
グーグルが消える日 皇位継承の中世史

ジョージ・ギルダー SBクリエイティブ 007 佐伯智広 吉川弘文館 210

小説という毒を浴びる 大人の教養としてのロシア王朝物語

桜庭一樹 集英社 019 あまおかけい 言視舎 238

奈良のミュージアム 一冊でわかるアメリカ史

松田真一 雄山閣 069 関眞興 河出書房新社 253

突破力 松本ぷりっつの夫婦漫才旅

メンタリストDaiGo リベラル社 140 松本ぷりっつ KADOKAWA 291

はい!こちら子ども記者相談室デス! 中山道トコトコ歩き

かめおか子ども新聞 新潮社 159 池田充宏 合同フォレスト 291

日本の神社博物館 旅するパリより住みたいパリ

青木豊 雄山閣 175 今井干美 ごま書房新社 293

ちほ先生が見た岐阜人の不思議 オーロラの日本史

大藪千穂 岐阜新聞社 302 岩橋清美 平凡社 451

もっと言ってはいけない 日本の国石「ひすい」

橘玲 新潮社 304 土山明 成山堂書店 459

誰の味方でもありません 葉っぱはなぜこんな形なのか?

古市憲寿 新潮社 304 林将之 講談社 470

実行力 ゴリラの森、言葉の海

橋下徹 PHP研究所 318 山極寿一 新潮社 489

超孤独死社会 爆発する歯、鼻から尿

菅野久美子 毎日新聞出版 368 トマス・モリス 柏書房 490

学校ハラスメント 共感障害

内田良 朝日新聞出版 372 黒川伊保子 新潮社 491

就活成功塾 スマホが学力を破壊する

齋藤孝 KADOKAWA 377 川島隆太 集英社 493

食で読み解くヨーロッパ がんと向き合い生きていく

加賀美雅弘 朝倉書店 383 佐々木常雄 セブン&アイ出版 494

さまよう遺骨 あなたの指先、変形していませんか?

NHK取材班 NHK出版 385 笠原巖 自由国民社 494

日本の民俗信仰を知るための30章 孟司と誠の健康生活委員会

八木透 淡交社 387 養老孟司 文藝春秋 498

兵隊たちの陸軍史 鎌田式「スクワット」と「かかと落とし」

伊藤桂一 新潮社 396 鎌田實 集英社 498

ゴミ清掃員の日常 手作りで楽しむ毎日エプロンおしゃれエプロン

滝沢秀一 講談社 518 ブティック社 593

プラスチック・フリー生活 かぎ針編みの髪飾り

シャンタル・プラモンドン NHK出版 519 アップルミンツ 594

建築用語図鑑 グレイヘアと生きる

中山繁信 オーム社 520 近藤サト SBクリエイティブ 595

カリスマ失墜　ゴーン帝国の20年 里山食堂が教える果樹の収穫・保存・料理

日経BP 537 西東社編集部 西東社 596

超ロボット化社会 旨し、うるわし、京都ぐらし

新山龍馬 日刊工業新聞社 548 大原千鶴 世界文化社 596

かまわぬ手ぬぐい百科 『枠』を決めれば、モノは減らせる

河出書房新社編集部編 河出書房新社 589 はせがわよしみ 同文舘出版 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(5/21～6/20新着分)



草取りにワザあり! 平安ガールフレンズ

西尾剛 誠文堂新光社 615 酒井順子 KADOKAWA 910

お抹茶のすべて アンサーゲーム

桑原秀樹 誠文堂新光社 619 五十嵐貴久 双葉社 913

ヒット商品の絶対法則 彼女たちの場合は

河瀬和幸 ぱる出版 673 江國香織 集英社 913

わかりやすい交通事故 とむらい屋颯太

吉田杉明 自由国民社 681 梶よう子 徳間書店 913

平成・普通切手総図鑑 アタラクシア

郵趣サービス社 693 金原ひとみ 集英社 913

平成テレビジョン・スタディーズ 百花

太田省一 青土社 699 川村元気 文藝春秋 913

めぐり逢いサンドイッチ

谷瑞恵 KADOKAWA 913

レオナルド・ダ・ヴィンチを旅する 白昼夢の森の少女

池上英洋 平凡社 702 恒川光太郎 KADOKAWA 913

鉛筆一本ではじめる光と陰の描き方 動乱の刑事

OCHABI Institute インプレス 725 堂場瞬一 講談社 913

キッチンでできる草木染めレッスン帖 笑え、シャイロック

佐藤麻陽 ブティック社 753 中山七里 KADOKAWA 913

美空ひばり恋し 夢見る帝国図書館

関口範子 主婦と生活社 767 中島京子 文藝春秋 913

そしていま、一人になった 119

吉行和子 ホーム社 772 長岡弘樹 文藝春秋 913

菓子珊珊 椿宿の辺りに

山下惠光 平凡社 791 梨木香歩 朝日新聞出版 913

暁天の星

葉室麟 PHP研究所 913

一字違いの語彙力 美しき愚かものたちのタブロー

山口謠司 さくら舎 810 原田マハ 文藝春秋 913

旅の台湾華語 限界病院

樂大維 アスク出版 828 久間十義 新潮社 913

英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 初恋さがし

朝尾幸次郎 大修館書店 835 真梨幸子 新潮社 913

英語朗読でたのしむ日本文学 旅は道づれきりきり舞い

青谷優子 アルク 837 諸田玲子 光文社 913

蒼色の大地

薬丸岳 中央公論新社 913

天皇陛下御即位三十年・御成婚六十年記念写真集 つみびと

宮内庁 岐阜新聞社 288 山田詠美 中央公論新社 913

日本国勢図会　2019/20 女と男の絶妙な話。

矢野恒太記念会 351 伊集院静 文藝春秋 914

科学技術白書　令和元年版 孤独という道づれ

文部科学省 日経印刷W502 岸惠子 幻冬舎 914

女の偏差値

林真理子 マガジンハウス 914

中村久子女史と歎異抄 女はいつも四十雀

鍋島直樹 方丈堂出版 289 林真理子 光文社 914

熊谷守一いのちを見つめて ペコロスの母に会いに行く　続

熊谷守一 青幻舎 723 岡野雄一 西日本新聞社 916

現代日本刀の生成 於于野譚　続

青木啓将 言叢社 756 柳夢寅 作品社 929

　　　　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〗


