
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.1 ﾏﾂ

007.3 ｵｵ

010.4 ﾔﾏ
023.1 ｲｲ

（哲学・思想）
126.6 ｱｲ
146.8 ｲﾄ
147 ﾏﾂ 2
Z 163.1 ｷｸ
188.8 ﾏｽ

（歴史・紀行）
Z 209 ｽｽ
210 ｲｻ 25
Z 210.7
222.3 ｷﾔ
Z 234.8 ｻﾄ
253 ｻﾄ

291

（伝記）
289.1 ﾀｶ 7
Z 289.1 ﾋﾗ

（社会科学）
Z 304
317.2 ﾃｼ
Z 318.2 ﾜﾀ

327.2

（経済）
335

336.4

X 336.4 ﾌﾘ
361.4 ｱﾗ
361.4 ｷｸ
Z 361.8 ﾄﾂ
365.4 ｻﾄ
366.2
367.3 ｼﾊ
Z 368.6 ﾂｶ
369.2 ｻｲ
369.3
369.3
369.4 ﾓﾘ

（教育・文化）
Z 370.4 ｸﾏ
371.4 2
378
379.7 ｳﾒ

神代　健彦 「生存競争(サバイバル)」教育への反抗 集英社
全国不登校新聞社 学校に行きたくない君へ　続 ポプラ社
野口　晃菜 発達障害のある子どもと周囲との関係性を支援する 中央法規出版
梅田　明日佳 ぼくの「自学ノート」 小学館

エマニュエル・トッド 大分断 PHP研究所
佐藤　朋彦 家計簿と統計 慶應義塾大学出版会

新井　慶一 100%得する話し方 すばる舎
菊原　智明 一瞬で心をつかむ!聞く力 学研プラス

テレワーク生産性向
上研究会 テレワークをはじめよう 技術評論社
ジェイソン・フリード リモートワークの達人 早川書房

飛松　純一 海外取引の「困った」に答える企業法務の初動対応Q&A 中央経済社

【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　7月 28日号　No.1

○ 一般書 ○

庭田　杏珠 AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争 光文社
ジョン・M.キャロル 香港の歴史 明石書店

鈴木　董 文字世界で読む文明論 講談社
井沢　元彦 逆説の日本史　25 小学館

松田　雄馬 人工知能に未来を託せますか? 岩波書店

太田　裕朗 AIは人類を駆逐するのか? 幻冬舎メディアコンサ
ルティング

八巻　千穂 魔女っ子司書の自由研究 郵研社
飯田　一史 いま、子どもの本が売れる理由 筑摩書房

相川　圭子 ヒマラヤ大聖者の免疫力を上げる「心と体」の習慣 幻冬舎

菊地　大樹 日本人と山の宗教 講談社

佐藤　優 ヤン・フスの宗教改革 平凡社
佐藤　由美子 戦争の歌がきこえる 柏書房

伊藤　絵美 セルフケアの道具箱 晶文社
松原　タニシ 恐い間取り　2 二見書房

枡野　俊明 禅僧が教える不安に負けない心の整え方 主婦の友社

関西外遊びガイド 京阪神エルマガジン
社

森島　大吾 入門図解高年齢者雇用安定法の知識 三修社

新戸　雅章 平賀源内 平凡社
高山　なおみ 帰ってきた日々ごはん　7 KTC中央出版

和田　泰明 小池百合子権力に憑かれた女 光文社

松岡　慶子 すぐに役立つ法改正に対応!最新内容証明郵便実践文例集
200 三修社

Voice編集部 変質する世界 PHP研究所
手嶋　龍一 公安調査庁 中央公論新社

司馬　理英子 遊び・会話・家事で今こそ「家族のコミュニケーション力」アップ 主婦の友社
津堅　信之 京アニ事件 平凡社
斎藤　道雄 虚弱なシニアでもできる楽しいアクティビティ32 黎明書房

一家に一冊!防災アイデア手帖 世界文化社
最善最強の防災ガイドブック コスミック出版

森本　修代 赤ちゃんポストの真実 小学館

<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】

379.9 ｻｻ
Z 392.1

392.5 ｴﾙ

（自然科学）
Z 402.9 ﾔﾏ
410
442.3 ﾍﾙ
X 467.2 ﾀｹ
480 ﾗｸ
481
486.7 ﾑﾗ
489.9 ﾂｼ

（医学）
490.1 ｶﾏ
490.1 ｺﾎ

490.7

490.9 ﾌｼ
492.9 ｺｼ
493.7
493.7 ﾖﾈ
496.3
497
497
498.3
498.3 ｶﾊ
498.6

（技術）
501.6 ｳｴ

509.6 ｳｴ

521.8 ﾜﾀ
526.6
536.8
545.8 ﾏｽ

（家政）
593.3 5
594 ｱｵ
594.3
594.3 ﾄﾖ
594.9 ｶﾗ
596
596 ﾎﾘ
596.23 ｲｽ
596.23 ｸﾚ
596.38 ｷｼ
599

（産業）
627.7
Z 645.6 ｷﾘ
673.9 ｺｲ

687.3

694.6 ｲｲ

Calalkaイシワタリアユ ニューレトロスタイルのドール・コーディネイト・レシピ グラフィック社
ミツカン ミツカンの“家計の味方”レシピ 幻冬舎

飯島　彩香 ミニマリスト スマホの中を片付ける KADOKAWA

桐野　作人 愛犬の日本史 平凡社
小岩　広宣 人材派遣・紹介業 許可申請・設立運営ハンドブック 日本法令

ほりえ　さちこ 糖質オフ1か月晩ごはん献立 主婦と生活社
イスクラ ノスタルジア食堂 グラフィック社
アニー・グレイ <公式>ダウントン・アビークッキングレシピ ホビージャパン

村上　貴弘 アリ語で寝言を言いました 扶桑社

G.アビー・ニコラス・フ
リュー 医療通訳学習ハンドブック 明石書店

藤田　康介 中医養生のすすめ 東洋学術出版社

鎌田　實 コロナ時代を生きるヒント 潮出版社
小堀　鷗一郎 死を受け入れること 祥伝社

辻　大和 与えるサルと食べるシカ 地人書館

山田　恭平 南極で心臓の音は聞こえるか 光文社

佐々木　正美 この子はこの子のままでいいと思える本 主婦の友社
歴史街道編集部 太平洋戦争の名将たち PHP研究所
ダニエル・エルズバー
グ 世界滅亡マシン 岩波書店

スミソニアン協会 ZOOLOGY図鑑動物の世界 東京書籍

加藤　文元 知識ゼロでも楽しく読める!数学のしくみ 西東社

グレイム・D.ラクストン 世界一の巨大生物 エクスナレッジ

ジム・ベル ハッブル・レガシー グラフィック社
竹内　薫 面白くて眠れなくなる遺伝子 PHP研究所

兒嶋　章仁 看護の現場ですぐに役立つ周手術期看護のキホン 秀和システム
渡部　芳徳 パニック障害に負けない本 主婦の友社
米田　倫康 発達障害のウソ 育鵬社

緑内障 文響社
田村　文誉 歯医者に聞きたい妊産婦のお口のケア 口腔保健協会
柿本　和俊 図解でよくわかる歯のきほん 誠文堂新光社

免疫力を強くする、疲れない体のつくり方 マガジンハウス

樺沢　紫苑 精神科医が教えるストレスフリー超大全 ダイヤモンド社
COVID-19のすべて CCCメディアハウス

うえたに夫婦 すごい!品質検査 PHPエディターズ・グ
ループ

渡辺　豪 遊廓 新潮社

マイケル・E.ウェバー エネルギーの物語 原書房

グラフィック社 世界の美しいベーカリー グラフィック社

ミニチュアのちょっと珍しい生き物 アップルミンツ
トヨヒデ　カンナ 新鮮!キュートなバッグとおしゃれ小物 アップルミンツ

自転車サビとり再生術 枻出版社

ステキを作る60代からのソーイング　vol.5 ブティック社
青島　由佳 糸紡ぎのテクニックとデザイン 誠文堂新光社

増田　健一 増田さんちの昭和レトロ家電 山川出版社

きじま　りゅうた お昼ごはんのめんレシピ! 学研プラス
原坂　一郎 非認知能力が育つ3〜6歳児のあそび図鑑 池田書店

Shabomaniac! 多肉植物サボテン語辞典 主婦の友社

月刊<エアステージ>
編集部 男子客室乗務員になる本 イカロス出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（芸術・美術）
723.3 ｴﾙ

724.1 ｲﾄ
727 ﾋﾗ
746.7 ｵﾘ
748 ﾔﾏ
762.3 ｶﾅ
778.2 ｲｼ
778.2 ﾀｶ
778.4 ｱﾄ

（スポーツ・諸芸）
780.1 ｲｼ
780.7 ﾓﾘ
783.1
Z 783.4 ﾌｼ

783.5 ﾋﾛ

783.6

786.1 ﾉﾅ
789.2

791 ﾓﾘ

791.7

（言語）
809.6 ﾎﾘ
816.5

830.7 ﾊﾏ

（文学）
901.3 ｻｻ
902.3
910.2 ｲﾉ
910.2 ﾃｲ
911.3 ﾅﾂ
911.5 ﾌｸ
923.7 ｲｴ

931.7 ｷﾝ

933.7 ｺｽ

949.7 ｴｽ 8

950.2 ﾅﾝ

963 ﾋｼ

（日本の小説）
F ｱｵ
F ｲｶ
F ｲｽ 1
F ｲﾉ
F ｳｴ
F ｶﾂ
F ｷﾀ 8
F ｻｻ
F ｻｻ
F ｼﾊ
F ﾀｶ 高樹　のぶ子 私が愛したトマト 潮出版社

佐々木　譲 図書館の子 光文社
笹本　稜平 希望の峰マカルー西壁 祥伝社

井上　荒野 そこにはいない男たちについて 角川春樹事務所

上田　秀人 陽眠る 角川春樹事務所

柴崎　友香 百年と一日 筑摩書房

野中　径隆 Q&Aでわかる山の快適歩行術 山と溪谷社
山下　泰裕 柔の道 講談社

廣瀬　栄理子 みんなうまくなるバドミントン基本と練習 ベースボール・マガジ
ン社

長谷部　攝 部活で差がつく!勝つ卓球上達のポイント50 メイツユニバーサルコ
ンテンツ

藤井　雄一郎 ONE TEAMはなぜ生まれたのか PHP研究所

石川　三知 スポーツをがんばる子どもの勝てるカラダを作る献立 学研プラス
森　俊憲 へやトレ体操 主婦の友社

高田　雅彦 七人の侍ロケ地の謎を探る アルファベータブックス

アニー・アトキンズ 映画プロップ・グラフィックス グラフィック社

富樫　英樹 小さい選手が大きい選手に勝つためのバスケットボール・スキル マイナビ出版

金澤　正剛 ヨーロッパ音楽の歴史 音楽之友社
石田　ゆり子 LILY'S CLOSET マガジンハウス

オリカワ　シュウイチ iPhoneで作ろうビジネス動画の教科書 ペンコム
山崎　エリナ トンネル誕生 グッドブックス

森下　典子 好日絵巻 パルコエンタテインメ
ント事業部

伊藤　青翔 12のヒントで学ぶ初心者のための俳画教室 日貿出版社
平本　久美子 失敗しないデザイン 翔泳社

ウィル・エルスワース=
ジョーンズ バンクシー パルコエンタテインメ

ント事業部

淡交社編集局 干菓子250 淡交社

堀　公俊 オンライン会議の教科書 朝日新聞出版
樋口　裕一 小論文これだけ!　国際・地域・観光・社会・メディア超基礎編 東洋経済新報社

浜野　清澄 まったく話せない高校生が半年で話せるようになり1年で議論
できるようになる英語習得法 実務教育出版

駒井　稔 文学こそ最高の教養である 光文社
佐々木　敦 これは小説ではない 新潮社

小川　荘六 心友 作品社
イザベラ・ディオニシオ 平安女子は、みんな必死で恋してた 淡交社
夏井　いつき 子規を「ギャ句(ぐ)」る 光文社
福間　健二 休息のとり方 而立書房
閻　連科 丁庄の夢 河出書房新社

アレン・ギンズバーグ 吠える スイッチ・パブリッシン
グ

シオドラ・ゴス メアリ・ジキルとマッド・サイエンティストの娘たち 早川書房
ユッシ・エーズラ・オー
ルスン 特捜部Q　[8] 早川書房
ジャン=リュック・ナン
シー モーリス・ブランショ 水声社
フアン・パブロ・ビジャ
ロボス 犬売ります 水声社

五十嵐　律人 法廷遊戯 講談社
イスラーフィール 異伝淡海乃海〜羽林、乱世を翔る〜　1 TOブックス

青山　美智子 ただいま神様当番 宝島社

カツセ　マサヒコ 明け方の若者たち 幻冬舎
北方　謙三 チンギス紀　8 集英社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ﾀｹ

F ﾀﾂ

F ﾀﾆ
F ﾃﾗ
F ﾆﾚ
F ﾊﾀ
F ﾎﾝ
F ﾏﾐ
F ﾐｽ 4
F ﾐﾅ
F ﾓﾁ
F ﾔｼ 3
F ﾔﾏ
F ﾕｳ
F ﾘ
F ﾜﾀ

（小説 文庫）
X 933.7 ｶﾂ 1
X 933.7 ｶﾂ 2
X 933.7 ﾃｲ
X 943.7 ｴﾙ
X F ｲﾅ
X F ｳｴ
X F ｳﾁ
X F ｺﾀ
X F ｻｴ 1
X F ｻｴ 2
X F ｽｽ 6
X F ﾅｶ
X F ﾓﾁ
X F ﾔﾏ
X F ﾘｸ

（日本のエッセイ）
E ｲﾉ
E ｺｳ
E ｼﾓ
E ﾀｹ
E ﾂﾎ
E ﾅｼ
E ﾖｼ

（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 210.5
K 211.8
K 521.8

（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 377.7

R 488 ﾐｽ 水谷　高英 日本の野鳥 文一総合出版

日外アソシエーツ株
式会社 日本の「国際賞」事典 日外アソシエーツ

梨木　香歩 ほんとうのリーダーのみつけかた 岩波書店
ヨシタケ　シンスケ 欲が出ました 新潮社

松原　典明 近世大名墓の考古学 勉誠出版

武田　砂鉄 わかりやすさの罪 朝日新聞出版
坪内　祐三 みんなみんな逝ってしまった、けれど文学は死なない。 幻戯書房

鴻上　尚史 ドン・キホーテ笑う! 論創社
下重　暁子 老いも死も、初めてだから面白い 祥伝社

井上　ひさし 小説をめぐって 岩波書店

山本　甲士 つめ 小学館
六道　慧 黒崎警視のMファイル 朝日新聞出版

中島　久枝 はじまりの空 光文社
望月　麻衣 満月珈琲店の星詠み 文藝春秋

佐伯　泰英 鼠異聞　下 文藝春秋
鈴木　英治 突きの鬼一　[6] 小学館

五代　ゆう 闇中の星 早川書房
佐伯　泰英 鼠異聞　上 文藝春秋

上田　秀人 総力 光文社
内田　英治 ミッドナイトスワン 文藝春秋

谷口　義明 宮沢賢治『銀河鉄道の夜』と宇宙の旅 光文社
寺地　はるな やわらかい砂のうえ 祥伝社

竹本　健治 これはミステリではない 講談社

巽　未頼 斎藤義龍に生まれ変わったので、織田信長に国譲りして長生
きするのを目指します! 宝島社

楡　周平 食王 祥伝社
畠中　恵 いちねんかん 新潮社
本城　雅人 オールドタイムズ 講談社
麻宮　ゆり子 捨て猫のプリンアラモード 角川春樹事務所

水野　敬也 夢をかなえるゾウ　4 文響社
南　杏子 ブラックウェルに憧れて 光文社
望月　諒子 哄(わら)う北斎 光文社
吾峠　呼世晴 鬼滅の刃　[3] 集英社
山田　悠介 俺の残機を投下します 河出書房新社
結城　真一郎 プロジェクト・インソムニア 新潮社
李　琴峰 星月夜 集英社
輪渡　颯介 悪霊じいちゃん風雲録 早川書房

安田　憲司 幕末箱舘の洋式帆船 ビレッジプレス
小和田　哲男 名城の石垣図鑑 二見書房

クライブ・カッスラー ケルト帝国の秘薬を追え　上 扶桑社

アルント・エルマー 深淵の独居者 早川書房
稲葉　稔 一撃 光文社

クライブ・カッスラー ケルト帝国の秘薬を追え　下 扶桑社
フィリップ・K.ディック 逆まわりの世界 早川書房
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（歴史）
21 1
21 2
21 3
21 4
21 5
21 6
21 7
21 8
21 9
21 10
21 11
21 12
21 13
21 14
21 15
21 16
21 17
21 18
21 19
21 20
21 ﾀ

（社会）
36 ﾊ

38

（化学・生きもの）
45 ﾃ

47 ﾓ
48 1

（技術）
53

（産業）
65 ﾌ
66 ｲ

68

（しゅみ・スポーツ）
75 ｶ

78

78

（ことば）
81 ｼ

（日本のよみもの）
91 ｼ 2
91 ﾀ
91 ﾆ
91 ﾋ

☆ 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 28日号　No.2

日本の歴史　14　(江戸時代後期) 講談社

日本の歴史　1　(旧石器～古墳時代) 講談社

日本の歴史　10　(戦国時代) 講談社
日本の歴史　11　(安土桃山時代) 講談社

日本の歴史　18　(昭和時代前期) 講談社
日本の歴史　19　(昭和時代中期) 講談社

日本の歴史　2　(飛鳥時代) 講談社

日本の歴史　15　(明治時代前期) 講談社
日本の歴史　16　(明治時代後期) 講談社
日本の歴史　17　(大正時代) 講談社

日本の歴史　12　(江戸時代前期) 講談社
日本の歴史　13　(江戸時代中期) 講談社

日本の歴史　20　(昭和後期～令和時代) 講談社

日本の歴史　3　(奈良時代) 講談社
日本の歴史　4　(平安時代前期) 講談社
日本の歴史　5　(平安時代中期) 講談社
日本の歴史　6　(平安後期～鎌倉時代初期) 講談社
日本の歴史　7　(鎌倉時代) 講談社
日本の歴史　8　(鎌倉末期～南北朝時代) 講談社
日本の歴史　9　(室町時代) 講談社

竹内　早希子 命のうた 童心社

盛口　満 ひろった・あつめたぼくのマツボックリ図鑑 岩崎書店
ゴムドリco. 水族館のサバイバル　1 朝日新聞出版

ロビー・H.ハリス コウノトリがはこんだんじゃないよ! 子どもの未来社

田中　ゆり子 はじめての子どもマナーずかん スタジオタッククリエイ
ティブ

デヴィン・デニー これだけは知っておきたい岩石・鉱物図鑑 パイインターナショナ
ル

藤原　幸一 もののけまもる森 ポプラ社

世界のスポーツカー図鑑 スタジオタッククリエイ
ティブ

伊藤　柚貴 さかな博士のレアうま魚図鑑 日東書院本社

はこぶ仕事のひみつ図鑑 スタジオタッククリエイ
ティブ

かざま　りんぺい スーパー図解工作図鑑 主婦の友社

城戸　友行 試合で勝てる!小学生のバドミントンダブルス上達のコツ50
メイツユニバーサルコ
ンテンツ

体育指導のスタートラ
イン コツがわかる!小学生の体育図鑑 成美堂出版

篠原　明夫 脚本家が教える読書感想文教室 主婦の友社

小路　すず ナンシー探偵事務所　[2] 岩崎書店
高田　由紀子 スイマー ポプラ社
西村　友里 消えた落とし物箱 学研プラス
日向　理恵子 雨ふる本屋と雨かんむりの花 童心社
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（外国のよみもの）
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PGC 3

（紙芝居）
S ﾄ
S ﾐ

とよた　かずひこ にょろにょろり 童心社
さえぐさ　ひろこ キジムナーにあったサンラー 童心社

E.T.シートン あべ弘士のシートン動物記　1 学研プラス
Myna NIPPONのぱん 三恵社

かさい　まり かしたつもり×もらったつもり くもん出版

シンシア・グレイディ わたしに手紙を書いて 評論社

ジョージナ・スティーブ
ンス ステラとカモメとプラスチック 岩崎書店

軽部　武宏 ひみつだからね 偕成社
キューライス ドン・ウッサ ダイエットだいさくせん! 白泉社
谷口　智則 カメレオンのかきごおりや アリス館
松屋　真由子 かぶしきがいしゃくも 岩崎書店
村上　康成 まっている。 講談社

シンシア・カドハタ ハナコの愛したふたつの国 小学館
ミランダ・ジョーンズ ミオととなりのマーメイド　7 ポプラ社

あおき　ひろえ ここにいる 廣済堂あかつき

楓　真知子 たびにでた 絵本館

リンドグレーン 長くつ下のピッピ 学研プラス

山田　美津子 ぼくんちのおふろ 理論社
やなせ　たかし アンパンマンとうみのあくま フレーベル館

よしむら　あきこ つめかみおばけ 教育画劇

ヨシタケ　シンスケ ねぐせのしくみ ブロンズ新社
やじま　ますみ わっしょい ポプラ社
プラン・インターナショ
ナル 男の子でもできること 西村書店
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