
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
007.1 ﾜﾀ
007.5 ｲﾘ
019 ｽｽ

（哲学・思想）
X 121.6 ﾆｼ
141.6 ｱﾝ
159 ｲﾊ
159 ﾎｼ
159.4 ﾊｾ

（歴史・紀行）
210 ﾊﾘ
210.1 ﾜﾀ
210.4
210.7 ﾊｲ
232 ﾘｳ 6
234.9 ﾜﾀ
Z 290.1 ﾕｻ
291
291
291
291
291

（伝記）
289.1 ｼﾌ
289.3 ﾁﾔ

（社会科学）
301 ｼﾝ
302.5 ﾏﾁ
304 ｳﾁ
312.2 ﾏｻ
318.6 ﾀｶ
319.1
319.2 ｲ
319.2 ﾍﾏ
324.6 ｵｵ
324.7 ﾏﾂ
329.5 ｺﾔ
Z 329.9 ﾋﾗ

（経済）
332 ｺﾘ
333.8 ﾀｶ
336.4 ﾀｹ
336.9 ﾊﾗ
Z 361.8 ｵｵ
365.3 ﾓﾀ
Z 366 ｻｶ
366.2 ﾐﾔ

ポール・コリアー 新・資本主義論 白水社
たかまつ　なな お笑い芸人と学ぶ13歳からのSDGs くもん出版

小山　修一 あの日、ジュバは戦場だった 文藝春秋

大西　信幸 離婚後のトリセツ カンゼン
松田　真紀子 おひとり様の相続<4つの対策> ぱる出版

町山　智浩 トランピストはマスクをしない 文藝春秋

李　栄薫 反日種族主義との闘争 文藝春秋
ペマ・ギャルポ 中国は消防士のフリをした放火魔 ハート出版

高木　超 まちの未来を描く!自治体のSDGs 学陽書房
池上　彰 日本VS韓国 文藝春秋

【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 10月 21日号　No.1

○ 一般書 ○

大石　学 一冊でわかる戦国時代 河出書房新社
ケネス・B.パイル アメリカの世紀と日本 みすず書房

播田　安弘 日本史サイエンス 講談社
渡部　昇一 決定版・日本史 育鵬社

和田　尚之 「機械学習」と「AI」のはなし 工学社
入矢　玲子 プロ司書の検索術 日外アソシエーツ

鈴木　哲也 学術書を読む 京都大学学術出版会

西田　幾多郎 西田幾多郎書簡集 岩波書店
安藤　俊介 どんな怒りも6秒でなくなる リベラル社
井庭　崇 コロナの時代の暮らしのヒント 晶文社
星　友啓 スタンフォード式生き抜く力 ダイヤモンド社
長谷川　嘉哉 一生稼げる脳の作り方 KADOKAWA

湯澤　規子 ウンコはどこから来て、どこへ行くのか 筑摩書房
マイケル・ブース 三頭の虎はひとつの山に棲めない KADOKAWA

リウィウス ローマ建国以来の歴史　6 京都大学学術出版会

渡辺　克義 ポーランドの歴史を知るための55章 明石書店

千田　嘉博 地図で旅する!日本の名城 JTBパブリッシング

杉浦　さやか ニュー東京ホリデイ 祥伝社
旅する絶景地図<関西山陰・山陽> 昭文社
日帰りウォーキング関西　[2020] JTBパブリッシング

平野　雄吾 ルポ入管 筑摩書房

武石　恵美子 女性のキャリア支援 中央経済社

渡辺　惣樹 英国の闇チャーチル ビジネス社
渋沢　栄一 <現代語訳>ベスト・オブ・渋沢栄一 NHK出版

内田　樹 日本習合論 ミシマ社
ブルーノ・マサンエス ユーラシア「超大陸」の地政学 東京堂出版

新藤　宗幸 概説日本の公共政策 東京大学出版会

原　幹 1冊でわかる!経理のテレワーク 中央経済社
太田　康夫 スーパーリッチ 筑摩書房
藻谷　ゆかり コロナ移住のすすめ 毎日新聞出版
坂本　貴志 統計で考える働き方の未来 筑摩書房
三宅　哲之 自宅ではじめるひとりビジネス ナツメ社

<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】

（教育・文化）

376.1 ｷｸ

376.8 ｳｻ

377.9 ﾀｷ
X 388.1 ﾀｶ

（自然科学）
402.9 ｶﾐ
404 ﾆｼ

430.4 ｻﾏ

457 ﾂﾁ
481.1
481.7

488.7 ﾏｷ

（医学）
490.9 ｾﾝ

491.6

493.4
493.9
493.9 ﾏﾂ

496.4 ｸﾎ

498.3 ｶﾝ
498.6 ﾊﾗ
499.1 ﾌｼ

（技術）
518.8 ｻﾃ

Z 518.8 ｼﾝ

519 ﾏｶ

Z 523 ｻｶ
531.3 ｸﾏ 2
549
589.2
589.7 ﾌｸ

（家政）
590 ｲﾃ

591 ｵｷ
593.3
594.2
596
596 ｲﾁ
596 ｵｸ
596 ｶﾐ
596 ﾃﾇ
596 ﾜﾀ
596.04 ﾑﾗ
596.21
596.21 ｶﾜ
596.3 ﾀｶ
596.37 ｷﾑ
596.37 ﾂﾂ

熊谷　英樹 必携「からくり設計」メカニズム定石集　Part2 日刊工業新聞社

福島　槇子 文房具の整理術 玄光社

井出　留美 あるものでまかなう生活 日経BP日本経済新聞
出版本部

荻原　博子 荻原博子の家計引きしめ術 毎日新聞出版
グレイヘアに映える服 ブティック社
季節のリース刺しゅう アップルミンツ

クックパッド株式会社 クックパッドの裏ワザ料理ベスト100 ダイヤモンド社

真木　広造 大鷹 メイツユニバーサルコ
ンテンツ

伊藤　克人 いちばんわかりやすい過敏性腸症候群 河出書房新社
白川　美也子 子どものトラウマがよくわかる本 講談社

仙頭　正四郎 漢方で免疫力をつける 農山漁村文化協会

NHKスペシャル「人
体」取材班 遺伝子 医学書院

宇佐見　天彗
東大現役合格→トップ成績で医学部に進学した僕の超
戦略的勉強法 KADOKAWA

菊地　加奈子
保育園の労務管理と処遇改善等加算・キャリアパスの
実務 日本法令

瀧本　博史 オンライン就活は面接が9割 青春出版社
高橋　昌明 定本酒呑童子の誕生 岩波書店

日本ベントス学会 海岸動物の生態学入門 海文堂出版

神沼　克伊 あしたの南極学 青土社
西村　能一 科学の名著50冊が1冊でざっと学べる KADOKAWA

田畑　純 鱗の博物誌 グラフィック社

左巻　健男 怖くて眠れなくなる化学 PHPエディターズ・グ
ループ

土屋　健 リアルサイズ古生物図鑑　新生代編 技術評論社

松永　正訓 発達障害最初の一歩 中央公論新社

久保田　明子
ただ読むだけでぐんぐん目がよくなる久保田式視力回復ド
リル

主婦の友インフォス

ガンダーリ松本 こころのタイプ別ヨガ KADOKAWA
ユヴァル・ノア・ハラリ 緊急提言パンデミック 河出書房新社
藤井　義晴 薬のギモン早わかり帖 主婦の友社

石田　純子 第一印象で素敵な人になるおしゃれの法則 主婦の友社

陣内　秀信 水都東京 筑摩書房
アンドリュー・マカ
フィー MORE from LESS 日経BP日本経済新聞

出版本部

ジャネット・サディク=
カーン ストリートファイト 学芸出版社

DK社 エレクトロニクスラボ オライリー・ジャパン

酒井　健 ロマネスクとは何か 筑摩書房

市瀬　悦子 目で見てわかる!「材料入れて煮るだけ」レシピ 主婦と生活社
奥薗　壽子 ちょっと作ってみたくなる大人のかしこい手抜きごはん 学研プラス
上島　亜紀 作りおきできる。がっつり!ごはんの友 主婦と生活社
てぬキッチン 魔法のてぬきごはん ワニブックス
渡辺　麻紀 涙がでるほどおいしいスープと煮込み 主婦の友社
村上　祥子 料理家村上祥子式78歳のひとり暮らし 集英社
ベターホーム協会 和食をつなぐ ベターホーム協会

川澄　健 飾りずしの技術・細工ずしの技術 旭屋出版
高橋　ヒロ まいにち米粉 池田書店
木村　幸子 発酵ベジあんのおかずとおやつ WAVE出版
堤　人美 ザ・野菜ライス グラフィック社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

596.65
596.65 ﾅｶ
597.5 ｻｶ
598.3
599 ｷﾅ

（産業）
629.7 ﾔﾏ
645.6 ｺﾊ
659 ｼｹ
670.9 ﾅｶ
673.9 ｲｼ
683.2 ｵｵ

（芸術・美術）
709

749.2

759.9 ｵｻ
764.3
778.2 ｽｽ

（スポーツ・諸芸）
795 ｺｲ

（言語）
811.1 ﾔﾏ
Z 834 ﾀﾁ

（文学）

901.3 ﾐﾔ

916 ｲﾘ
916 ﾊﾂ
918.6

933.7 ｱﾄ

933.7 ｸﾘ
933.7 ﾄﾝ

933.7 ﾊｳ 1

933.7 ﾊｳ 2

933.7 ﾌﾘ 1

933.7 ﾓﾘ

943.7 ﾍﾙ

953.7 ｸﾗ

（日本の小説）
F ｱｻ
F ｱｼ

F ｲｹ

F ｲｽ 4
F ｵｸ
F ｶﾜ
F ｷﾘ
F ｺｼ
F ｼｵ
F ｾﾝ
F ﾅｶ
F ﾅｶ 中山　七里 銀齢探偵社 文藝春秋

長嶋　有 今も未来も変わらない 中央公論新社

小島　環 泣き娘 集英社
塩田　武士 デルタの羊 KADOKAWA

泉　鏡花 澁澤龍彦 泉鏡花セレクション　4 国書刊行会
奥山　景布子 小説真景累ケ淵 二見書房

千田　理緒 五色の殺人者 東京創元社

服部　文祥 サバイバル家族 中央公論新社
星野　舞夜 夜に駆ける 双葉社

三宅　香帆
<読んだふりしたけど>ぶっちゃけよく分からん、あの名作
小説を面白く読む方法 笠間書院

入江　敦彦 英国ロックダウン100日日記 本の雑誌社

山口　謠司 語感力事典 笠間書院

小池　芳弘 洪道場のAI定石辞典 朝日出版社

橘　永久 日本人の9割がじつは知らない英単語100 筑摩書房

凸版印刷株式会社印
刷博物館 日本印刷文化史 講談社

近江　俊秀 海から読み解く日本古代史 朝日新聞出版

鈴木　亮平 行った気になる世界遺産 ワニブックス

尾崎　織女 世界の民芸玩具 大福書林
音楽の友 ベートーヴェン《第九》すみからすみまで 音楽之友社

山田　芳照 これ一冊ではじめる!庭づくりのためのDIY ナツメ社

旭屋出版書籍編集部 ガトーショコラの技術 旭屋出版
中川　たま ふわふわカステラの本 主婦と生活社
阪口　ゆうこ 片付けは減らすが9割 ぱる出版
日本外来小児科学会 ママ&パパにつたえたい子どもの病気ホームケアガイド 医歯薬出版
きなこ こどもとあそぶくらす KADOKAWA

マーガレット・アトウッ
ド 誓願 早川書房
ジョン・グリシャム 「グレート・ギャツビー」を追え 中央公論新社

仲谷　栄一郎 初歩からきちんと英文契約書 中央経済社
石井　光太 夢幻の街 KADOKAWA

小林　照幸 犬と猫 毎日新聞出版
繁延　あづさ 山と獣と肉と皮 亜紀書房

村山　秀太郎 絵本のようにめくる世界遺産の物語　地球の記憶編 昭文社

ジム・トンプスン 雷鳴に気をつけろ 文遊社
ライマン・フランク・
ボーム オズの魔法使い　上 原書房
ライマン・フランク・
ボーム オズの魔法使い　下 原書房
R.オースティン・フリー
マン ソーンダイク博士短篇全集　1 国書刊行会

ケネス・モリス ダフォディルの花 国書刊行会
トーマス・ベルンハル
ト 地下 松籟社
ジャン=クロード・グラ
ンベール 神さまの貨物 ポプラ社

芦沢　央 汚れた手をそこで拭かない 文藝春秋

池澤　夏樹 ワカタケル 日経BP日本経済新聞
出版本部

朝井　リョウ スター 朝日新聞出版

川上　弘美 三度目の恋 中央公論新社
桐野　夏生 日没 岩波書店
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

F ﾅｷ
F ﾅﾂ
F ﾌｶ
F ﾌｾ 17
F ﾐﾔ
F ﾐﾔ 1
F ﾐﾔ 2
F ﾑﾗ

（小説 文庫）
X 911.1 ﾎﾑ
X 918.6
X 933.7 ｴｽ
X 933.7 ｸﾚ

X 933.7 ｸﾚ
X 933.7 ｺﾘ 0-1

X 933.7 ｺﾘ 0-2

X 949.8 ｼﾔ
X F ｳｴ
X F ｻｻ
X F ｼﾊ
X F ﾊﾀ
X F ﾊﾀ
X F ﾊﾀ
X F ﾋｽ
X F ﾓﾘ
X F ﾔﾏ 7

（日本のエッセイ）
E ｶｲ
E ｷｼ
E ﾋﾜ

（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 291.7
K 661.9

（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 334.6 ｺｸ 20

R 370.3
日外アソシエーツ株
式会社 統計図表レファレンス事典 日外アソシエーツ

川口　祐二 島へ、浦へ、磯辺へ ドメス出版
広島のトリセツ 昭文社

国土交通省 土地白書　令和2年版 勝美印刷

岸田　奈美 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった 小学館
甲斐　みのり たべるたのしみ mille books

日和　聡子 この世にて 青土社

森　晶麿 黒猫と歩む白日のラビリンス 早川書房
山本　巧次 大江戸科学捜査八丁堀のおゆう　[7] 宝島社

波多野　聖 メガバンク絶体絶命 幻冬舎
氷月　葵 裏仕掛け 二見書房

畠中　恵 つくもがみ笑います KADOKAWA
波多野　聖 メガバンク宣戦布告 幻冬舎

佐々木　裕一 消えた姫君 KADOKAWA
柴田　錬三郎 わが青春無頼帖 中央公論新社

スティーナ・ジャクソン 娘を呑んだ道 小学館
上田　秀人 密使 KADOKAWA

スーザン・コリンズ ハンガー・ゲーム　0上 KADOKAWA
スーザン・コリンズ ハンガー・ゲーム　0下 KADOKAWA

夏川　草介 始まりの木 小学館
深緑　野分 この本を盗む者は KADOKAWA

凪良　ゆう 滅びの前のシャングリラ 中央公論新社

伏瀬 転生したらスライムだった件　17 マイクロマガジン社

宮城谷　昌光 孔丘 文藝春秋
宮本　昌孝 天離り果つる国　上 PHP研究所
宮本　昌孝 天離り果つる国　下 PHP研究所
村山　由佳 風よあらしよ 集英社

穂村　弘 短歌ください　明日でイエスは2010才篇 KADOKAWA

M.W.クレイヴン ストーンサークルの殺人 早川書房
ウィリアム・リンゼイ・
グレシャム ナイトメア・アリー 扶桑社

長山　靖生 文豪と女 中央公論新社
アレン・エスケンス たとえ天が墜ちようとも 東京創元社
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（まとめ）
00 ﾀ

（道徳）
11 ｳ

（社会）
32 2
36
36

（化学・生物）
41
45
48 ｻ
49
49

（農業）
62 ﾀ

（スポーツ・しゅみ）
78 3
78 4
79 ﾐ

（ことば）
83 ｵ

（日本のよみもの）
91 ｱ 2
91 ｲ
91 ｲ
91 ﾎ

（外国のよみもの）
93
93 ｸ

（日本のえほん）
PN ｲ
PN ｲ 11
PN ｷ
PN ﾀ
PN ﾀ
PN ﾅ
PN ﾔ
PN ﾔ
PNC 4
PNC ｽ

（外国のえほん）
PG ﾇ

PG ﾌ

PG ﾌ
PG ﾌ アンドレ・フランソワ わにのなみだはうそなきなみだ ロクリン社

飯野　和好 ねぎぼうずのあさたろう　その11 福音館書店

ヘンリー・ブラック
ショー おとなのなかのこども 化学同人
マシュー・プライス こまったこまったサンタクロース ほるぷ出版

フラン・ヌニョ しあわせなときの地図 ほるぷ出版

キューライス あばれネコ KADOKAWA
たかい　よしかず ようかいむらのざくざくいもほり 国土社
多田　ヒロシ はんぶんこ こぐま社

藤川　幸之助 一本の線をひくと クリエイツかもがわ

飯野　和好 おふろ、はいる? あかね書房

脇　明子 かじ屋と妖精たち 岩波書店
ミシェル・クエヴァス ブラックホールの飼い方 小学館

岩瀬　成子 おとうさんのかお 佼成出版社
石川　宏千花 拝啓パンクスノットデッドさま くもん出版
堀　直子 セラピードッグのハナとわたし 文研出版

マグヌス・ミスト 小さな悪い本 金の星社

小野田　博一 13歳からの英語が簡単に話せるようになる本 PHPエディターズ・グ
ループ

あいはら　しゅう 迷宮教室　[2] 集英社

谷本　雄治 ケンさん、イチゴの虫をこらしめる フレーベル館

藤田　紀昭 パラスポーツ大百科　3 岩崎書店
藤田　紀昭 パラスポーツ大百科　4 岩崎書店

☆ 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　10月 21日号　No.2

小島　洋祐 小学生からのなんでも法律相談　2巻 文研出版

竹内　薫 中高生の悩みを「理系センス」で解決する40のヒント PHP研究所

メリー=エレン・ウィル
コックス 死について考える本 あかね書房

小泉　和子 昔のお仕事大図鑑 日本図書センター

すぎうら　ゆう 地球ってすごい 旺文社

オオタ　ヤスシ 災害を知る 旺文社

鈴木　晋一 算数ずかん あかね書房

佐藤　克文 動物たちが教えてくれる海の中のくらし 福音館書店
挾間　章博 なぜからはじまる体の科学　「見る」編 保育社
鯉淵　典之 なぜからはじまる体の科学　「食べる・出す」編 保育社

鈴木　勝 どうなってるの?どうぶつの歯　海の生きもの編 はる書房

長野　ヒデ子 せとうちたいこさんふじさんのぼりタイ 童心社
山岡　ひかる どすこーい アリス館
やぎ　たみこ ほげちゃんとおともだち 偕成社
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