
【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（総記・情報）
017.2 ﾜﾀ
019.2 ｱﾘ

（哲学・思想）
Z 104 ｶﾌ
Z 141.5 ﾎｿ
Z 141.9 ｵｼ
183 ｽｽ
Z 188.9 ｻﾀ

（歴史・紀行）
Z 210.6 ﾌｼ
222
Z 227.2 ｱｵ
Z 242 ｼﾉ

（伝記）
Z 289.1 ｵﾀ
Z 289.1 ﾊﾗ

（社会科学）
Z 302.2 ﾊﾙ

312.2 ｺｳ

Z 319.1 ﾋﾀ

（経済）
Z 333.8 ｶﾆ
335.2 ｽｷ
338.5
Z 361.4 ｺｳ
Z 361.7 ﾖｼ
367.2 20
Z 368.3 ｻｶ

369.2

369.3 ﾔﾏ

（自然科学）
448.9 ﾒｲ

461.1 ｵｵ
468.3 ｽﾋ
Z 486.6 ﾅｶ
489.9 ﾔﾏ

（医学）
490.4 ｵｵ
493.7
Z 493.7
Z 493.8 ﾔﾏ

494.5

495 ﾏﾂ
Z 498.6 ﾑﾗ 村中　璃子 新型コロナから見えた日本の弱点 光文社

春木　育美 韓国社会の現在 中央公論新社

杉浦　泰 20社のV字回復でわかる「危機の乗り越え方」図鑑 日経BP
堀総合法律事務所 スタンダード営業店の金融法務 経済法令研究会

がん・感染症センター
都立駒込病院 がんと闘う病院 講談社

松村　圭子 これってホルモンのしわざだったのね 池田書店

ジョシュア・ウォン
言論の不自由 香港、そしてグローバル民主主義にいま何
が起こっているのか 河出書房新社

日高　義樹 米中時代の終焉 PHP研究所

佐高　信 池田大作と宮本顕治 平凡社

木下　昌輝 信長空白の百三十日 文藝春秋
伊藤　之雄 真実の原敬 講談社

集英社
細谷　功 問題発見力を鍛える 講談社
小塩　真司 性格とは何か 中央公論新社
鈴木　永城 お経の意味がやさしくわかる本 河出書房新社

【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　9月 1日号　No.1

○ 一般書 ○

青木　健 ペルシア帝国 講談社
篠田　航一 盗まれたエジプト文明 文藝春秋

藤野　裕子 民衆暴力 中央公論新社
岡本　隆司 一冊でわかる中国史 河出書房新社

和田　幸子 主体的な学びを支える学校図書館 少年写真新聞社

有元　秀文 はじめての読書メソッド 合同出版

マルクス・ガブリエル 全体主義の克服

蟹江　憲史 SDGs<持続可能な開発目標> 中央公論新社

内閣府男女共同参画局 男女共同参画白書　令和2年版 勝美印刷
坂口　恭平 苦しい時は電話して 講談社

鴻上　尚史 同調圧力 講談社
吉見　俊哉 東京裏返し 集英社

ベッツィ・メイソン 地図の博物図鑑 日経ナショナルジオグ
ラフィック社

YPS横浜ピアスタッフ
協会 精神障害者が語る恋愛と結婚とセックス 明石書店

山村　武彦 実践的分散避難と避難所運営 ぎょうせい

中村　計 クワバカ 光文社
山極　寿一 人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 家の光協会

大島　靖美 400年生きるサメ、4万年生きる植物 化学同人
メノ・スヒルトハウゼン 都市で進化する生物たち 草思社

岩波　明 おとなの発達障害 光文社
ヤマザキ　マリ パンデミックの文明論 文藝春秋

大野　智 健康・医療情報の見極め方・向き合い方 大修館書店
林　寧哲 大人の発達障害グレーゾーンの人たち 講談社

<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】

（技術）
546.7 ﾆｼ
Z 548.3 ｶｽ

（家政）
596.35 ｳｽ
596.65 ﾄｳ

（産業）
617.4 ｸﾘ
675 ﾋｻ
693.2

（芸術・美術）
702 ﾓﾘ
Z 704 ﾔﾏ
Z 726.1 ﾄﾀ
Z 762.1 ｵｵ
743.4 ﾊﾊ
Z 770.6 ｵｵ
778.7 ｵｵ

（言語）
Z 815 ﾊｼ

（文学）
910.2 ﾀﾆ
933.7 ﾄﾚ

933.7 ﾐﾂ

953.7 ｱﾐ

（日本の小説）
F ｱｵ
F ｱｻ
F ｱｼ
F ｵﾉ
F ｵﾝ
F ｻﾜ
F ｽｶ
F ﾀﾅ
F ﾄｵ
F ﾅｶ
F ﾅｶ
F ﾅｶ
F ﾆｼ
F ﾊﾗ
F ﾓﾓ 2
F ﾖｼ

（小説 文庫）
X E ｺﾊ
X F ｼﾝ
X F ﾉﾑ
X F ﾏｻ

（日本のエッセイ）
E ｱﾝ

（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 010.3

吉森　大祐 ぴりりと可楽! 講談社

春日　知昭 面白いことは上司に黙ってやれ 光文社
西上　いつき 電車を運転する技術 SBクリエイティブ

うすい　はなこ 干物料理帖 日東書院本社
tomei 透明愛好家 世界一美しい透明スイーツレシピ KADOKAWA

栗原　俊輔 ぼくは6歳、紅茶プランテーションで生まれて。 合同出版

デズモンド・モリス アートにみる身ぶりとしぐさの文化史 三省堂

久松　慎一 動画マーケティング トーク術&撮影・制作テクニック 玄光社
戦争と郵便 切手の博物館

大山　眞人 『陸軍分列行進曲』とふたつの『君が代』 平凡社
パパカメラ しあわせカメラ 自由国民社

山口　桂 美意識を磨く 平凡社
戸田　慧 英米文学者と読む「約束のネバーランド」 集英社

橋本　陽介 「文」とは何か 光文社

大崎　洋 吉本興業の約束 文藝春秋
大塚　康生 大塚康生画集 玄光社

千葉　俊二 谷崎潤一郎性慾と文学 集英社
ウィリアム・トレヴァー ラスト・ストーリーズ 国書刊行会

青柳　碧人 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 双葉社

デイヴィッド・ミッチェ
ル ボーン・クロックス 早川書房
サンティアゴ・H.アミゴ
レナ 内なるゲットー 河出書房新社

あさの　あつこ ハリネズミは月を見上げる 新潮社
芦沢　央 僕の神さま KADOKAWA

澤村　伊智 うるはしみにくしあなたのともだち 双葉社
菅　浩江 歓喜の歌 早川書房

小野寺　史宜 タクジョ! 実業之日本社
温　又柔 魯肉飯(ロバプン)のさえずり 中央公論新社

長浦　京 アンダードッグス KADOKAWA
中島　たい子 かきあげ家族 光文社

田中　啓文 竹林の七探偵 光文社
遠田　潤子 雨の中の涙のように 光文社

原田　ひ香 口福のレシピ 小学館
百黒　雅 エステルドバロニア　2 KADOKAWA

中山　七里 テロリストの家 双葉社
西澤　保彦 夢魔の牢獄 講談社

小林　秀雄 批評家失格 新潮社

まさき　としか あの日、君は何をした 小学館

新堂　冬樹 ウチの担任が熱すぎて! 双葉社
野村　美月 記憶書店うたかた堂の淡々 講談社

日本図書館情報学会
用語辞典編集委員会 図書館情報学用語辞典 丸善出版

安野　光雅 私捨悟入 朝日新聞出版
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

R 373.1 19
R 383.1 ﾆﾕ
R 519.1 ｺｳ 20

R 692.1 20

文部科学省 文部科学白書　令和元年度 サンワ

総務省 情報通信白書　令和2年版 日経印刷

アレックス・ニューマン 装い・服飾用語事典 柊風舎
公害等調整委員会 公害紛争処理白書　令和2年版 蔦友印刷
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【請求記号】 【著者】 【書名】 【出版社名】

（社会）
36

（化学・からだ）
44 ｸ
49

（日本のよみもの）
91 ｷ
91 ﾏ 2

（外国のよみもの）
92 ﾂ

97 ﾌ

（日本のえほん）
PN ｵ

PN ｶ
PN ｻ
PN ﾀ
PN ﾆ

（外国のえほん）
PG ﾘ

澤井　智毅 大人は知らない今ない仕事図鑑100 講談社

松素　めぐり 保健室経由、かねやま本館。　2 講談社

☆ 児童書 ☆

曹　文軒 青銅とひまわり 樹立社
エリーザ・プリチェッ
リ・グエッラ 紙の心 岩波書店

楠　章子 星空をつくるプラネタリウム・クリエーター大平貴之 文研出版
内海　裕美 スマホとゲーム障害 少年写真新聞社

木内　南緒 AIロボット、ひと月貸します! 岩崎書店

おがわ　りょうこ ちいさなラッコたびにでる 神戸新聞総合出版
センター

苅田　澄子 だいぶつさまおまつりですよ アリス館

マランク・リンク びーだまふくろう ほるぷ出版

西條　八十 ひょうたんとかえる 鈴木出版
タツトミ　カオ にんじゃたこまる・いかまる チャイルド本社
西本　鶏介 いろりからでてきたくろいて 鈴木出版
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