
60分でわかる!プログラミング教育最前線 知られざる弥生ライフ

プログラミング教育研究会 技術評論社 007 譽田亜紀子 誠文堂新光社 210

世界の名著見るだけノート 考古学から学ぶ古墳入門

福田和也 宝島社 028 松木武彦 講談社 210

現代用語の基礎知識 平成編 薔薇戦争

自由国民社 031 陶山昇平 イースト・プレス 233

時間術大全 明智光秀・秀満

ジェイク・ナップ ダイヤモンド社 159 小和田哲男 ミネルヴァ書房 289

人間の本性 京都のいいとこ。

丹羽宇一郎 幻冬舎 159 大橋知沙 朝日新聞出版 291

世界魚類神話 英国の街を歩く

篠田知和基 八坂書房 164 梅宮創造 彩流社 293

ロシアを知る。 77冊から読む科学と不確実な社会

池上彰 東京堂出版 302 海部宣男 岩波書店 404

資本主義と民主主義の終焉 恐竜まみれ　発掘現場は今日も命がけ

水野和夫 祥伝社 312 小林快次 新潮社 457

北朝鮮外交秘録 皮膚はすごい

太永浩 文藝春秋 319 傳田光洋 岩波書店 463

ふるさとって呼んでもいいですか もっと知りたい動物園と水族館

ナディ 大月書店 334 小宮輝之 メディアパル 480

プレゼン資料のデザイン図鑑 身近な生き物オス・メス「見分け方」事典

前田鎌利 ダイヤモンド社 336 木村悦子 ベレ出版 481

あなたは何で食べてますか? 安楽死を遂げた日本人

有北雅彦 太郎次郎社エディタス 366 宮下洋一 小学館 490

なぜ共働きも専業もしんどいのか キレる!　脳科学から見た｢メカニズム｣｢対処法｣｢活用術｣

中野円佳 PHP研究所 366 中野信子 小学館 491

65歳超入門 おしゃべりながんの図鑑

川越雄一 産業能率大学出版部 367 小倉加奈子 CCCメディアハウス 491

「忙しいのは当たり前」への挑戦 新しい腸の教科書

妹尾昌俊 教育開発研究所 374 江田証 池田書店 493

趣味とジェンダー 魔法のしりペン体操

神野由紀 青弓社 384 久嬢由起子 扶桑社 498

武器になる情報分析力 本当のたばこの話をしよう

上田篤盛 並木書房 391 片野田耕太 日本評論社 498

世界の都市 かぎ針で編むエコアンダリヤの帽子とバッグ

平本一雄 彰国社 518 アップルミンツ 594

プラスチック汚染とは何か 「ドライフラワーの名前」300がよくわかる図鑑

枝廣淳子 岩波書店 519 主婦と生活社 594

3つのアポロ　月面着陸を実現させた人びと 私でもスパイスカレー作れました!

的川泰宣 日刊工業新聞社 538 印度カリー子 サンクチュアリ出版 596

ハンドメイドの宝石せっけんの教科書 ズドン!とウマいやっこ豆腐

木下和美 エクスナレッジ 576 きじまりゅうた 永岡書店 596

アイスの旅 そうめんの本

甲斐みのり グラフィック社 588 市瀬悦子 枻出版社 596

荻原博子の貯まる家計 清潔な暮らしは1枚のタオルからはじまる

荻原博子 毎日新聞出版 591 新津春子 朝日新聞出版 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(6/21～7/20新着分)



カラー図鑑スパイスの秘密 寂聴先生、ありがとう。

ジル・デイヴィーズ 西村書店 617 瀬尾まなほ 朝日新聞出版 910

生き物を殺して食べる やすらぎの刻(とき)～道～ 第1巻

ルイーズ・グレイ 亜紀書房 642 倉本聰 双葉社 912

グルーマーに必要な「問題犬を扱う」テクニック ノーサイド・ゲーム

中島かおる 誠文堂新光社 645 池井戸潤 ダイヤモンド社 913

スマホ決済の選び方と導入がズバリわかる本 家康謀殺

小宮紳一 秀和システム 673 伊東潤 KADOKAWA 913

ツウになる!クルーズ船の教本 むらさきのスカートの女

川崎豊彦 秀和システム 683 今村夏子 朝日新聞出版 913

令和のいま振り返る平成鉄道できごと帖 あとは切手を、一枚貼るだけ

ネコ・パブリッシング 686 小川洋子 中央公論新社 913

川っぺりムコリッタ

荻上直子 講談社 913

原田マハの印象派物語 いつかの岸辺に跳ねていく

原田マハ 新潮社 723 加納朋子 幻冬舎 913

世界でもっとも美しい装飾写本 いるいないみらい

田中久美子 エムディエヌコーポレーション 723 窪美澄 KADOKAWA 913

ミニチュアフラワーレッスン 炎天夢

宮崎由香里 主婦の友社 751 今野敏 角川春樹事務所 913

市原悦子ことばの宝物 亥子ころころ

市原悦子 主婦の友社 775 西條奈加 講談社 913

カウント2.9から立ち上がれ 緋の河

棚橋弘至 マガジンハウス 788 桜木紫乃 新潮社 913

羽生善治の攻めの教科書 K2

羽生善治 河出書房新社 796 笹本稜平 祥伝社 913

月人壮士(おとこ)

澤田瞳子 中央公論新社 913

日本語教師のためのアクティブ・ラーニング 旧友再会

横溝紳一郎 くろしお出版 810 重松清 講談社 913

齋藤孝の東大式読む力 待ち遠しい

齋藤孝 宝島社 810 柴崎友香 毎日新聞出版 913

先人の知恵を今に生かす四字熟語図鑑 サリエルの命題

佐藤友樹 ナツメ社 814 楡周平 講談社 913

世界一わかりやすい英作文の授業 希望の糸

関正生 KADOKAWA 836 東野圭吾 講談社 913

百の夜は跳ねて

古市憲寿 新潮社 913

子どもに伝えたい年中行事・記念日 愛が嫌い

萌文書林編集部 萌文書林 386 町屋良平 文藝春秋 913

語源が分かる恐竜学名辞典 出身成分

松田眞由美 北隆館 457 松岡圭祐 KADOKAWA 913

47都道府県・花風景百科 フィンガーボウルの話のつづき

西田正憲 丸善出版 472 吉田篤弘 平凡社 913

生のみ生のままで 上・下

綿矢りさ 集英社 913

岐阜県地芝居史 100年人生七転び八転び

丸山幸太郎 丸山幸太郎 386 外山滋比古 さくら舎 914

美濃のやきもの西浦焼 じじばばのるつぼ

久野治 中日出版 751 群ようこ 新潮社 914

奇跡は段ボールの中に 旅の窓からでっかい空をながめる

かのうゆき 中部経済新聞社 936 椎名誠 新日本出版社 915

　　　　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〗


