみ子 わたしのトートバッグ 家の光協会
米田　亜里 バッグ見本帖 日本ヴォーグ社

若々しいグレイヘアの作り方Book 主婦の友社
主婦の友社 高たんぱく質レシピ151 主婦の友社
有元　葉子 今さら聞けない料理のこつ 大和書房
真藤　舞衣子 からだが整う発酵おつまみ 立東舎
舘野　鏡子 親孝行レシピ 学研プラス
奥村　彪生 おいしくアレンジ!まいにち使える江戸レシピ NHK出版
松永　正訓 小児科医が伝えるオンリーワンの花を咲かせる子育て 文藝春秋
遠藤　裕美 年齢別!子育てママ&パパの頼れる絵本193 ユーキャン学び出版

遠藤　匡王 あなたのペットが迷子になっても 緑書房
三菱総合研究所 移動革命 NHK出版

寺坂　祐一 農家はつらいよ 同文舘出版
石河　英作 魅せる苔テラリウムの作り方 家の光協会
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（芸術・美術）
702 ﾊﾗ
726.6 ｱｶ
728.5 ﾔﾏ
748 ﾐｽ
753.2 ｼﾏ
762.1 ｷｸ
778.2 ﾓﾘ 4

（スポーツ・諸芸）
783.7 ﾊｾ
796 ﾓﾘ
798 ｷﾑ

（言語）
816 ﾀｶ

（文学）
911.5 ｵｻ
930.2 ﾄｳ
933.7 ｱﾄ
933.7 ｳｲ 1
933.7 ｳｲ 2
933.7 ﾊﾙ
933.7 ﾍﾝ
933.7 ﾗｲ
943.7 ｳｴ 1
943.7 ｳｴ 2
953.7 ﾌｴ
993.5 ｱﾁ

（日本の小説）
F ｱｷ
F ｱﾔ
F ｲﾂ
F ｲﾏ
F ｵﾉ
F ｸﾛ
F ｺﾘ 15
F ｼﾏ
F ﾀｶ
F ﾀﾆ
F ﾂｼ
F ﾃﾗ
F ﾄｳ
F ﾅｶ
F ﾆｼ
F ﾆｼ
F ﾊｾ
F ﾌｼ
F ﾌﾙ
F ﾎﾝ
F ﾐﾅ
F ﾐﾅ
F ﾐﾅ 1
F ﾐﾔ

堂場　瞬一 ダブル・トライ 講談社
中山　七里 カインの傲慢 KADOKAWA

辻　真先 たかが殺人じゃないか 東京創元社
寺地　はるな 水を縫う 集英社

高樹　のぶ子 業平 日経BP日本経済新聞出版本部

谷　瑞恵 語らいサンドイッチ KADOKAWA

古流　望 おかしな転生　15 TOブックス
しまお　まほ スーベニア 文藝春秋

今村　翔吾 じんかん 講談社
小野寺　史宜 食っちゃ寝て書いて KADOKAWA

逸木　裕 銀色の国 東京創元社

秋川　滝美 ヒソップ亭 講談社

黒田　夏子 組曲わすれこうじ 新潮社

長田　弘 誰も気づかなかった みすず書房

高橋　廣敏 伝わる文章の基本 総合法令出版

彩瀬　まる まだ温かい鍋を抱いておやすみ 祥伝社

森　鶏二 羽生善治タイトル99期、1434勝の軌跡 日本将棋連盟
長谷川　晶一 プロ野球語辞典　令和の怪物現る!編 誠文堂新光社

木村　研 おうちは遊びのワンダーランド いかだ社

森繁　久彌 全著作<森繁久彌コレクション>　4 藤原書店

水中　伸浩 Art of Wildbird 青菁社
島田　昌和 きものとデザイン ミネルヴァ書房

山本　明 妖怪絵草紙と怪談で楽しく学ぶ!「くずし字」読解のポイント メイツユニバーサルコンテンツ

原田　マハ 現代アートをたのしむ 祥伝社

菊池　清麿 評伝古関裕而 彩流社

マーク・トウェイン <連載版>マーク・トウェイン自伝 彩流社
ケイト・アトキンソン ライフ・アフター・ライフ 東京創元社

赤羽　末吉 私の絵本ろん 平凡社

マイクル・クライトン アンドロメダ病原体-変異-　上 早川書房
マイクル・クライトン アンドロメダ病原体-変異-　下 早川書房
イーディス・パールマン 蜜のように甘く 亜紀書房
ヒュー・ペンティコースト シャーロック伯父さん 論創社
M.R.ラインハート ヒルダ・アダムスの事件簿 論創社
ティムール・ヴェルメシュ 空腹ねずみと満腹ねずみ　上 河出書房新社
ティムール・ヴェルメシュ 空腹ねずみと満腹ねずみ　下 河出書房新社
ダヴィド・フェンキノス シャルロッテ 白水社
ベルナルド・アチャガ アコーディオン弾きの息子 新潮社

西村　京太郎 呉・広島ダブル殺人事件 双葉社
西尾　維新 人類最強のsweetheart 講談社
馳　星周 少年と犬 文藝春秋
藤原　緋沙子 ほたる茶屋 KADOKAWA
古野　まほろ 新任警視 新潮社
誉田　哲也 妖(あやかし)の掟 文藝春秋

宮部　みゆき きたきた捕物帖 PHP研究所

南　杏子 いのちの停車場 幻冬舎
湊　かなえ カケラ 集英社
皆川　博子 皆川博子長篇推理コレクション　1 柏書房
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（小説 文庫）
X 943.7 ﾂｲ
X 983 ﾄﾙ 2
X F ｱｻ
X F ｳｴ
X F ｶﾄ
X F ｷｷ
X F ｻｸ
X F ｻｻ 5
X F ｾｶ 9
X F ﾀｶ
X F ﾀｹ 7
X F ﾄｳ
X F ﾄﾊ
X F ﾅｶ
X F ﾉｸ
X F ﾊﾀ
X F ﾊﾔ
X F ﾊﾝ
X F ﾌｼ
X F ﾏﾂ 7

（日本のエッセイ）
E ｵｸ
E ｻﾄ
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 210.2

（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 499.8
R 657 ﾑﾗ

モニク・シモンズ 世界薬用植物図鑑 原書房

西相模考古学研究会 弥生時代の東西交流 六一書房

山内　マリコ The Young Women's Handbook 光文社

奥田　亜希子 愉快な青春が最高の復讐! 集英社
佐藤　愛子 人生論あなたは酢ダコが好きか嫌いか 小学館

松岡　圭祐 高校事変　7 KADOKAWA

幡　大介 影武者八巻卯之吉 双葉社
藤井　邦夫 笑う女 講談社

秦　建日子 ブルーヘブンを君に 河出書房新社
早見　俊 偽の仇討 光文社

中島　久枝 杏の甘煮 角川春樹事務所

野口　卓 なんて嫁だ 集英社

塔山　郁 甲の薬は乙の毒 宝島社
鳥羽　亮 よろず屋平兵衛江戸日記 光文社

鷹樹　烏介 グール 宝島社
竹村　優希 丸の内で就職したら、幽霊物件担当でした。　7 KADOKAWA

瀬川　貴次 ばけもの好む中将　9 集英社

桔梗　楓 京都北嵯峨シニガミ貸本屋 双葉社
桜町　はる 寿退社の有川さん 宝島社

トルストイ 戦争と平和　2 光文社
麻見　和史 銀翼の死角 KADOKAWA

佐々木　裕一 新・浪人若さま新見左近　5 双葉社

村山　忠親 原色木材大事典200種 誠文堂新光社

トーマス・ツィーグラー 惑星チョルト奪還作戦 早川書房

上野　歩 市役所なのにココまでするの!? 双葉社
門田　泰明 黄昏坂七人斬り 徳間書店

P.4



【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（社会）
37 ｴ

（生物）
48
48 ｶ

（農業）
62 ｲ

（芸術・しゅみ）
70
70 ｲ
76 ｵ
78
79

（日本のよみもの）
91 ｱ 3
91 ｲ
91 ｵ
91 ｺ 2
91 ﾄ
91 ﾄ
91 ﾐ
91 ﾓ

（外国のよみもの）
93 ｼ 1

（日本のえほん）
PN ｱ
PN ｲ
PN ｲ
PN ｳ
PN ｵ
PN ｷ
PN ｼ
PN ｼ
PN ﾀ
PN ﾅ
PN ﾅ
PN ﾆ
PN ﾌ
PN ﾎ
PN ﾔ
PNC 8

（外国のえほん）
PG ﾎ
PG ﾖ
PG ﾘ

（紙芝居）
S ｲ
S ｽ
S ﾀ 田中　六大 スズムシくんとパーティーのよる 教育画劇

きむら　ゆういち 花のすきなおおかみ 新日本出版社

ケイリー・ジョージ クローバーと魔法動物　1 童心社

いりやま　さとし ぴよちゃんのおともだち 学研プラス
いりやま　さとし ぴよちゃんのかくれんぼ 学研プラス
内田　麟太郎 とうちゃんはむしゃんよか 光村教育図書
岡田　よしたか オニのふろめぐり 小学館

このはな　さくら スキ・キライ相関図　2 KADOKAWA

豊田　巧 ミステリー列車を追え!北斗星 KADOKAWA

藤子・F・不二雄 はじめての将棋 小学館

大久保　雨咲 雨の日は、いっしょに 佼成出版社

雨蛙ミドリ ウラオモテ世界!　3 KADOKAWA
いとう　ひろし くろりすくんとしまりすくん 講談社

戸森　しるこ トリコロールをさがして ポプラ社

大前　光市 ぼくらしく、おどる 学研プラス
『おすもうさん』編集部 知れば知るほどお相撲ことば ベースボール・マガジン社

岩槻　秀明 花を楽しむ野菜図鑑 いかだ社

和音 ゆるゆるサメ図鑑 学研プラス

☆ 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　6月 9日号　No.2

榎本　博明 「さみしさ」の力 筑摩書房

小宮　輝之 もふもふ動物の赤ちゃん 学研プラス

モラヴィア美術館 美術館って、おもしろい! 河出書房新社
池上　英洋 レオナルド・ダ・ヴィンチ 筑摩書房

光丘　真理 赤毛証明 くもん出版
森　環 本屋のミミ、おでかけする! あかね書房

あべ　はじめ ミーちゃんとロン BL出版

しおたに　まみこ やねうらべやのおばけ 偕成社
島本　理生 まっくろいたちのレストラン 岩崎書店
田島　征三 うりのつるくるくる 光村教育図書
なかがわ　ちひろ おたすけこびととおべんとう 徳間書店
ナカオ　マサトシ じごくにアイス ひさかたチャイルド

にご　まりこ けんけんぱっ 福音館書店
布川　愛子 ひみつがあります 白泉社
本田　いづみ こぶたのプーちゃん 福音館書店
やなせ　たかし アンパンマンとぴいちくもり フレーベル館
大日本タイポ組合 かな? 偕成社

ときわ　ひろみ いもむしカマキリ珍道中 教育画劇
鈴木　真実 ぼくのくろまるつかってよ! 教育画劇

ヘンドリック・ヨナス ぼくのうた、なんだっけ? 偕成社
リン　シュウスイ 九色のしか 廣済堂あかつき

テリー・ボーダー スナックだいさくせん! 岩崎書店
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S ﾀ
S ﾊ
S ﾖ

高畠　那生 ツノ対アゴ 教育画劇
はっとり　ひろき くわがたバス 教育画劇
ようふ　ゆか ありくんとかえるくん 教育画劇
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