
読むよむ書く 世界史を作ったライバルたち(上･下)

重松清 幻戯書房 019 アレクシス・ブレゼ 原書房 209

「死」とは何か 元号と日本人

シェリー・ケーガン 文響社 114 宮瀧交二 プレジデント社 210

世界が動いた「決断」の物語 パリ歴史文化図鑑

スティーブン・ジョンソン 朝日新聞出版 141 ドミニク・レスブロ 原書房 235

僕でもできた!「おもしろい」を仕事にする 平成の天皇・皇后両陛下珠玉のおことば

松本圭司 インプレス 159 扶桑社 288

アンミカ流ポジティブ脳の作り方 旅行が200%楽しくなる!スーツケース収納術

アンミカ 宝島社 159 三田村蕗子 辰巳出版 290

鳥居大図鑑 山の都・匠の国飛驒高山

藤本頼生 グラフィック社 175 ディスカバー・ジャパン 291

この数字がわかるだけで日本の未来が読める ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ にわかには信じがたい本当にあったこと

高橋洋一 KADOKAWA 301 デビッド・ブラウン 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 404

管理職のオキテ 独楽の科学

岡本全勝 時事通信出版局 318 山崎詩郎 講談社 423

もしも世界に法律がなかったら 日本の地震地図

木山泰嗣 日本実業出版社 320 岡田義光 東京書籍 453

外国人労働者・移民・難民ってだれのこと? ならべてくらべる絶滅と進化の動物史

内藤正典 集英社 334 川崎悟司 ブックマン社 457

ナゴヤが生んだ「名」企業 ゲノム編集の光と闇

日本経済新聞社 日本経済新聞出版社 335 青野由利 筑摩書房 467

異文化理解の問題地図 海のどうぶつが可愛すぎて!

千葉祐大 技術評論社 336 まつおるか KADOKAWA 481

新!働く理由 精神科医が語る精神の病気

戸田智弘 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 366 ニュートンプレス 493

掃除で心は磨けるのか 日本の腎移植はどう変わったか

杉原里美 筑摩書房 372 高橋幸春 えにし書房 494

女子学生のキャリアデザイン 新型タバコの本当のリスク

野村康則 水曜社 377 田淵貴大 内外出版社 498

子どもが幸せになることば その調理、まだまだ9割の栄養捨ててます!

田中茂樹 ダイヤモンド社 379 世界文化社 498

21世紀の戦争と平和 健康寿命を延ばすための薬食術

三浦瑠麗 新潮社 393 池上文雄 主婦の友社 498

折り紙の科学 母のタンス、娘のセンス

萩原一郎 日刊工業新聞社 501 一色采子 世界文化社 593

超入門!ニッポンのまちのしくみ はじめての刺しゅうひらがな・カタカナ刺しゅう500

福川裕一 淡交社 518 アップルミンツ 594

予測の科学はどう変わる? 固まる糸!HEAT+で編む雑貨

井田喜明 岩波書店 519 毛糸ピエロ 講談社 594

世界を変える電池の科学 おいしい時間をあの人へ

齋藤勝裕 シーアンドアール研究所 572 伊藤まさこ 朝日新聞出版 596

色で着回すスタイリング・ノート 忘れない味

東麻マユカ イースト・プレス 589 平松洋子 講談社 596

暮らしを支える定番の道具134 ガラクタのない家

平松洋子 マガジンハウス 590 井田典子 婦人之友社 597

　　　　５類〖技術・工業・家政学・料理・手芸・育児〗

　　　　０類〖総記・情報・書誌学・雑学〗／
　　　　　　　　１類〖哲学・思想・心理学・宗教〗

　　　　２類〖歴史・伝記・地理・旅行ガイド〗

　　　　３類〖社会・政治・経済・福祉・教育・習俗〗 　　　　４類〖自然科学・健康・医療〗
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新着案内(3/21～4/20新着分)



アスパラガス採りっきり栽培 もの書く人のかたわらには、いつも猫がいた

元木悟 農山漁村文化協会 626 角田光代 河出書房新社 910

草花・鉢花・観葉植物を枯らさない「コツ」! 死にがいを求めて生きているの

天野麻里絵 講談社 627 朝井リョウ 中央公論新社 913

なんで、その価格で売れちゃうの? こうして誰もいなくなった

永井孝尚 PHP研究所 675 有栖川有栖 KADOKAWA 913

絶滅危惧鉄道　2019 マーダーハウス

イカロス出版 686 五十嵐貴久 実業之日本社 913

資格がなくてもインバウンドのツアーガイドになれる本 チンギス紀　４

斉藤常治 秀和システム 689 北方謙三 集英社 913

チコちゃんに叱られる とめどなく囁く

小学館 699 桐野夏生 幻冬舎 913

トリニティ

窪美澄 新潮社 913

いちばんやさしい美術鑑賞 呪護

青い日記帳 筑摩書房 707 今野敏 KADOKAWA 913

あやぺこの粘土で作るプチかわスイーツ 隠居すごろく

あやぺこ 主婦の友社 751 西條奈加 KADOKAWA 913

はじめての「白い切り絵」 落花

平石智美 メイツ出版 754 澤田瞳子 中央公論新社 913

封筒ギフトスタイル 肖像彫刻家

森珠美 日東書院本社 754 篠田節子 新潮社 913

ドラマへの遺言 麦本三歩の好きなもの

倉本聰 新潮社 778 住野よる 幻冬舎 913

はな、茶の湯に出会う 傑作はまだ

はな 淡交社 791 瀬尾まいこ ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 913

雨にも負けず

高杉良 KADOKAWA 913

1日3分脳とのどを鍛える音読落語 傲慢と善良

山口謠司 幻冬舎 809 辻村深月 朝日新聞出版 913

語彙トレ いも殿さま

齋藤孝 KADOKAWA 810 土橋章宏 KADOKAWA 913

このことわざ、科学的に立証されているんです もういちどベートーヴェン

堀田秀吾 主婦と生活社 814 中山七里 宝島社 913

武器としての言葉の力 飛族

柏耕一 三笠書房 816 村田喜代子 文藝春秋 913

尼子姫十勇士

諸田玲子 毎日新聞出版 913

日本中世の王朝・幕府と寺社 孤独のすすめ　続

稲葉伸道 吉川弘文館 185 五木寛之 中央公論新社 914

赤穂浪士の討入り事件を問い質す マリコを止めるな!

長谷川健三 文芸社 210 林真理子 文藝春秋 914

日本の統計 2019 もみじの言いぶん

総務省統計局 日本統計協会 351 村山由佳 ホーム社 914

思わず考えちゃう

ヨシタケシンスケ 新潮社 914

名古屋鉄道車両史 無目的な思索の応答

清水武 アルファベータブックス 686 又吉直樹 朝日出版社 915

空襲で消えた「戦国」の城と財宝 がんと生き、母になる

吉岡孝 平凡社 709 村上睦美 まりん書房 916

中村航・はじめての小説講座作品集 荒野にて

中村航 大垣市文化事業団 980 ウィリー・ヴローティン 早川書房 933

　　　　７類〖芸術・工芸・芸能・スポーツ〗

　　　　８類〖言語・会話・文章術〗

　　　　〖参考図書〗

　　　　〖郷土資料〗

暮　ら　し　と　文　化　を　創　る　読　書　活　動

　　　６類〖産業・農業・園芸・ペット・交通〗 　　　　９類〖文学・小説・エッセイ・自伝〗


