
物語の海を泳いで ビジュアルマップ大図鑑世界史

角田光代 小学館 019 DK社 東京書籍 209

街角図鑑 街と境界編 AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争

三土たつお 実業之日本社 049 庭田杏珠 光文社 210

政治部不信 池上彰のまんがでわかる現代史 東アジア

南彰 朝日新聞出版 070 池上彰 小学館 220

勝間式ネオ・ライフハック100 ドタバタ関ケ原

勝間和代 KADOKAWA 159 長谷川ヨシテル 柏書房 281

2020年6月30日にまたここで会おう 明治を生きた男装の女医

瀧本哲史 星海社 159 田中ひかる 中央公論新社 289

六十代と七十代心と体の整え方 日帰り山あるき東海

和田秀樹 バジリコ 159 JTBパブリッシング 291

コロナショックと昭和おじさん社会 目でみる数字

河合薫 日経BP 302 岡部敬史 東京書籍 410

私は真実が知りたい 日常の不思議を物理学で知る

赤木雅子 文藝春秋 312 松原隆彦 山と溪谷社 420

簡単解説今さら聞けないアメリカ大統領選のしくみ 見えない絶景

文響社編集部 文響社 314 藤岡換太郎 講談社 452

太平洋を渡った杉原ビザ 地下水・湧水の疑問50

高橋文 岐阜新聞社 316 日本地下水学会 成山堂書店 452

公文書危機 観察を楽しむ特徴がわかる岩石図鑑

毎日新聞取材班 毎日新聞出版 317 西本昌司 ナツメ社 458

「許せない」がやめられない 驚愕!竹島水族館ドタバタ復活記

坂爪真吾 徳間書店 367 小林龍二 風媒社 480

一家に一冊!防災アイデア手帖 生き物の死にざま

世界文化社 369 稲垣栄洋 草思社 481

とことん紙コップレシピ コロナ時代を生きるヒント

野出正和 チャイルド社 376 鎌田實 潮出版社 490

こわい顔じゃ伝わらないわよ パニック障害に負けない本

尾木直樹 新日本出版社 379 渡部芳徳 主婦の友社 493

すぐに役立つ366日記念日事典 (上･下) 感染症はぼくらの社会をいかに変えてきたのか

加瀬清志 創元社 386 小田中直樹 日経BP 493

イスラエル諜報機関暗殺作戦全史 (上･下) 患者が絶えないカリスマ眼科医がやっている失明しない習慣

ロネン・バーグマン 早川書房 391 平松類 小学館 496

すごい!品質検査 知っておいしい調味料事典

うえたに夫婦 PHPエディターズ・グループ 509 鈴木裕貴 実業之日本社 588

ゴミ清掃員の日常 ミライ編 佐伯式艶肌術と心磨き

滝沢秀一 講談社 518 佐伯チズ さくら舎 595

建築・道路・境界の法律知識 お昼ごはんのめんレシピ!

デイリー法学選書編修委員会 三省堂 520 きじまりゅうた 学研プラス 596

日本の山城を歩く とろけるしあわせ冷たいおやつ

小和田哲男 山川出版社 521 主婦の友社 596

家づくりのプロが教えるスゴ技88 水谷妙子の片づく家

エクスナレッジ 527 水谷妙子 主婦と生活社 597

心をととのえるインテリア 家事でモメない部屋づくり

加藤登紀子 光文社 529 三木智有 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 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(7/21～8/20新着分)



あした、ハーブを植えよう 風を結う あさのあつこ 実業之日本社 913

山本真理 光村推古書院 617 ヴァルキリー 安生正 徳間書店 913

京都発・庭の歴史 法廷遊戯 五十嵐律人 講談社 913

今江秀史 世界思想社 629 Sが泣いた日 伊兼源太郎 講談社 913

わさびの日本史 赤い砂を蹴る

山根京子 文一総合出版 657 石原燃 文藝春秋 913

ポイントを無駄にしない活用法 そこにはいない男たちについて

山田稔 辰巳出版 673 井上荒野 角川春樹事務所 913

名鉄の支線、廃線 （下） 陽眠る 上田秀人 角川春樹事務所 913

生田誠 アルファベータブックス 686 スキマワラシ 恩田陸 集英社 913

チコちゃんに叱られる ３ コロナ黙示録 海堂尊 宝島社 913

小学館 699 二百十番館にようこそ

加納朋子 文藝春秋 913

二重拘束のアリア

鳥獣戯画の国 川瀬七緒 小学館 913

金子信久 講談社 721 チンギス紀 8 北方謙三 集英社 913

もっと知りたいピカソ 虜囚の犬 櫛木理宇 KADOKAWA 913

大高保二郎 東京美術 723 ティンカー・ベル殺し

馬場のぼるのスケッチブック 小林泰三 東京創元社 913

馬場のぼる こぐま社 726 オフマイク 今野敏 集英社 913

今日から「ときめきカメラ生活」 図書館の子 佐々木譲 光文社 913

橋本哲 主婦の友社 743 希望の峰マカルー西壁

大人かわいい折り紙ギフト&ペーパー雑貨 笹本稜平 祥伝社 913

日本ペーパーアート協会 ブティック社 754 百年と一日 柴崎友香 筑摩書房 913

私はC-3PO 光秀の選択 鈴木輝一郎 毎日新聞出版 913

アンソニー・ダニエルズ 世界文化社 778 首里の馬 高山羽根子 新潮社 913

Q&Aでわかる山の快適歩行術 サキの忘れ物

野中径隆 山と溪谷社 786 津村記久子 新潮社 913

リザーバーの教科書 やわらかい砂のうえ

月刊Basser編集部 つり人社 787 寺地はるな 祥伝社 913

羽生善治の脳トレ一手詰 破局 遠野遙 河出書房新社 913

小学館クリエイティブ 796 毒島刑事最後の事件

中山七里 幻冬舎 913

食王 楡周平 祥伝社 913

リモートワークの日本語 いちねんかん 畠中恵 新潮社 913

石黒圭 小学館 809 君に読ませたいミステリがあるんだ

オンライン会議の教科書 東川篤哉 実業之日本社 913

堀公俊 朝日新聞出版 809 来世の記憶 藤野可織 KADOKAWA 913

日本の古典を英語で読む オールドタイムズ

ピーター・J.マクミラン 祥伝社 910 本城雅人 講談社 913

京都に女王と呼ばれた作家がいた 夢をかなえるゾウ 4

花房観音 西日本出版社 910 水野敬也 文響社 913

黄色い夜 宮内悠介 集英社 913

一人称単数 村上春樹 文藝春秋 913

都市データパック 2020 女だてら 諸田玲子 KADOKAWA 913

東洋経済新報社 318 大江戸火龍改

全國弐百弐拾藩藩札図鑑 夢枕獏 講談社 913

大場俊賢(編) 島津書房 337 悪霊じいちゃん風雲録

山羊さん除草隊 輪渡颯介 早川書房 913

渡辺祥二 まつお出版 610 漂流者の生きかた

芭蕉（中公文庫 ） 五木寛之 東京書籍 914

高浜虚子 中央公論新社 B911 欲が出ました ヨシタケシンスケ 新潮社 914

暮　ら　し　と　文　化　を　創　る　読　書　活　動

　　　　７類〖芸術・工芸・芸能・スポーツ〗

　　　　８類〖言語・会話・文章術〗
　　　　　　　　　　　　　／９類〖文芸論・詩歌・古典〗

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

　　　3階郷土資料室〖参考図書･郷土資料〗


