
GAFA×BATH くずし字辞典を引いて古文書を読もう

田中道昭 日本経済新聞出版社 007 油井宏子 東京堂出版 210

アウトルック最速仕事術 大嘗祭の世界

森新 ダイヤモンド社 007 真弓常忠 学生社 210

心理学でわかる女子の人間関係・感情辞典 奪われたクリムト

石原加受子 朝日新聞出版 143 エリザベート・ザントマン 梨の木舎 234

苦しかったときの話をしようか ヴェルサイユ宮殿 影の主役たち

森岡毅 ダイヤモンド社 159 ジャック・ルヴロン 河出書房新社 235

70歳のたしなみ おがっちの韓国さらん本

坂東眞理子 小学館 159 おがっち ハーベスト出版 292

英語で味わう聖書のことば 極北のひかり

長田晃 いのちのことば社ﾌｫﾚｽﾄﾌﾞｯｸｽ 193 松本紀生 クレヴィス 295

池上彰が聞く韓国のホンネ 科学する心

池上彰 朝日新聞出版 302 池澤夏樹 集英社インターナショナル 404

「社会を変えよう」といわれたら 世にも美しき数学者たちの日常

木下ちがや 大月書店 312 二宮敦人 幻冬舎 410

最高裁に告ぐ 植物なんでも事典

岡口基一 岩波書店 327 柴田規夫 文一総合出版 470

世界をダメにした10の経済学 図解巣箱のつくり方かけ方

ビョルン・ヴァフルロース 日本経済新聞出版社 331 飯田知彦 創森社 488

働き方2.0vs4.0 写真でつづるニホンザルの暮らしと心

橘玲 PHP研究所 366 中道正之 大阪大学出版会 489

定年夫婦のトリセツ 自分でできる!はじめての気功

黒川伊保子 SBクリエイティブ 367 小池義孝 自由国民社 492

親から始まるひきこもり回復 脳を傷つけない子育て

桝田智彦 ハート出版 367 友田明美 河出書房新社 493

ヒマラヤに学校をつくる がんと腹水治療

吉岡大祐 旬報社 372 松崎圭祐 星の環会 494

未知に勝つ子育て 透明で目立たないマウスピース矯正“インビザライン”

アグネス・チャン 小学館 379 亀山哲郎 ライティング 497

子育てのきほん ランナーが知っておくべき歩き方

佐々木正美 ポプラ社 379 みやすのんき 実業之日本社 498

おにぎりの文化史 頑張りすぎるあなたのための会社を休む練習

横浜市歴史博物館 河出書房新社 383 志村和久 イースト・プレス 498

天皇陛下と皇族方と乗り物と 世界一ためになる!美容成分図鑑

工藤直通 講談社ビーシー 536 佐藤薫 新星出版社 595

指物の基礎と製作技法 料理が苦痛だ

大工道具研究会 誠文堂新光社 583 本多理恵子 自由国民社 596

そろそろ、ジュエリーが欲しいと思ったら 読む寿司

伊藤美佐季 ダイヤモンド社 589 河原一久 文藝春秋 596

紳士靴完全バイブル まいにち冷奴

上田哲司 ナツメ社 589 小林まさみ 成美堂出版 596

かわいい背守り刺繡 レモンのお菓子とケーキ

堀川波 誠文堂新光社 594 齋藤真紀 枻出版社 596

デニムカラーの糸でおしゃれ手づくり 悦な収納のすすめ

主婦と生活社 594 本多さおり 主婦の友社 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(4/21～5/20新着分)



超図解野菜の生育診断&回復ワザ 宮中歌会始全歌集

『やさい畑』菜園クラブ 家の光協会 626 宮内庁 東京書籍 911

60代からのガーデニング シーソーモンスター

ブティック社 629 伊坂幸太郎 中央公論新社 913

猫の寿命は8割が“ごはん”で決まる! 不老虫

梅原孝三 双葉社 645 石持浅海 光文社 913

養蜂大全 帝国ホテル建築物語

松本文男 誠文堂新光社 646 植松三十里 PHP研究所 913

minneが教える売れるきほん帖 それからの四十七士

和田まお インプレス 673 岡本さとる 祥伝社 913

変容するNHK 見えない轍

川本裕司 花伝社 699 鏑木蓮 潮出版社 913

呪護

今野敏 KADOKAWA 913

美しい世界の文様を彫るソープカービング 転生

智美 メイツ出版 711 笹本稜平 双葉社 913

奇想の系譜 人類最年長

辻惟雄 小学館 721 島田雅彦 文藝春秋 913

こう描けば絵は上手くなる アンド・アイ・ラブ・ハー

醍醐芳晴 芸術新聞社 724 小路幸也 集英社 913

飛行機撮影ハンドブック おまえの罪を自白しろ

井上六郎 技術評論社 743 真保裕一 文藝春秋 913

ドナルド・キーンのオペラへようこそ! 不見(みず)の月

ドナルド・キーン 文藝春秋 766 菅浩江 早川書房 913

観るまえに読む大修館スポーツルール 2019 バシレウス

大修館書店 780 塚本青史 NHK出版 913

焼跡の二十面相

辻真先 光文社 913

マイナスな心の片づけかた 風魔と早雲

藤野良孝 自由国民社 810 東郷隆 エイチアンドアイ 913

辞書編集、三十七年 帰還

神永曉 草思社 813 堂場瞬一 文藝春秋 913

耳が喜ぶスペイン語 サバティカル

フリオ・ビジョリア・アパリシオ 三修社 861 中村航 朝日新聞出版 913

はじめてのイタリア語 ポルシェ太郎

高橋美佐 明日香出版社 870 羽田圭介 河出書房新社 913

ブルー

葉真中顕 光文社 913

平成災害史事典　平成26年～平成30年 キボウのミライ

日外アソシエーツ 210 福田和代 祥伝社 913

水運史から世界の水へ 指名手配作家

徳仁親王 NHK出版 517 藤崎翔 双葉社 913

最新文学賞事典　2014-2018 検事の信義

日外アソシエーツ 910 柚月裕子 KADOKAWA 913

マジカルグランマ

柚木麻子 朝日新聞出版 913

みの日記 一度きりの人生だから

服部みれい 地球丸 946 伊集院静 双葉社 914

芭蕉庵の終括 おやつが好き

濱森太郎 三重大学出版会 B911 坂木司 文藝春秋 914

心で読む『おくのほそ道』 基礎からわかる漢詩の読み方・楽しみ方

瀬川照子 大盛堂書房 B915 鷲野正明 メイツ出版 921

　　　　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〗


