
人間のトリセツ 暗殺が変えた世界史 上・下

黒川伊保子 筑摩書房 007 ｼﾞｬﾝ=ｸﾘｽﾄﾌ･ﾋﾞｭｲｯｿﾝ 原書房 209

池上彰と現代の名著を読む 戦国忠義と裏切りの作法

池上彰 筑摩書房 019 小和田哲男 G.B. 210

小さな幸せがみつかる世界のおまじない 絵で旅するローマ帝国時代のガリア

亀井英里 パイインターナショナル 147 ジェラール・クーロン マール社 232

やりたいことなんて、なくていい。 皇后誕生　美智子さまから雅子さまへ

伊藤羊一 PHP研究所 159 文藝春秋 288

俺たちの老いじたく 麒麟がくる　明智光秀とその時代

弘兼憲史 祥伝社 159 NHK出版 289

3日で運がよくなる「そうじ力」 目指せ!全国制覇御城印ガイド

舛田光洋 三笠書房 159 萩原さちこ 徳間書店 291

政治学小辞典 算数からはじめて一生使える確率・統計

堀江湛 一藝社 311 佐々木彈 河出書房新社 417

日韓激突 やりなおし高校物理

手嶋龍一 中央公論新社 319 永野裕之 筑摩書房 420

生活実用法律事典 宇宙は無限か有限か

國部徹 自由国民社 320 松原隆彦 光文社 443

日本人の給料はなぜこんなに安いのか おしゃべりな糖

坂口孝則 SBクリエイティブ 332 笠井献一 岩波書店 464

世界標準の経営理論 眠れる美しい生き物

入山章栄 ダイヤモンド社 335 関口雄祐 エクスナレッジ 481

世界「倒産」図鑑 1日1ページ、読むだけで身につくからだの教養365

荒木博行 日経BP 335 デイヴィッド・S.キダー 文響社 490

老～い、どん! 悪の脳科学

樋口恵子 婦人之友社 367 中野信子 集英社 491

レスキューナースが教えるプチプラ防災 超速ストレッチ

辻直美 扶桑社 369 迫田和也 扶桑社 492

大学の問題 問題の大学 子どもたちのビミョーな本音

竹内洋 時事通信出版局 377 武井明 日本評論社 493

モノのはじまりを知る事典 医者が考案した「ラクやせみそ汁」

木村茂光 吉川弘文館 382 小林弘幸 アスコム 498

家族葬ハンドブック マンガでわかる薬のしくみとはたらき事典

柴田典子 主婦の友社 385 丸山敬 ナツメ社 499

首里城　報道写真集 心を摑むビジネス手土産

沖縄タイムス社 521 能町光香 枻出版社 596

5Gでビジネスはどう変わるのか 家政婦makoの手抜きでもごちそう!100円レシピ

クロサカタツヤ 日経BP 547 mako 扶桑社 596

偏愛的インスタントラーメン図鑑 ごはんにかけておいしい。材料2つで炒めもの

大和イチロウ 世界文化社 588 ワタナベマキ 主婦と生活社 596

ためこまない暮らし 東海寿司と魚の店

中山あいこ ｴﾑﾃﾞｨｴﾇｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 590 ぴあ株式会社中部支社 596

かんたん、素敵手ぬいで着物リメイク レンチンホットサラダ

高橋恵美子 西東社 593 小田真規子 文化学園文化出版局 596

古布ものがたり ねぇ、これ捨ててみない?

藤元永美子 亥辰舎 594 ゆるりまい 幻冬舎 597

　　　　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(12/21～1/20新着分)



安心イネつくり 大名倒産　上・下

山口正篤 農山漁村文化協会 616 浅田次郎 文藝春秋 913

乾物便利帖 清く貧しく美しく

星名桂治 里文出版 619 石田衣良 新潮社 913

野菜だより図解土づくりタネまき植えつけ 風に乗って、跳べ

学研プラス 626 川端裕人 朝日学生新聞社 913

犬のための家庭の医学 首
野澤延行 山と溪谷社 645 北野武 KADOKAWA 913

「この人から買いたい!」と思わせる技術 オカシナ記念病院

鷹尾豪 幻冬舎 673 久坂部羊 KADOKAWA 913

小さな鉄道のぶらり旅 抵抗都市

長屋良行 ゆいぽおと 686 佐々木譲 集英社 913

キッドの運命

中島京子 集英社 913

名画の中の恋人たち 風間教場

永井龍之介 池田書店 723 長岡弘樹 小学館 913

ものは言いよう 瓦礫の死角

ヨシタケシンスケ 白泉社 726 西村賢太 講談社 913

なんとかする工作 赤い部屋異聞

青木亮作 玄光社 750 法月綸太郎 KADOKAWA 913

魔法のグルーデコ・ジュエリー&アクセサリー まずはこれ食べて

西田真弓 日東書院本社 751 原田ひ香 双葉社 913

タカラヅカの解剖図鑑 春とび娘

中本千晶 エクスナレッジ 775 原宏一 双葉社 913

知識ゼロからの寅さん入門 涙をなくした君に

岡村直樹 幻冬舎 778 藤野恵美 新潮社 913

芸人と影 黒武御神火御殿

ビートたけし 小学館 779 宮部みゆき 毎日新聞出版 913

ぷくぷく

森沢明夫 小学館 913

おなかぺこぺこオノマトペ できない相談

きのとりこ 千倉書房 810 森絵都 筑摩書房 913

<図解>まるわかり時事用語 桔梗の旗

ニュース・リテラシー研究所 新星出版社 814 谷津矢車 潮出版社 913

英語でガイドする東京+オリンピック リボンの男

ｼｮｰﾝ･ﾏｲｹﾙ･ｳｨﾙｿﾝ 講談社 837 山崎ナオコーラ 河出書房新社 913

老人初心者の覚悟

阿川佐和子 中央公論新社 914

世界の神話英雄事典 大人のカタチを語ろう。

吉田敦彦 河出書房新社 164 伊集院静 集英社 914

シマダス 気がつけば、終着駅

日本離島センター 日本離島センター 291 佐藤愛子 中央公論新社 914

星の文化史事典 毎朝ちがう風景があった

出雲晶子 白水社 443 椎名誠 新日本出版社 915

十二月の十日

ジョージ・ソーンダーズ 河出書房新社 933

我が町の歴史と沿革 流れは、いつか海へと

久瀬川３丁目親睦会 231 ウォルター・モズリイ 早川書房 933

岐阜大学の七十年 ミレニアム　６（上・下）

岐阜大学 377 早川書房 949

白球の苑 プラヴィエクとそのほかの時代

岐阜県高等学校野球連盟 783 オルガ・トカルチュク 松籟社 989

　　　　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〗


