
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.3
Z 007.3 ﾔﾏ

018

019 ﾜﾀ
019.5

019.5 20

021.2 ﾅｶ

（哲学・思想）
Z 145.4 ｳﾙ
146.8
159 ﾎﾝ
Z 159.4 ﾆｼ
Z 188.8 ﾏｽ

（歴史・紀行）
Z 210.2 ｱﾒ
Z 290.1
291
Z 291

（伝記）
289.1 ｶﾜ
289.2 ﾘ

（社会科学）
304
304 20-1
Z 311.1 ﾖｼ
312.1 ｻﾄ
Z 312.1 ﾂｼ
317 ﾔﾅ
318.8 ｽｲ
325.2

（経済）
Z 330.4 ﾊﾏ
Z 331.6 ｻｲ
331.8 ｻｴ
Z 334.3 ｶﾜ
335.1
Z 336.8 ｵｵ
336.9 ﾖｼ
Z 338.1 ﾅﾐ
338.2 ｸﾛ
Z 338.2 ﾊｼ 4
Z 361.4 ﾅｲ
361.6 ﾓﾌ 1
361.6 ﾓﾌ 2

364.7

365 ｵｸ

雨宮　国広 ぼくは縄文大工 平凡社
21世紀研究会 地名の世界地図 文藝春秋

水津　陽子 令和・アフターコロナの自治会・町内会運営ガイドブック 実業之日本社
森　公任 最新会社の倒産しくみと手続き 三修社

辻元　清美 国対委員長 集英社
柳澤　協二 官僚の本分 かもがわ出版

河合　雅司 未来を見る力 PHP研究所

【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　9月 29日号　No.1

○ 一般書 ○

佐藤　章 職業政治家小沢一郎 朝日新聞出版

早川　友久 李登輝 ビジネス社

攻城団 全国御城印大図鑑 宝島社
太田　和彦 新・居酒屋百選　名酒放浪編 光文社

毎日新聞取材班 SNS暴力 毎日新聞出版
山口　真一 正義を振りかざす「極端な人」の正体 光文社
専門図書館協議会私
立図書館小委員会 課題解決のための専門図書館ガイドブック

天沼　伸恵 最新SDGsの手法とツールがよ〜くわかる本 秀和システム

エマニュエル・サエズ つくられた格差 光文社

吉田　剛 連結精算表から理解する連結会計入門 中央経済社
浪川　攻 証券会社がなくなる日 講談社
黒川　敦彦 ソフトバンク「巨額赤字の結末」とメガバンク危機 講談社
橋本　卓典 捨てられる銀行　4 講談社
内藤　正典 プロパガンダ戦争 集英社

読書工房

中山　信弘 著作権法 有斐閣

漆原　正貴 はじめての催眠術 講談社

和田　敦彦 読書の歴史を問う 文学通信
石井　郁子 子どもの本から世界をみる かもがわ出版
絵本学会機関誌編集
委員会 絵本BOOK END　2020 絵本学会

杉原　保史 SNSカウンセリング・ケースブック 誠信書房
本田　晃一 不思議とお金に困らない人の生き方 祥伝社
西野　精治 スタンフォード式お金と人材が集まる仕事術 文藝春秋
枡野　俊明 人生は凸凹だからおもしろい 光文社

河野　克俊 統合幕僚長 ワック

大村　大次郎 決算書は3項目だけ読めばいい PHP研究所

浜　矩子 「共に生きる」ための経済学 平凡社
斎藤　幸平 人新世の「資本論」 集英社

朝日新聞論説委員室 天声人語　2020年1月-6月 朝日新聞出版
吉田　徹 アフター・リベラル 講談社

筑摩書房編集部 コロナ後の世界 筑摩書房

マーク・W.モフェット 人はなぜ憎しみあうのか　上 早川書房
マーク・W.モフェット 人はなぜ憎しみあうのか　下 早川書房

森島　大吾
すぐに役立つ暮らしのセーフティネット!失業等給付・職業訓
練・生活保護・給付金のしくみと手続き 三修社

奥村　拓 身近な人が亡くなった後の遺品整理 自由国民社

<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】

Z 366.3 ｺﾑ
Z 367.3 ﾔﾏ

368.2 ｶﾜ

369.2 ｼｶ

Z 369.3 ｶﾀ

369.3 ｼﾏ

369.3 ﾆｼ

（教育・文化）
374.1
375.4 ｸﾎ
376.1
382.1 ﾋﾗ
383.8 ﾊﾅ
388.1 ﾂﾂ

（自然科学）
402 ﾊｲ
410.7 ｳｴ

417 ﾀｶ

440.4 ﾂｶ
468.8 ﾔﾏ

（医学）
490.1 ｻﾄ
Z 490.4 ｵｸ
492 ｱｷ
492.7 ｼﾊ
493.1 ﾌｱ
493.4
493.6
493.7 ﾔｽ
Z 493.8 ｲｿ
495.1 ﾂｼ
496.6 ｽｷ
Z 498.3 ﾌｼ
498.6

498.6 ｵｽ

（技術）
501.6

519 ｶﾜ
520
520.2 ﾊﾗ
520.9
528.5 ﾀﾑ
535 ｳｶ
538.7 ﾄﾀ
Z 538.9 ﾉｸ
544.1 ｽｶ
588 ﾅｶ
Z 589.7 ｺﾇ

（家政）
590 30
590.4 ｲﾄ

ウィリアム・F.バイナム 若い読者のための科学史 すばる舎

平野　恵理子 あのころ、うちのテレビは白黒だった 海竜社
パニコス・パナイー フィッシュ・アンド・チップスの歴史 創元社
堤　邦彦 日本幽霊画紀行 三弥井書店

藤本　修 コロナ不安に向き合う 平凡社
新型コロナ クレヴィス

D.ウェルズ ウェルズ数理パズル358 丸善出版

ジェイソン・ファン トロント最高の医師が教える世界最有効の糖尿病対策 サンマーク出版

骨粗鬆症は自分で楽治せる! マキノ出版

磯田　道史 感染症の日本史 文藝春秋

高橋　信
データ分析の先生!文系の私に超わかりやすく統計学を教
えてください! かんき出版

塚田　健 図解身近にあふれる「天文・宇宙」が3時間でわかる本 明日香出版社

須賀　亮行 電柱マニア オーム社

川廷　昌弘 未来をつくる道具わたしたちのSDGs ナツメ社
杉本　龍彦 建築用語図鑑　西洋篇 オーム社

鵜飼　秀徳 仏具とノーベル賞京都・島津製作所創業伝 朝日新聞出版
戸田　眞一郎 熱血!“タイガー”のファントム物語 イカロス出版
野口　聡一 宇宙に行くことは地球を知ること 光文社

田村　美葉 すごいエスカレーター エクスナレッジ

暮らしのおへそ　Vol.30 主婦と生活社
伊藤　まさこ まさこ百景 ほぼ日

小室　淑恵 男性の育休 PHP研究所
山脇　由貴子 夫のLINEはなぜ不愉快なのか 文藝春秋

川口　加奈
14歳で“おっちゃん”と出会ってから、15年考えつづけて
やっと見つけた「働く意味」

ダイヤモンド社

鹿野　佐代子
障がいのある子が「親亡き後」に困らないために今できるこ
と PHP研究所

片田　敏孝 人に寄り添う防災 集英社

島本　美由紀 おうち備蓄と防災のアイデア帖 パイインターナショナ
ル

西野　弘章 避難所に行かない防災の教科書 扶桑社

大澤　力 自然が子どもと未来を創る! 一藝社

庄子　寛之 子どもがつながる!オンライン学級あそび 学陽書房
窪田　一志 100均グッズからICTまで中学校理科アイテム&アイデア100 明治図書出版

逆流性食道炎 文響社

佐藤　陽 看取りのプロに学ぶ幸せな逝き方 朝日新聞出版
奥　真也 未来の医療年表 講談社

山本　智之 温暖化で日本の海に何が起こるのか 講談社

秋津　壽男 放っておくとこわい症状大全 ダイヤモンド社
柴　雅仁 ひっぱって、ゆらすだけ!皮下脂肪はがし 主婦の友社

安田　真佐枝 その食べ方、病気です! 合同フォレスト

対馬　ルリ子 「閉経」のホントがわかる本 集英社
杉浦　彩子 誰にも訪れる耳の不調・難聴を乗り越える本 さくら舎

マイケル・オスターホ
ルム 史上最悪の感染症 青土社

中村　恵二 最新食品業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本 秀和システム
小沼　竜太 伝え方は「順番」がすべて 光文社

原口　秀昭 ゼロからはじめる建築の<歴史>入門 彰国社
建築学教育研究会 建築生産・材料入門 鹿島出版会

エネルギー総合工学
研究所 図解でわかるカーボンリサイクル 技術評論社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

593.3
593.3 ﾉｸ
594.2
594.2
594 3
594.3 ｻﾁ
594.3 ﾉｸ
594.3 ﾏﾙ
594.7 ｺｼ
595.4 ﾖｹ
596 ｱﾘ
596 ﾂﾂ
596 ﾔﾐ
596.33 ﾄｳ
596.35 ﾆｼ
596.4
596.7
599.3 ﾀﾂ

（産業）
611.7 ｻｶ
625.8 ｲｼ
626.1
627.9 ｶﾗ
645.7 ﾌｼ

645.9

673.9

673.9 ｲﾘ 20
685.5

（芸術・美術）
721.8 ﾏｷ
726.6 ﾓﾘ
750.2 ﾊｷ
754.9 ｲﾏ
754.9 ｳﾌ
754.9 ｶﾅ
778.2 ｱﾗ

779.1

（スポーツ・諸芸）
780.1 ﾅｶ

783.7 ﾀﾁ

783.8 ｱｻ

786 ｲﾉ
798.5 ｷﾀ

（文学）
910.2 ｱﾔ
910.2 ﾓﾘ
916 ｵｵ
929.1 ﾌｱ

933.7 ｱﾄ

933.7 ﾏﾝ
953.7 ｻﾂ

野口　光 お繕いの本 日本ヴォーグ社
いわせ　あさこ ちいさなお直し 池田書店

石井　正子 甘いバナナの苦い現実 コモンズ
畑の益虫とその増やし方 ブティック社

佐川　友彦 東大卒、農家の右腕になる。 ダイヤモンド社

田向　健一 チンチラ飼育バイブル メイツユニバーサルコ
ンテンツ

喫茶の一族 京阪神エルマガジン
社

唐津　攝子 季節を楽しむボタニカルリース ナツメ社
藤井　康一 家ねこ大全285 KADOKAWA

牧野　健太郎 浮世絵の解剖図鑑 エクスナレッジ
森泉　文美 だれも知らないレオ・レオーニ 玄光社

入江　直之 お客が殺到する飲食店の始め方と運営　'20〜'21年版 成美堂出版
日本全国路線バス大図鑑 イカロス出版

うぷあざ棟梁 7日間でできる世界一美しいダンボールクラフト KADOKAWA
金杉　登喜子 使える!ブロック折り紙 日東書院本社

萩原　健太郎 にっぽんの美しい民藝 エクスナレッジ
いまい　みさ 季節のおりがみつり下げ飾り 講談社

中村　容一 介護予防に効く「体力別」運動トレーニング メイツユニバーサルコ
ンテンツ

橘木　俊詔 阪神VS巨人 潮出版社

新井　巌 洋画プログラムに夢中だった頃 言視舎

アトリエFil 花の立体刺しゅう ブティック社
いちばんよくわかる刺しゅうの基礎 日本ヴォーグ社

ハンドメイド日和総集編　vol.3 ブティック社
Sachiyo*Fukao かぎ針編みのふわもここもの ブティック社
野口　智子 シンプルベビーニット グラフィック社
トリシャ・マルコム 棒針編み大全 グラフィック社
越膳　夕香 ファスナーポーチの型紙の本 日本ヴォーグ社

余慶　尚美 髪トレ 主婦の友社
有元　葉子 しょうがの料理 東京書籍
堤　人美 堤人美の旬を漬ける保存食 NHK出版
ヤミー ヤミーさんのおうちで世界一周レシピ 主婦の友社
ブルーノ・ドゥーセ ジビエレシピ グラフィック社
西潟　正人 日本産魚料理大全 緑書房

メスティンマスターブック 辰巳出版
家呑み完全ガイド 晋遊舎

田角　勝 手づかみ離乳食 合同出版

TBSラジオ『土曜ワイ
ドラジオTOKYOナイツ
のちゃきちゃき大放
送』

ナイツ午前九時の時事漫才 駒草出版

おおたわ　史絵 母を捨てるということ 朝日新聞出版

綾辻　行人 シークレット 光文社
森川　友義 恋愛学で読みとく文豪の恋 光文社

北村　愛実 Unityの教科書 SBクリエイティブ

朝井　正教 決定版!実戦で役立つグラウンド・ゴルフ ベースボール・マガジ
ン社

猪野　正哉 焚き火の本 山と溪谷社

ファン　ジョンウン ディディの傘 亜紀書房
マーガレット・アトウッ
ド 獄中シェイクスピア劇団 集英社

A.N.L.マンビー アラバスターの手 国書刊行会
モーリス・サックス 魔宴 彩流社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

953.7 ﾈﾐ

（日本の小説）
F ｱﾍ
F ｲｹ
F ｲｼ
F ｵｳ
F ｵｵ
F ｵｵ
F ｵｷ
F ｶｽ 5-3
F ｶﾄ

F ｷﾖ 13

F ｸﾎ
F ｸﾛ
F ｻｲ
F ｼﾓ
F ｽｽ
F ﾁﾊ
F ﾂﾈ
F ﾃﾗ
F ﾅｶ
F ﾆﾀ
F ﾇｶ
F ﾊﾗ
F ﾌｶ
F ﾌﾙ
F ﾎﾅ
F ﾐﾔ
F ﾓﾛ
F ﾖｺ
F ﾖｼ

（小説 文庫）
X F ｱｶ
X F ｱﾔ
X F ｲﾅ 1
X F ｶﾄ
X F ｸｻ
X F ｻｻ
X F ｻﾄ 32
X F ｼｲ 9
X F ｼﾗ
X F ｽｽ 1
X F ﾀｶ
X F ﾀｶ 9
X F ﾀｹ 3
X F ﾀｹ 8
X F ﾃﾝ 4
X F ﾆｼ
X F ﾊﾂ
X F ﾋｲ
X F ﾔﾏ
X F ﾜｸ

石田　衣良 獣たちのコロシアム 文藝春秋
逢坂　剛 鏡影劇場 新潮社

阿部　智里 楽園の烏 文藝春秋
池井戸　潤 半沢直樹 アルルカンと道化師 講談社

沖光　峰津 怪奇現象という名の病気 竹書房
香月　美夜 本好きの下剋上　第5部[3] TOブックス

大山　淳子 猫弁と星の王子 講談社
大山　誠一郎 ワトソン力 光文社

黒澤　いづみ 私の中にいる 講談社

門井　慶喜 銀閣の人 KADOKAWA

夾竹桃 戦国小町苦労譚　13 アース・スターエン
ターテイメント

深沢　潮 乳房のくにで 双葉社

鈴木　光司 海の怪 集英社
千葉　ともこ 震雷の人 文藝春秋

似鳥　鶏 生まれつきの花 河出書房新社
額賀　澪 沖晴くんの涙を殺して 双葉社
はらだ　みずき やがて訪れる春のために 新潮社

山口　恵以子 毒母ですが、なにか 新潮社
和久田　正明 地獄の清掃人 徳間書店

イレーヌ・ネミロフス
キー チェーホフの生涯 未知谷

中澤　日菜子 働く女子に明日は来る! 小学館

恒川　光太郎 真夜中のたずねびと 新潮社
寺地　はるな 彼女が天使でなくなる日 角川春樹事務所

西條　奈加 心淋し川 集英社
下村　敦史 同姓同名 幻冬舎

窪　美澄 私は女になりたい 講談社

古内　一絵 お誕生会クロニクル 光文社
穂波　了 売国のテロル 早川書房
宮本　輝 灯台からの響き 集英社
諸田　玲子 ちよぼ 新潮社
横関　大 帰ってきたK2 講談社
吉川　英梨 海蝶 講談社

赤川　次郎 焦茶色のナイトガウン 光文社
綾見　洋介 その旅お供します 宝島社
稲葉　稔 大河の剣　1 KADOKAWA
加藤　千恵 消えていく日に 徳間書店
草凪　優 落下する女神 徳間書店
笹沢　左保 沈黙の追跡者 徳間書店
佐島　勤 魔法科高校の劣等生　32 KADOKAWA
椎名　蓮月 あやかし双子のお医者さん　9 KADOKAWA
白石　一文 一億円のさようなら 徳間書店
鈴木　英治 若殿八方破れ　1 小学館
高嶋　哲夫 バクテリア・ハザード 集英社
高田　郁 あきない世傳金と銀　9 角川春樹事務所

武田　綾乃 君と漕ぐ　3 新潮社
竹村　優希 神様たちのお伊勢参り　8 双葉社
天花寺　さやか 京都府警あやかし課の事件簿　4 PHP研究所
西村　寿行 癌病船応答セズ 徳間書店
初瀬　礼 感染シンドローム 双葉社
柊　サナカ 古着屋・黒猫亭のつれづれ着物事件帖 宝島社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（日本のエッセイ）
E ｺﾀ
E ｿﾉ
E ﾅｼ
E ﾐｼ

（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 210.4
K 210.4
K 291
K 521.8
K 521.8

【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（道徳）
15 ｻ 2-1

（社会）
32 2
33 ｱ

（科学・生物）
45 ﾌ
47 ｵ
48
48
48 ﾔ

（日本のよみもの）
91 ｻ
91 ﾅ
91 ﾋ 14
91 ﾔ
913

（外国のよみもの）
93 ｱ
93 ﾄ

93 ﾍ

93 ﾚ
94 ｽ

（日本のえほん）
PN ｴ
PN ｵ

PN ｵ

PN ｷ
PN ｺ
PN ｺ
PN ｼ
PN 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　9月 29日号　No.2

松下　浩 織田信長の城郭 戎光祥出版

るるぶせとうち島旅しまなみ海道　[2020] JTBパブリッシング

高田　徹 絵葉書から分析する近世城郭の建築と空間 戎光祥出版

園尾　隆司 村上水軍 金融財政事情研究会

池　享 列島の戦国史　6 吉川弘文館

三品　輝起 雑貨の終わり 新潮社

曽野　綾子 新しい生活 ポプラ社
梨木　香歩 炉辺の風おと 毎日新聞出版

こだま いまだ、おしまいの地 太田出版

阿部　泉 明日話したくなるお金の歴史 清水書院
笹本　潤 人権と自然をまもる法ときまり　2 大月書店

☆ 児童書 ☆

佐久間　博 きみを変える50の名言　2期[1] 汐文社

佐藤　まどか 世界とキレル あすなろ書房
梨屋　アリエ ココロ屋 文研出版

筆保　弘徳 台風の大研究 PHP研究所

山口　進 万葉と令和をつなぐアキアカネ 岩崎書店

関　慎太郎 はっけん!ニホンヤモリ 緑書房
関　慎太郎 はっけん!ニホンイシガメ 緑書房

奥　修 珪藻美術館 福音館書店

廣嶋　玲子 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　14 偕成社
やえがし　なおこ 山のトントン 講談社
福井　栄一 名作古典にでてくるとりの不思議なむかしばなし 汐文社

ルドウィッヒ・ベーメル
マンス かしこいうさぎのローズバッド 大日本図書
エリザベス・レアード イルカと少年の歌 評論社

アリソン・アトリー はりねずみともぐらのふうせんりょこう 福音館書店
シャロン・M.ドレイパー キャラメル色のわたし 鈴木出版

ウルフ・スタルク おじいちゃんとの最後の旅 徳間書店

木暮　正夫 たぬきの糸車 チャイルド本社

えがしら　みちこ だれだれ?ハロウィン 白泉社
岡田　よしたか サンドイッチにはさまれたいやつよっといで 佼成出版社

織田　りねん ママ、どっちがすき? パイインターナショナ
ル

きみ　きみよ にゃんたとおつきさま 文芸社
五味　太郎 とりあえずまちましょう 絵本館

生源寺　美子 どうしてしっぽがないの? ひかりのくに
星野　道夫 あるヘラジカの物語 あすなろ書房
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

PN ﾀ
PN ﾀ
PN ﾂ
PN ﾐ
PN ﾐ
PN ﾒ

PN ﾔ

PN ﾔ
PN ﾜ
PNC 4
PNC 4
PNC 4 1
PNC 4 2
PNC 4 3
PNC 5
PNC 5
PNC 8
PNC ｸ
PNC ｽ
PNC ｽ
PNC ｽ
PNC ｽ
PNC ﾀ

（外国のえほん）
PG ｵ
PG ｺ
PG ﾄ
PG ﾎ
PG ﾓ

（紙芝居）
S ﾂ

S ﾎ

上田　勢子 おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス　3 子どもの未来社

mayfan テナベさんのふしぎなかえりみち ビルボ
やぎゅう　げんいちろ
う ねられんねられんかぼちゃのこ 福音館書店

上田　勢子 おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス　2 子どもの未来社

村山　純子 どちらがおおい?かぞえるえほん 小学館
上田　勢子 おしえて!ジャンボくん新型コロナウイルス　1 子どもの未来社

高木　さんご ネコノテパンヤ ひさかたチャイルド

serico しろくまきょうだいのおべんとうやさん 白泉社
塚本　やすし あっごきぶりだ! ポプラ社

たにかわ　しゅんたろう あ アリス館

イチンノロブ・ガンバー
トル おばあさんとマンガス 童心社

土田　義晴 とちもちもちもちおいしいね 童心社

バーバラ・ボットナー ぼくのカメはどこ? 岩崎書店
オーゲ・モーラ ありがとう、アーモ! 鈴木出版

本村　亜美 日本どっちからよんでも 絵本館

バレリー・ゴルバチョフ ブウさん、だいじょうぶ? 山烋
パトリシア・トート ハロウィンのかぼちゃをかざろう BL出版

くにすえ　たくし ふみきりかんかんかーん 視覚デザイン研究所

鈴木　まもる かじをけすじどうしゃ 金の星社
鈴木　まもる どうろをつくるじどうしゃ 金の星社
鈴木　まもる はたらくじどうしゃ 金の星社
鈴木　まもる ビルをつくるじどうしゃ 金の星社

サラ・オレアリー サディがいるよ 福音館書店

三浦　太郎 おふろにはいろ 童心社
三浦　太郎 ぼうしかぶって 童心社

いしがき　わたる 月のふしぎ マイルスタッフ

やなせ　たかし アンパンマンとみかづきまん フレーベル館
渡辺　陽子 にんじゃいぬタロー 講談社

鎌田　歩 雨の日の地下トンネル アリス館
大森　裕子 めんのずかん 白泉社
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