
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.3 ﾛﾌ

019.9

Z 070.2 ﾀｶ

（哲学・思想）
112 ﾎﾌ

121 ｼﾏ

131.5 ｾﾈ
131.5 ｾﾈ
131.8 ｷｹ
148.3
Z 159 ｷﾑ

（歴史・紀行）
210

210

210 20
Z 210.6 ﾎｻ
220.7
234 ﾜｶ
290.1
290.9
290.9

291

291
291
291
291
291
291
291

（社会科学）
Z 302.1 ﾋｸ
302.3 ﾌﾚ
304 ｲｹ 11
304 ｻｸ
312.1 ﾏﾁ
Z 318.4
318.8 ｺﾁ
319.2 ﾊﾐ
325.2
327.6

（経済）
331 ｲｽ
Z 332.1 ｶﾜ
334.3 ｶﾜ
Z 334.4 ﾄﾘ
Z 334.4 ﾐﾔ

ことりっぷ沖縄 昭文社
まっぷる鳥取　'21 昭文社

宮下　洋一 ルポ外国人ぎらい PHP研究所

泉　美智子 12歳の少女が見つけたお金のしくみ 宝島社
川戸　貴史 戦国大名の経済学 講談社

池上　彰 知らないと恥をかく世界の大問題　11 KADOKAWA
櫻井　よしこ 言語道断 新潮社

樋口　耕太郎 沖縄から貧困がなくならない本当の理由 光文社

るるぶ熊本阿蘇天草　'21 JTBパブリッシング

まっぷる沖縄ベストスポット　[2020] 昭文社
加藤　芳樹 関西周辺週末の山登りベストコース123 山と溪谷社

日本機関紙協会大阪
府本部 ぶらりディープ大阪 日本機関紙出版セン

ター

まっぷる兵庫　'21 昭文社
まっぷる福岡 博多・天神　'21 昭文社

柴山　元彦 イラストで学ぶ地理と地球科学の図鑑 創元社
小林　希 海外テーマ旅 幻冬舎
地球の歩き方編集室 地球の歩き方aruco　25　(オーストラリア) ダイヤモンド・ビッグ社

木村　和美 英語で学ぶカーネギー「人の動かし方」 講談社

和田　春樹 朝鮮戦争70年 かもがわ出版
若林　悠 風刺画とジョークが描いたヒトラーの帝国 現代書館

本郷　和人 だから拙者は負けました。 宝島社

後藤　寿一 「人物相関図」で読み解く日本史の真相 PHPエディターズ・グ
ループ

セネカ 死ぬときに後悔しない方法 文響社
キケロ 人と仲良くする方法 文響社
牧野　恭仁雄 輝く未来へはばたく赤ちゃんの名前事典 主婦の友社

PHP研究所

エヴァ・ホフマン 時間 みすず書房

島田　裕巳 大和魂のゆくえ 集英社インターナショ
ナル

セネカ 怒らない方法 文響社

クライブ・ハミルトン 目に見えぬ侵略 飛鳥新社
森　公任 改正対応!株主総会のしくみと手続き 三修社

NHKスペシャル取材班 地方議員は必要か 文藝春秋
小地沢　将之 まちづくりプロジェクトの教科書 森北出版

河合　雅司 「2020」後新しい日本の話をしよう 講談社
鳥井　一平 国家と移民 集英社

田中　開 刑事訴訟法 有斐閣

【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 30日号　No.1

○ 一般書 ○

待鳥　聡史 政治改革再考 新潮社

文化庁 発掘された日本列島　2020 共同通信社
保阪　正康 近現代史からの警告 講談社

ブレイディみかこ ワイルドサイドをほっつき歩け 筑摩書房

David Loftesness 開発チーム組織と人の成長戦略 マイナビ出版
神戸市外国語大学 神戸外大教師が新入生にすすめる本 神戸新聞総合出版セ

ンター

高橋　洋一 「NHKと新聞」は噓ばかり

<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】

335.1 ﾐｽ
335.1 ﾑﾗ
336.4
336.4
336.8
336.8 ﾔｷ
338 ﾋﾝ
338.1 ｽｶ

338.1 ﾔﾏ

338.2 ｲﾄ
338.8 ｱｻ

342.1 ｲﾃ

361.4 ｲｼ
Z 361.4 ｶﾄ
361.4 ﾜﾀ

367.2 ｽﾅ

367.9
368.3 ｽｴ
368.6 ｻｻ
369.1 ｱｲ
369.2 ﾐﾖ

369.4

（教育・文化）
Z 370.4 ｴﾉ
374.1 ﾋﾗ
376.8
379.9 ｻｲ
379.9 ﾀｼ
379.9 ﾀﾅ
382.1 ｶﾜ
391.6 ﾊｸ 1
391.6 ﾊｸ 2

（自然科学）
407 ｶﾄ
410.3 ｵｵ

430 ｻｲ 6

450.4

453.1 ｺｳ
459.7 ｲｲ

468 ｵｵ

470.4
488.2 ｸﾎ

（医学）
Z 490.1 ﾇﾃ
491.3 ｵｸ
Z 491.3 ﾀﾁ
493.7 ｲﾜ
494.9
498 ﾄﾎ
498 ﾔﾏ
498.3

ロネン・バーグマン イスラエル諜報機関暗殺作戦全史　上 早川書房
ロネン・バーグマン イスラエル諜報機関暗殺作戦全史　下 早川書房

飯田　孝一 トルコ石 亥辰舎

齋藤　勝裕 亜澄錬太郎の事件簿　6 シーアンドアール研
究所

日本地球惑星科学
連合 地球・惑星・生命 東京大学出版会

カートハウス オラフ オラフ教授式理工系のたのしい英語プレゼン術77 講談社
大村　平 数学公式のはなし 日科技連出版社

纐纈　一起 地震 丸善出版

田嶋　英子 自分で動ける子が育つ魔法の言いかえ 青春出版社
棚原　安子 親がやったら、あかん! 集英社
川島　秀一 「本読み」の民俗誌 勉誠出版

日本ユニセフ協会「子
どもの権利とスポーツ
の原則」起草委員会

ユニセフ「子どもの権利とスポーツの原則」実践のヒント 明石書店

学研プラス 大学学科案内 学研プラス
齋藤　孝 1日15分の読み聞かせが本当に頭のいい子を育てる マガジンハウス

榎本　博明 教育現場は困ってる 平凡社
平山　靖 面白レク&学習ゲーム55選 学芸みらい社

佐々木　成三 捜査一課式防犯BOOK アスコム
相沢　光一 介護を左右する頼れるケアマネ問題なケアマネ 河出書房新社
三好　春樹 イラスト図解いちばんわかりやすい介護術 永岡書店

レイチェル・ルイーズ・
スナイダー 目に見えない傷 みすず書房

浅井　春夫 親子で話そう!性教育 朝日新聞出版
末木　新 自殺学入門 金剛出版

石原　壮一郎 恥をかかないコミュマスター養成ドリル 扶桑社
加藤　諦三 メンヘラの精神構造 PHP研究所
和田　裕美 人の心を動かす話し方 廣済堂出版

伊藤　亮太 金融業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 技術評論社
朝倉　智也 投資信託選びでいちばん知りたいこと ダイヤモンド社

井手　英策 欲望の経済を終わらせる 集英社インターナショ
ナル

ジェーン・ビンハム お金のしくみを知りかしこく扱う方法 東京書籍
菅下　清廣 コロナバブルの衝撃! 実務教育出版

山下　裕士 伝説のファンドマネジャーが見た日本株式投資100年史 クロスメディア・パブ
リッシング

尾林　誉史 企業は、メンタルヘルスとどう向き合うか 祥伝社
文系のための会計と数字の超基本 プレジデント社

八木　宏之 会社と個人のお金、コロナからこうやって守れ! アスコム

水野　雅弘 SDGsが生み出す未来のビジネス インプレス
村尾　隆介 今日からできる!小さな会社のSDGs 青春出版社
森島　大吾 入門図解テレワーク・副業兼業の法律と導入手続き実践マニュアル 三修社

富野　康日己 腎臓病の基本の食事 学研プラス

橳島　次郎 先端医療と向き合う 平凡社
小倉　明彦 つむじまがりの神経科学講義 晶文社

エリック・トポル ディープメディスン NTT出版
山本　健人 医者と病院をうまく使い倒す34の心得 KADOKAWA
主婦の友社 免疫力を高めて病気にならない知恵とコツ 主婦の友社

橘　玲 女と男なぜわかりあえないのか 文藝春秋
岩波　明 医者も親も気づかない女子の発達障害 青春出版社

大島　健夫 外来生物のきもち メイツユニバーサル
コンテンツ

徳間書店取材班 雑草×雑学 徳間書店
久保　敬親 日本鳥類図譜 山と溪谷社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

498.3
498.3 ｶﾅ
Z 498.3 ﾀｶ
498.3 ﾂﾎ
498.5 ｳﾈ
498.5 ｸﾄ
498.5 ｸﾘ
Z 498.6
498.6 ｲﾜ
498.6 ｶﾜ

498.6 ｺﾊ

（技術）
510.9 ﾌｼ
517.2 ｵｵ
517.7
519.4 ﾎｻ
521.8
521.8
527
527 ﾌｼ
588 ﾏﾂ
Z 589.2 ﾃﾄ

（家政）
593.3
593.3 ｶｲ
593.3 ｶﾄ
593.3 ｿﾉ
593.8 ﾊﾗ
594 ﾃﾗ
594.3
594.9 ﾋｴ
595
596 ｱﾘ
596 ｲｶ
596 ｺﾀ
596 ﾎﾝ
596 ﾛﾀ
596.21 ｶﾜ
596.21 ﾉｻ
596.33 ﾑｻ
596.38 ﾐﾅ
596.63
596.63 ｲｹ
596.7 ｶﾀ
598.2
599.3

（産業）
626.9 ﾌｼ

645.7

666.9

667.2 ﾀｶ
673.9
686.2 ｻｸ

上田　玲子 366日の離乳食 主婦の友社

櫻田　純 日本ローカル鉄道大全 辰巳出版

池田　愛実 こねずにできるふんわりもちもちフォカッチャ 家の光協会
片倉　康博 ティードリンクマニュアル 旭屋出版
関沢　明彦 安心すこやか妊娠・出産ガイド メディカ出版

武蔵　裕子 食材使い切り&時短で簡単!ラクうま鶏ささみ献立 辰巳出版
みない　きぬこ 冷たい麵の本 枻出版社

食パン使いきり! KADOKAWA

ロー・タチバナ 悪魔の手抜きレシピ 枻出版社
川上　文代 フライパンで!時短和食 主婦の友社
野崎　洋光 酒肴の展開 柴田書店

五十嵐　ゆかり 電子レンジでついでにつくりおき KADOKAWA
小竹　貴子 ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる 日経BP
本田　明子 本田さんちのおかずが美味しい理由(ワケ) 学研プラス

小原　雅博 コロナの衝撃 ディスカヴァー・トゥエ
ンティワン

今日も明日も、シンプルワンピース。 ブティック社
海外　竜也 一枚で決まる、大人服 日本ヴォーグ社

三浦　正幸 古写真で見る幕末の城 山川出版社
保坂　直紀 海洋プラスチック KADOKAWA

藤井　聡 公共事業が日本を救う 育鵬社

瀬名　秀明 ウイルスVS人類 文藝春秋
岩田　健太郎 新型コロナウイルスとの戦い方はサッカーが教えてくれる エクスナレッジ
川村　湊 新型コロナウイルス人災記 現代書館

畝山　智香子 食品添加物はなぜ嫌われるのか 化学同人
工藤　孝文 やせグセがつく最強のみそ汁 マキノ出版
栗原　毅 病院・薬いらずの高カカオチョコ習慣 笠倉出版社

金森　晃平 スキマ体操大全 KADOKAWA
高城　剛 高城式健康術55 光文社
坪田　聡 快眠ごはん 海竜社

高津　伊兵衛 「だし」再発見のブランド戦略 PHP研究所
カデナクリエイト リース業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 技術評論社

原　由美子 原由美子の大人のゆかた CCCメディアハウス

ジェイミー・シェルマン らしく生きよと猫は言う 東京書店

亀田養魚場 専門店が教えるメダカの飼い方 メイツユニバーサルコ
ンテンツ

ふじ　えりこ ベランダで楽しむ!おいしいコンテナ野菜づくり成功のポイント70
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

かわいいかぎ針編みリカちゃんのドレスブック アップルミンツ
PieniSieni いちばんちいさなフェルトの花アクセサリー エクスナレッジ

見た目を、整える 主婦と生活社
有元　葉子 この2皿さえあれば。 集英社

日本民俗建築学会 民家を知る旅 彰国社

加藤　容子 5つのパターンでアレンジ シンプルな大人服 ブティック社
園田　瑞枝 ラクして様になる大人服 日本ヴォーグ社

寺西　恵里子 身のまわりのものでできる手作りマスク 日東書院本社

テート小畠利子 女性を美しく見せる「錯覚」の魔法 文藝春秋

大熊　孝 洪水と水害をとらえなおす 農文協プロダクション

萩原　雅紀 ダム大百科 実業之日本社

岡田　八十彦 図解でわかる!エアコン1台で心地よい家をつくる方法 エクスナレッジ
藤森　照信 五十八さんの数寄屋 鹿島出版会
松岡　康浩 食品業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりわかる教科書 技術評論社

まんきつ 読むサウナ美人 主婦の友社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（芸術・美術）
709
718 ﾐﾔ
721
723.1
723.1 ｵｵ
Z 726.1 ｻﾜ
743 ｴｸ
753
763.8 ﾀｹ 20
767.8 ﾔｼ
Z 773.2 ｻｲ

778 ﾏﾁ

778.2 ﾀﾆ
Z 778.2 ﾃﾗ
778.2 ﾆｳ
779.1 ｼｵ

（スポーツ・諸芸）
783.6

783.7 ｷﾖ
787.1 ｾﾗ
788.2 ｺｲ

（言語）
809.4 ﾖｼ
Z 810.7
828.3 ﾆﾍ

（文学）
902 ｳｲ

910.2
910.2 ｴﾄ
910.4 ﾖｼ
911.1
923.7 ﾘｳ 2-1
923.7 ﾘｳ 2-2
929.1 ﾉｻ

933.7 ｸﾛ

933.7 ﾊﾃ

933.7 ﾑｱ
953.7 ｺﾛ
953.7 ﾏﾙ

（日本の小説）
F ｱｻ
F ｱｼ
F ｱｽ
F ｲﾁ
F ｳｻ
F ｵｵ
F ｶｽ 5-2
F ｸｼ
F ｺﾊ
F ｺﾝ
F ｼｵ

エルザ・マルポ 念入りに殺された男 早川書房

今野　敏 黙示 双葉社
汐見　夏衛 ないものねだりの君に光の花束を KADOKAWA

鯨井　あめ 晴れ、時々くらげを呼ぶ 講談社

フランシス・ハーディン
グ 影を呑んだ少女 東京創元社

リズ・ムーア 果てしなき輝きの果てに 早川書房
レティシア・コロンバニ 彼女たちの部屋 早川書房

劉　慈欣 三体　2[下] 早川書房
野崎　充彦 慵斎叢話 集英社
サラ・クロッサン わたしの全てのわたしたち ハーパーコリンズ・

ジャパン

ビル・ニーヴン ヒトラーと映画 白水社
塩崎　淳一郎 評伝一龍齋貞水 岩波書店

豊岡　昭彦 文豪たちの憂鬱語録 秀和システム

好本　惠 声の文化を楽しむ 日外アソシエーツ

世良　康 釣りの名著50冊 つり人社
小泉　悦次 史論-力道山道場三羽烏 辰巳出版

高山　幸信 勝つ!卓球ダブルス上達60のコツ メイツユニバーサルコ
ンテンツ

清原　和博 薬物依存症 文藝春秋

やしき　たかじん 人生、捨てたもんやない 扶桑社

江口　愼一 マクロ撮影入門講座 玄光社

大塚　信一 長谷川利行の絵 作品社
澤村　修治 日本マンガ全史 平凡社

村山　秀太郎 絵本のようにめくる世界遺産の物語 昭文社
宮田　珠己 ニッポン脱力神さま図鑑 廣済堂出版

小橋　隆一郎 AIドクターロボット ロングセラーズ

大谷　純 アスカロン、魂の帰還 作品社
香月　美夜 本好きの下剋上　第5部[2] TOブックス

一木　けい 全部ゆるせたらいいのに 新潮社
宇佐美　まこと ボニン浄土 小学館

芦辺　拓 鶴屋南北の殺人 原書房
梓　林太郎 男鹿半島北緯40度の殺人 実業之日本社

朝倉　宏景 あめつちのうた 講談社

レベッカ・ウィーバー=
ハイタワー 帝国の島々 法政大学出版局

阿部　公彦 ことばの危機 集英社
二瓶　里美 日本人が知りたい台湾人の当たり前 三修社

今野　真二 乱歩の日本語 春陽堂書店
吉海　直人 暮らしの古典歳時記 KADOKAWA
日本短歌総研 短歌文法入門 飯塚書店
劉　慈欣 三体　2[上] 早川書房

寺井　広樹 AV女優の家族 光文社

狩野　博幸 江戸の美しい生物画集成 河出書房新社
原田泰治 平凡社

竹内　圭子 はじめよう!ミュージックベル　[2020] 自由現代社
志村ふくみ 河出書房新社

齋藤　孝 座右の世阿弥 光文社

町山　智浩 映画には「動機(ワケ)」がある 集英社インターナショ
ナル

谷　充代 幸せになるんだぞ KADOKAWA
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ｼﾖ
F ﾄﾘ 4
F ﾅｶ 19
F ﾅﾂ
F ﾖﾓ

（小説 文庫）
X 918.6 20
X 933.7 ｶﾂ 1
X 933.7 ｶﾂ 2
X 933.7 ｼｴ

X 933.7 ﾏﾂ

X 943.7 ﾀﾙ
X F ｱﾈ 2
X F ｲﾅ 9
X F ｴﾓ 2
X F ｵｶ
X F ｶｼ
X F ｶｾ 5
X F ｶﾈ 4
X F ｺｳ
X F ｺｽ
X F ｺｽ
X F ｺｽ
X F ｻｴ
X F ｼﾛ 2
X F ﾀｹ
X F ﾁﾉ
X F ﾋｽ
X F ﾋﾛ
X F ﾌｼ
X F ﾜｸ 1

（日本のエッセイ）
E ｻﾜ 4
E ﾐｻ
E ﾑﾗ

（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 210.4
K 787.1

（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 366.2

R 443.9
R 467.5
R 499.1 21

和久田　正明 怪盗黒猫　1 二見書房

片山　志郎 くすりの事典　2021年版 成美堂出版

安東　正樹 相対論と宇宙の事典 朝倉書店
スティーヴ・パーカー 生物の進化大事典 三省堂

日外アソシエーツ株
式会社 ヤングアダルトの本 日外アソシエーツ

氷月　葵 謀略の兆し 二見書房
廣嶋　玲子 千弥の秋、弥助の冬 東京創元社
藤井　邦夫 再縁話 双葉社

四方田　犬彦 夏の速度 作品社

笙野　頼子 会いに行って 講談社
登龍乃月 欠陥品の文殊使いは最強の希少職でした。　4 アルファポリス

【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　6月 30日号　No.2

小杉　健治 声なき叫び 双葉社
佐伯　泰英 新酒番船 光文社
城崎 隣のキミであたまがいっぱい。　2 KADOKAWA
武内　昌美 泣き終わったらごはんにしよう 小学館

池　享 列島の戦国史　1 吉川弘文館
つり人社 さかな・釣り検索 つり人社

山田　康弘 戦国期足利将軍研究の最前線 山川出版社

三砂　ちづる 自分と他人の許し方、あるいは愛し方 ミシマ社
村上　春樹 村上T マガジンハウス

沢木　耕太郎 沢木耕太郎セッションズ<訊いて、聴く>　4 岩波書店

知野　みさき 駆ける百合 光文社

稲葉　稔 浪人奉行　9ノ巻 双葉社

クレア・マッキントッ
シュ その手を離すのは、私 小学館
クラーク・ダールトン ネガ・プシの虹 早川書房

小杉　健治 月夜の牙 幻冬舎

郷内　心瞳 ゆきこの化け物 竹書房
小杉　健治 欺きの訴 光文社

風野　真知雄 同心亀無剣之介　[5] コスミック出版
金子　成人 脱藩さむらい　[4] 小学館

岡本　さとる 黄昏の決闘 光文社
柏井　壽 鴨川食堂もてなし 小学館

江本　マシメサ 浅草ばけもの甘味祓い　[2] 小学館

永島　ひろあき さようなら竜生、こんにちは人生　19 アルファポリス
捺 恋を知らぬまま死んでゆく KADOKAWA

クライブ・カッスラー 悪の分身船(ドッペルゲンガー)を撃て!　下 扶桑社
ノヴァ・ジェイコブス 博士を殺した数式 早川書房

日本文藝家協会 短篇ベストコレクション　2020 徳間書店
クライブ・カッスラー 悪の分身船(ドッペルゲンガー)を撃て!　上 扶桑社

姉小路　祐 再雇用警察官　[2] 徳間書店
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（旅行）
29

（社会）
31 ﾇ
32 1

（生物・からだ）
40 34
45 ﾂ
48 ｲ
49 ｸ

（農業）
62

（日本のよみもの）
91 ｲ
91 ｵ 7
91 ﾄ
91 ﾉ
91 ﾑ
913.6

（外国のよみもの）
93

（日本のえほん）
PN ｲ
PN ｵ
PN ｻ
PN ﾊ
PN ﾑ
PN ﾔ
PNC 4
PNC 4
PNC 4
PNC 7

（外国のえほん）
PG ｺ

PG ﾃ
PGC 5

塚本　やすし コロナとたたかうぼく ニコモ
まつおか　たつひで ぼくらはもりのダンゴムシ ほるぷ出版
石川　直樹 富士山にのぼる アリス館

むらかみ　さおり あめかっぱ 偕成社
山本　孝 ウルトラマンとぼくらVS.怪獣ぐんだん ポプラ社
榊原　千秋 そのときうんちはどこにいる? 日本看護協会出版会

日下　三蔵 SFショートストーリー傑作セレクション　宇宙篇 汐文社

R.L.スタイン 震える叫び 理論社

長谷川　集平 ファイアー 理論社

おの　りえん わっはは ぼくのなつやすみ こぐま社
斉藤　洋 ほらふきカールおじさん 講談社

石川　直樹 シェルパのポルパ エベレストにのぼる 岩波書店

富安　陽子 妖怪たちと秘密基地 理論社
野中　柊 ルビねこと星ものがたり 理論社
村上　しいこ イーブン 小学館

岩見　哲夫 南極のさかな大図鑑 福音館書店
串崎　真志 繊細すぎてしんどいあなたへ 岩波書店

大原　興三郎 空飛ぶのらネコ探険隊　[7] 文溪堂
石川　宏千花 青春ノ帝国 あすなろ書房

石賀　安枝 やさいとくだもの スタジオタッククリエイ
ティブ

堤　江実 気候危機! 汐文社
洪　鐘賢 実験対決　34 朝日新聞出版

糠塚　康江 議会制民主主義の活かし方 岩波書店
笹本　潤 人権と自然をまもる法ときまり　1 大月書店

河出書房新社 旅が好きだ! 河出書房新社

☆ 児童書 ☆

ベンジー・デイヴィス おばあちゃんとことりと 岩崎書店
ミシェル・ロード プラスチックのうみ 小学館

シャーミラ・コリンズ ビンキーはねをひろげて イマジネイション・プラ
ス
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