
情報銀行のすべて 世界のミイラ

花谷昌弘 ダイヤモンド社 007 近藤二郎 宝島社 202

はじめよう!ブックコミュニケーション 世界史とつなげて学べ超日本史

村中李衣 金子書房 019 茂木誠 KADOKAWA 210

奇書の世界史 東大教授がおしえる忠臣蔵図鑑

三崎律日 KADOKAWA 020 山本博文 二見書房 210

「自己中」の正体 明智光秀のことがマンガで3時間でわかる本

齋藤孝 辰巳出版 151 津田太愚 明日香出版社 289

哲学人生問答 教養としての「国名の正体」

岸見一郎 講談社 159 藤井青銅 柏書房 290

御朱印でめぐる東海の神社 東海の名城を歩く 岐阜編

『地球の歩き方』編集室 ダイヤモンド・ビッグ社 175 中井均 吉川弘文館 291

日本の論点 2020～21 学校に入り込むニセ科学

大前研一 プレジデント社 304 左巻健男 平凡社 404

2030年の世界地図帳 若い読者に贈る美しい生物学講義

落合陽一 SBクリエイティブ 304 更科功 ダイヤモンド社 460

偽善者たちへ 糸を出すすごい虫たち

百田尚樹 新潮社 304 大崎茂芳 筑摩書房 486

反日種族主義 鳥の骨格標本図鑑

李栄薫 文藝春秋 319 川上和人 文一総合出版 488

「段取りが良い人」と「段取りが悪い人」の習慣 まぁるい死　鳥取・ホスピス診療所の看取り

鈴木真理子 明日香出版社 336 徳永進 朝日新聞出版 490

共感資本社会を生きる そうだったのか!ヒトの生物学

新井和宏 ダイヤモンド社 338 坪井貴司 丸善出版 491

夫婦喧嘩は買ったらダメ。勝ったらダメ。 COPDのことがよくわかる本

野々村友紀子 産業編集センター 367 桂秀樹 講談社 493

ありのままを受け止めて その症状、がんのサインかもしれません

杉山裕太郎 啓文社書房 369 佐藤典宏 PHP研究所 494

校則なくした中学校たったひとつの校長ルール 医者が教える正しい病院のかかり方

西郷孝彦 小学館 376 山本健人 幻冬舎 498

歴史人物怪異談事典 動かないゼロトレ

朝里樹 幻冬舎 388 石村友見 サンマーク出版 498

シークレット・ウォーズ 上･下 ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方食材帖

スティーブ・コール 白水社 391 櫻井大典 ナツメ社 498

にっぽん建築散歩 福を招く干支のお針仕事

小林泰彦 山と溪谷社 523 日本ヴォーグ社 594

宇宙から帰ってきた日本人 サクランボの丸かじり

稲泉連 文藝春秋 538 東海林さだお 朝日新聞出版 596

歩きやすい靴を履いて少ない服でおしゃれする なんとなく不調をととのえるスープ

主婦と生活社 589 鈴木愛 世界文化社 596

なぜ、あなたは「黒い服」を着るのか おもてなしは一品豪華主義でいい

佑貴つばさ マキノ出版 589 サルボ恭子 誠文堂新光社 596

おたのしみ歳時記 志麻さんの気軽に作れる極上おやつ

杉浦さやか ワニブックス 590 志麻 マガジンハウス 596

帯結びのアレンジ 食べることが好きになる離乳食

大竹恵理子 成美堂出版 593 100本のスプーン KADOKAWA 599

　　　　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〗

　　　　５類〖技術・工業・家政学・料理・手芸・育児〗
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新着案内(11/21～12/20新着分)



菜の辞典 グッドバイ

長井史枝 雷鳥社 626 朝井まかて 朝日新聞出版 913

いま、いちばん新しいリースブック 大名倒産 上･下

KADOKAWA 627 浅田次郎 文藝春秋 913

トリマーのための実践上達テクニック 暗約領域

島本彩恵 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 645 大沢在昌 光文社 913

コンテナ物語 約束された移動
マルク・レビンソン 日経BP 681 小川洋子 河出書房新社 913

東京ディズニーリゾートキャストの仕事 歩道橋シネマ

講談社 689 恩田陸 新潮社 913

年賀状のおはなし トヨトミの逆襲

日本郵便株式会社 ゴマブックス 693 梶山三郎 小学館 913

チンギス紀 ６

北方謙三 集英社 913

浮世絵でみる!英雄豪傑図鑑 桃源

中右瑛 パイインターナショナル 721 黒川博行 集英社 913

もっと知りたい「怖い絵」展 せき越えぬ

中野京子 KADOKAWA 723 西條奈加 新潮社 913

HAPPYおばさんのしあわせな暮らし方 犯人は、あなたです

田村セツコ 興陽館 726 新堂冬樹 河出書房新社 913

こういう写真てどう撮るの? 地面師たち

森下えみこ インプレス 743 新庄耕 集英社 913

六古窯を訪ねる グランドシャトー

森孝一 平凡社 751 高殿円 文藝春秋 913

あっぱれ折り紙 大天使はミモザの香り

フチモトムネジ ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 754 高野史緒 講談社 913

貴乃花 我が相撲道 山の上のランチタイム

石垣篤志 文藝春秋 788 高森美由紀 中央公論新社 913

沃野の刑事

堂場瞬一 講談社 913

Let's Try国際手話 人面瘡探偵

全日本ろうあ連盟 801 中山七里 小学館 913

日本語をつかまえろ! 殺しの許可証(ライセンス)

飯間浩明 毎日新聞出版 810 馳星周 毎日新聞出版 913

あて字の素姓 わが殿 上･下

田島優 風媒社 811 畠中恵 文藝春秋 913

星と龍

葉室麟 朝日新聞出版 913

頼山陽と戦争国家 魔法使いと最後の事件

見延典子 南々社 289 東川篤哉 文藝春秋 913

中経企業年鑑 2020 坂の上の赤い屋根

中部経済新聞社 335 真梨幸子 徳間書店 913

日本産鳥類の卵と巣 黒武御神火御殿

内田博 まつやま書房 488 宮部みゆき 毎日新聞出版 913

変半身(かわりみ)

村田沙耶香 筑摩書房 913

日本のおもちゃ 　 　 　 小さいコトが気になります

清水晴風 芸艸堂 759 益田ミリ 筑摩書房 914

茜 アンチ整理術

林貞 砂っこ俳句会 913 森博嗣 日本実業出版社 914

岐阜吟行案内 熊の皮

長田等 俳人協会 913 ジェイムズ・A.マクラフリン 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〗


