
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.6
007.6 ｵｶ
007.6 ｷﾝ
007.6 ｼﾚ
007.6 ﾖﾈ
017 ﾜﾀ
Z 025.9

（哲学・思想）
116 ｷﾀ
122 ﾓﾘ
X 135.5 ｳﾁ
146.8 ｵｻ
X 159.4 ﾌｼ
159.4 ﾐﾑ

（歴史・紀行）
Z 209.4 ﾅｶ
X 210.2 ﾓﾁ
210.3
210.3
210.4
Z 224 ｸﾗ

230 ﾌｵ

X 253 ﾀﾂ

291

291

（伝記）
289.3 ｺﾙ

（社会科学）
Z 301 ｶﾐ
304 ｻﾄ
309
Z 311.2 ｶｹ
312.1 ﾀﾊ
X 323.1 ﾂﾈ

（経済）
Z 332.1 ｶﾙ
335.1 ﾐﾂ
336.4
336.4 ｼﾗ
336.4 ﾖｼ
339.4 20
345 ｺｽ
345 ﾀｶ 20
361.4 ﾐｽ
364.3 ﾅｶ 20
365.3

小塚　真啓 高校生のための税金入門 三省堂

白井　一幸 答えは相手の中にある アチーブメント
吉田　裕児 部下が変わる本当の叱り方 明日香出版社

いますぐ!超実践テレワーク マイナビ出版

軽部　謙介 ドキュメント強権の経済政策 岩波書店

ライフプラン研究会 図解わかる生命保険　2020-2021年版 新星出版社

濱西　栄司 問いからはじめる社会運動論 有斐閣
蔭山　宏 カール・シュミット 中央公論新社

三井　久明 SDGs経営の羅針盤 エネルギーフォーラム

【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　7月 7日号　No.1

○ 一般書 ○

佐藤　信 テーマで学ぶ日本古代史　政治・外交編 吉川弘文館
佐藤　信 テーマで学ぶ日本古代史　社会・史料編 吉川弘文館

中谷　功治 ビザンツ帝国 中央公論新社
望月　昭秀 縄文人に相談だ KADOKAWA

日経PC21 ショートカットキー超速時短術 日経BP
岡嶋　裕史 絵でわかるサイバーセキュリティ 講談社
金城　俊哉 世界でいちばん簡単なPythonプログラミングのe本 秀和システム
四禮　静子 スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい 技術評論社
米村　貴裕 小学生と親が楽しむ初めてのプログラミング さくら舎
渡邊　重夫 批判的思考力を育てる学校図書館 青弓社
岩波新書編集部 岩波新書解説総目録 岩波書店

北村　良子 マンガでわかる!自分の頭で考えるための思考実験 河出書房新社
守屋　洋 仕事・人・組織を動かす中国古典「一日一話」 三笠書房
内田　隆三 ミシェル・フーコー 講談社
長田　光展 死別の悲しみを乗り越えるために 彩流社
藤原　和博 必ず食える1%の人になる方法 筑摩書房
三村　正夫 コロナウイルスなどに負けない「生き方・働き方」 セルバ出版

小和田　哲男 地図でスッと頭に入る戦国時代 昭文社
倉沢　愛子 インドネシア大虐殺 中央公論新社
クリストファー・E.
フォース 肥満と脂肪の文化誌 東京堂出版
バーバラ・W.タックマン 最初の礼砲 筑摩書房
Camp Goods
Magazine 全国キャンプ場ガイドブック　2020-2021 CLASSIX

まっぷる　富士山　[2020] 昭文社

高橋　創 図解いちばん親切な税金の本　20-21年版 ナツメ社
水島　久光 戦争をいかに語り継ぐか NHK出版

神里　達博 リスクの正体 岩波書店
佐藤　優 不条理を生きるチカラ ビジネス社

ベン・マッキンタイアー KGBの男 中央公論新社

田原　総一朗 戦後日本政治の総括 岩波書店
恒藤　恭 憲法問題 講談社

中尾　幸村 図解わかる定年前後の手続きのすべて　2020-2021年版 新星出版社
素敵な人の終の棲家 宝島社

<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】

365.3 ﾎﾝ

366.2 22

366.2 ｽｽ

366.2 ﾌｸ 22

366.3

367.1 ｽﾀ

369.3 ｶｻ

（教育・文化）
374.3 ﾓﾛ
377.9 22
377.9 22
377.9 22
377.9 ﾌｸ 22
378 ﾏﾂ

（自然科学）
Z 410 ｶﾄ
414.1 ｺﾊ
451.7 ｺﾊ
454.7 ﾋﾙ
465.8 ﾊﾏ
471.7 ﾜｼ
474.9

481.7 ﾏﾂ

485.3 ｵｸ
488.6

（医学）
492.9 ﾅｶ
493.2 ｺﾝ
493.7
493.7 ﾌｼ
493.9
494.7 ｱｵ
496.6 ｵﾌ
498 ﾅｶ
498.1 20
498.3 ﾎﾝ
498.5 ｻｻ
498.5 ﾌｼ

（技術）
510.9

510.9 ｵｵ
516.2 ｲﾄ
528.4 ｲｼ

536

536.1 ﾀｶ
547.4 ｱｷ
549.9 ｶﾅ
571.2 ﾔﾏ
589.7 ﾀｹ

（家政）
593.4

武田　健 美しい万年筆のインク事典 グラフィック社

レイルウエイズグラ
フィック 消えゆく「スーパー」列車たち グラフィック社

金岡　優 わかる!使える!レーザ加工入門 日刊工業新聞社

山田　昌治 わかる!使える!粉体入門 日刊工業新聞社

今日からはじめるソーイング ミシン1年生 日本ヴォーグ社

服部　信孝 ウルトラ図解パーキンソン病 法研
藤野　智哉 コロナうつはぷかぷか思考でゆるゆる鎮める ワニブックス

中澤　真弥 看護の現場ですぐに役立つ循環器看護のキホン 秀和システム
今野　清志 血圧は1分で下がる! 自由国民社

松原　始 カラスはずる賢い、ハトは頭が悪い、サメは狂暴、イルカは温厚って本当
か? 山と溪谷社

奥山　風太郎 おどろきダンゴムシ図鑑 幻冬舎
水口　博也 ペンギンごよみ365日 誠文堂新光社

諸富　祥彦 教師の悩み ワニブックス
岸　健二 業界と職種がわかる本　'22年版 成美堂出版

加藤　文元 数学する精神 中央公論新社

成美堂出版編集部 最新最強のインターンシップ　'22年版 成美堂出版
成美堂出版編集部 最新最強のエントリーシート・自己PR・志望動機　'22年版 成美堂出版
福沢　恵子 最新最強の就職面接　'22年版 成美堂出版
松崎　敦子 0〜5歳児発達が気になる子のコミュニケーション力育て 学研教育みらい

本多　さおり 暮らしやすい家づくり PHPエディターズ・グ
ループ

矢島　雅己 最新最強の履歴書・職務経歴書　'22年版 成美堂出版

鈴木　美加子 1万人を面接した元・外資人事部長が教える英文履歴書の書き方・英語面
接の受け方 日本実業出版社

福沢　恵子 履歴書・職歴書と添付手紙の書き方　'22年版 成美堂出版
デイリー法学選書
編修委員会 パワハラとメンタルヘルス対策の法律知識 三省堂
ステファニー・スター
ル 読書する女たち イースト・プレス

笠井　千晶 家族写真 小学館

鷲谷　いづみ タネはどこからきたか? 山と溪谷社
柏谷　博之 里山の地衣類ハンドブック 文一総合出版

小林　吹代 正多面体は本当に5種類か 技術評論社

浜田　信夫 カビの取扱説明書 KADOKAWA

小林　文明 雷 成山堂書店
オーリン・H.ピルキー 海岸と人間の歴史 築地書館

古荘　純一 空気を読みすぎる子どもたち 講談社
青木　孝文 外反母趾は包帯で治せる マキノ出版
小渕　千絵 APD「音は聞こえているのに聞きとれない」人たち さくら舎
中澤　まゆみ おひとりさまでも最期まで在宅 築地書館
安藤　秀雄 最新医療関連法の完全知識　2020年版 医学通信社
本間　真二郎 感染を恐れない暮らし方 講談社ビーシー

佐々木　敏 佐々木敏の栄養データはこう読む! 女子栄養大学出版部

藤橋　ひとみ おから美腸レシピ ベストセラーズ

秋田　稲美 Zoomはじめました WAVE出版

大野　裕次郎 建設業法のツボとコツがゼッタイにわかる本 秀和システム
伊藤　博康 日本珍景踏切 創元社

建設安全衛生研究
会 建設業における知って得する「示談」の進め方 労働新聞社

高橋　政士 国鉄・JR機関車大百科 天夢人

石井　理仁 電気設備の疑問解決 オーム社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

594.2
594.3

596

596
596 ｲﾁ
596 ｲﾁ

596 ｼﾏ

596.04
596.3 ﾔﾏ
596.37
596.37 ｻｶ
596.38 ﾜﾀ
596.65 ｲﾏ
596.7 ｺｳ
597 20

（産業）
611.3 ｲﾃ
613.5 ｲﾉ
617.9 ﾔﾏ
627.9 ﾊｼ
633
645.7

645.7 ｸﾗ

670 ｵﾊ

（芸術・美術）
723.3 ｺﾊ
724.1 ｾｲ
725 ｳｴ
726.9 ﾕﾏ
746.7
751.1

（スポーツ・諸芸）
X 780.2 ﾆｼ
781.4 ﾅｱ
783.7 ﾂﾅ
785.2 ｻｲ
796 ﾀｶ

（言語）
801.7 ﾔﾏ
816.5

（文学）
904 ｲｹ
910.2 ﾀｶ
911.1 ｴﾝ

911.3 ｳｴ

916 ｱｻ
929.1 ｲ

933.7 ﾀﾝ

933.7 ﾚｲ

963 ｵﾙ

（日本の小説）

池澤　夏樹 ぜんぶ本の話 毎日新聞出版

山本　史郎 翻訳の授業 朝日新聞出版
佐渡島　紗織 レポート・論文をさらによくする「引用」ガイド 大修館書店

斎藤　秀俊 ういてまて 新潟日報事業社

西沢　泰生 トップアスリートたちが教えてくれた胸が熱くなる33の物語と90の名言 PHP研究所
なぁさん 座り仕事の疲れがぜんぶとれるコリほぐしストレッチ ダイヤモンド社

ナイスク GoPro基本&応用撮影ガイド 技術評論社
ニッポンの名茶碗100原寸大図鑑 小学館

綱島　理友 野球帽大図鑑 朝日新聞出版

ゆまあひmaki カラフル切り絵不思議の森の動物たち 誠文堂新光社

小林　晶子 フィンセント・ファン・ゴッホひまわり 求龍堂
清野　章子 絵手紙初心者のための10のヒント 日貿出版社

小林　元郎 猫と暮らしている人のやさしくわかる防災と避難 ナツメ社
スザンナ・クランプトン 羊飼い猫の日記 ハーパーコリンズ・

ジャパン

ジョー・ウェザリー ウェザリーの動物デッサン グラフィック社

井出　留美 捨てられる食べものたち 旬報社

かわいい!立体モチーフのクロスステッチ アップルミンツ
ビヨンドザリーフ ビヨンドザリーフのバッグスタイル 日本ヴォーグ社
東京慈恵会医科大
学附属病院栄養部 おいしさを逃さない「うま味」方程式 講談社

主婦の友社 あの名店から定食屋まで!ヒミツの味つけ手帖 主婦の友社
市瀬　悦子 絶品おかずはめんつゆで 学研プラス
市瀬　悦子 あるものだけで作れる平日ごはん 主婦の友社

島本　美由紀 調味料保存&使い切りのアイデア帖 パイインターナショナ
ル

日本記号学会 食(メシ)の記号論 新曜社
山脇　りこ 台湾オニギリ 主婦の友社
ハイファイブサラダ パワーサラダレシピ 主婦の友社
阪下　千恵 一生使える!野菜のおかず事典300 学研プラス
ワタナベ　マキ そうざい麵 主婦と生活社
今井　ようこ 桃のお菓子づくり 誠文堂新光社
コウ　静子 季節に寄り添う韓国茶 グラフィック社

部屋作り大全　2020年版 晋遊舎

高橋　道雄 鬼手事典 創元社

山田　邦紀 今ひとたびの高見順 現代書館

橋口　学 花の造形理論基礎レッスン 誠文堂新光社
日本蚕糸学会 カイコの科学 朝倉書店

猪股　敏郎 図解でわかる品目・栽培特性を活かす土壌と施肥 誠文堂新光社
山田　典章 これならできるオリーブ栽培 農山漁村文化協会

尾原　和啓 ネットビジネス進化論 NHK出版

遠藤　耕太郎 万葉集の起源 中央公論新社

上野　貴子 基礎からわかるはじめての俳句上達のポイント メイツユニバーサル
コンテンツ

朝田　寅介 君たちにサンタは来ない ヨシモトブックス

李　光洙 無情(ムジョン) 平凡社
エドウィージ・ダン
ティカ すべて内なるものは 作品社
ヒラリー・レイル キッズライクアス サウザンブックス社

フリオ・ホセ・オルド
バス 天使のいる廃墟 東京創元社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ｱｻ 10
F ｱﾝ
F ｲｽ
F ｲｿ
F ｲﾄ
F ｵｵ
F ｶｼ
F ｸﾗ
F ｺｳ
F ｺﾝ
F ﾄｳ
F ﾅｶ
F ﾅｶ
F ﾊﾀ
F ﾊﾅ
F ﾐｽ
F ﾑﾗ
F ﾖｼ

（小説 文庫）
X 932.5 ｼｴ 32

X 933.7 ｸﾛ
X 933.7 ｼｴ
X 933.7 ﾛﾌ
X 933.7 ﾛﾌ
X F ｱﾀ
X F ｳｴ
X F ｶｸ 8
X F ｶﾏ 1
X F ｷﾔ
X F ｸﾛ
X F ｺｳ
X F ｺｽ
X F ｻｴ 1
X F ｻｴ 2
X F ｻｻ
X F ｼﾊ
X F ﾀｹ 5
X F ﾄﾊ
X F ﾊﾔ 1
X F ﾊﾔ 2
X F ﾋﾔ
X F ﾌﾕ
X F ﾐﾅ
X F ﾑﾗ
X F ﾔｻ
X F ﾕｷ 11

（日本のエッセイ）
E ｲｼ

（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 E

（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 164.3 ﾍﾙ

R 388 ｱｻ
R 813.4 ﾆｼ

冬月　剣太郎 掟破り 早川書房
南　英男 黒幕(ビッグボス) 光文社
村山　由佳 ありふれた祈り 集英社
矢崎　存美 出張料理人ぶたぶた 光文社
雪村　花菜 紅霞後宮物語　第11幕 KADOKAWA

林　真理子 素晴らしき家族旅行　上 毎日新聞出版
林　真理子 素晴らしき家族旅行　下 毎日新聞出版
百田　尚樹 カエルの楽園2020 新潮社

佐々木　裕一 若君の覚悟 講談社
芝村　凉也 迷い熊繫ぐ 双葉社

佐伯　泰英 更衣(きさらぎ)ノ鷹　上 文藝春秋
佐伯　泰英 更衣(きさらぎ)ノ鷹　下 文藝春秋

郷内　心瞳 拝み屋怪談 幽魂の蔵 KADOKAWA
小杉　健治 偽証 祥伝社

喜安　幸夫 最後の夜 光文社
黒崎　裕一郎 必殺闇同心 隠密狩り 祥伝社

神楽坂　淳 うちの旦那が甘ちゃんで　8 講談社
鎌池　和馬 とある魔術の禁書目録(インデックス)外典書庫　1 KADOKAWA

安達　瑤 悪女列車 実業之日本社
上田　秀人 布石 講談社

畠中　恵 あしたの華姫 KADOKAWA
花村　萬月 ヒカリ 光文社

長岡　弘樹 つながりません 角川春樹事務所

中山　七里 ヒポクラテスの試練 祥伝社

堂場　瞬一 ホーム 集英社

倉数　茂 あがない 河出書房新社
郷内　心瞳 弔い百物語 イカロス出版

磯崎　憲一郎 日本蒙昧前史 文藝春秋
伊東　潤 囚われの山 中央公論新社

近藤　史恵 夜の向こうの蛹たち 祥伝社

未須本　有生 音速の刃 文藝春秋
村木　嵐 せきれいの詩 幻冬舎

安藤　祐介 夢は捨てたと言わないで 中央公論新社
泉　鏡花 絵本の春 朝日出版社

朝比奈　和 転生王子はダラけたい　10 アルファポリス

太田　忠司 遺品博物館 東京創元社
梶　よう子 漣のゆくえ 徳間書店

吉川　永青 憂き夜に花を 中央公論新社

竹村　優希 さくらい動物病院の不思議な獣医さん　5 双葉社
鳥羽　亮 剣鬼と盗賊 角川春樹事務所

シェイクスピア シェイクスピア全集　32 筑摩書房

ヒュー・ロフティング ドリトル先生の郵便局 KADOKAWA
ヒュー・ロフティング ドリトル先生のサーカス KADOKAWA

デボラ・クロンビー 警視の謀略 講談社
N.K.ジェミシン 第五の季節 東京創元社

赤井　克己 おかやま雑学ノート　第17集 吉備人出版

石原　慎太郎 死という最後の未来 幻冬舎

朝里　樹 世界現代怪異事典 笠間書院
西谷　裕子 「言いたいこと」から引ける慣用句・ことわざ・四字熟語辞典 東京堂出版

ジャン=クロード・ベ
ルフィオール ラルース ギリシア・ローマ神話大事典 大修館書店
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
03
03 ｵ

（てつがく）
15 ﾊ

（社会）
37

37

（しぜん・生物）
41
46 ｲ
48
48 ｵ 4
48 ｺ
48 ｼ
48 ﾐ
49 ｲ

（しゅみ）
68

（スポーツ・ごらく）
78 ｵ
79

（ことば）
81 ｻ

（日本のよみもの）
91
91 ｱ
91 ｱ 18
91 ｱ 20
91 ｲ
91 ｲ
91 ｲ 11
91 ｵ
91 ｻ
91 ｻ 14
91 ﾄ 2
91 ﾋ 1
91 ﾋ 2
91 ﾋ 4
91 ﾌ 6
91 ﾏ
91 ﾐ
91 ﾖ

（外国のよみもの）
93 ｹ
93 ｽ
95 ｺ
95 ｺ

今井　恭子 ギフト、ぼくの場合 小学館

ゴシニ プチ・ニコラの夏休み 世界文化社
ゴシニ プチ・ニコラと仲間たち 世界文化社

ジュディス・カー ウサギとぼくのこまった毎日 徳間書店
ルイス・スロボドキン 歌がにがてな人魚 瑞雲舎

イノウエ　ミホコ てっぺんの上 文研出版
石崎　洋司 6年1組黒魔女さんが通る!!　11 講談社

麻生　かづこ パパのはなよめさん ポプラ社
秋木　真 怪盗レッド　18 KADOKAWA
雨蛙ミドリ オンライン!　20 KADOKAWA

稲垣　栄洋 はずれ者が進化をつくる 筑摩書房

こざき　ゆう これをせずにはいられない! 学研プラス
新開　孝 虫のしわざ図鑑 少年写真新聞社

最強生物のクイズ図鑑 学研プラス
奥本　大三郎 ファーブル先生の昆虫教室　4 ポプラ社

☆ 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

2020年　7月 7日号　No.2

青山　剛昌 名探偵コナンの10才までに算数センスを育てる157問 小学館

梅澤　真一 せいかつのふしぎなぜ?どうして? 高橋書店
小野寺　ぴりり紳 かいけつゾロリのまいにちなぞなぞ1年分 ポプラ社

ピエルドメニコ・バッカ
ラリオ 世界を変えるための50の小さな革命 太郎次郎社エディタス

読売中高生新聞編
集室 部活魂!この文化部がすごい 筑摩書房

沼田　晶弘 学校のふしぎなぜ?どうして? 高橋書店

皆越　ようせい うみのダンゴムシ・やまのダンゴムシ 岩崎書店
池谷　裕二 モヤモヤそうだんクリニック NHK出版

越智　貴雄 チェンジ! くもん出版

地図でよくわかる鉄道大百科 JTBパブリッシング

篠原　菊紀 あたまがよくなる!寝る前ナゾとき366日 西東社

齋藤　孝 カンタン!齋藤孝の最高の読書感想文 KADOKAWA

カドカワ読書タイム 5分で読書 KADOKAWA

おくはら　ゆめ きつねのしっぽ 小峰書店
斉藤　洋 ルドルフとノラねこブッチー 講談社
佐東　みどり 恐怖コレクター　巻ノ14 KADOKAWA
友永　コリエ にじいろフェアリーしずくちゃん　2 岩崎書店
廣嶋　玲子 妖怪の子預かります　1 東京創元社
廣嶋　玲子 妖怪の子預かります　2 東京創元社
廣嶋　玲子 十年屋　4 静山社
藤　真知子 まじょのナニーさん　[6] ポプラ社
間部　香代 区立あたまのてっぺん小学校 金の星社
宮下　恵茉 龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　外伝 講談社
吉田　道子 はじまりの夏 あかね書房
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（日本のえほん）
PN ｵ
PN ｶ
PN ｶ
PN ｷ
PN ｻ
PN ｼ
PN ｽ
PN ﾀ
PN ﾀ
PN ﾅ
PN ﾋ
PN ﾐ
PN ﾔ

PNC 3

PNC 3
PNC 3
PNC ｵ
PNC ﾅ

（外国のえほん）
PG ｽ

PG ﾃ

PG ﾋ

PG ﾍ

PG ﾚ
PGC 7

（紙芝居）
S ｵ
S ﾅ

キム　ファン アオバズクのおうちさがし 童心社
こが　ようこ かばがおおきなくちをあけるわけ 童心社

全国手話通訳問題
研究会 手話でつながる世界のあいさつ クリエイツかもがわ

成沢　真介 おっちょこちょいのハリー 少年写真新聞社

すとう　あさえ うれしいぼんおどり ほるぷ出版
小賀野　実 しんかんせん JTBパブリッシング

デビッド・マッキー ぞうのエルマーさがしえブック 文溪堂

ヒド・ファン・ヘネヒテン な〜んだ? パイインターナショナ
ル

キャレン・レヴィス チャーリー、こっちだよ BL出版

シャルロット・デマ
トーン ぼくといっしょに ブロンズ新社
ヨンナ・ビョルン
シェーナ おばけでんしゃだおとうとうさぎ! クレヨンハウス

SOOSH にんぎょのルーシー トゥーヴァージンズ

かしわら　あきお いないいないばあ!えほん 主婦の友社
北原　白秋 五十音 光村教育図書

オームラ　トモコ うみでなんのぎょうれつ? ポプラ社
苅田　澄子 カメレオンどろぼう・ドロン あかね書房

佐々木　譲 サーカスが燃えた 角川春樹事務所

真珠　まりこ まあるくなーれわになれ 鈴木出版
すみくら　ともこ わにくんのだめだめきゅうり みらいパブリッシング

竹下　文子 ティラノサウルスのはらぺこないちにち 偕成社
竹下　文子 トリケラトプスのなんでもないいちにち 偕成社
長田　真作 のりかえの旅 あすなろ書房

中川　ひろたか いし アリス館

広瀬　克也 妖怪のど自慢 絵本館
三浦　太郎 ジャングルジムをつくろう! ほるぷ出版
山西　ゲンイチ ヒゲタさん 徳間書店
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