
毎日がもっと輝くみんなのノート術 壁の世界史

日本能率協会ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ 002 イアン・ヴォルナー 中央公論新社 209

Zoomはじめました 六国史以前

秋田稲美 WAVE出版 007 関根淳 吉川弘文館 210

ミニマリスト スマホの中を片付ける だから拙者は負けました。

飯島彩香 KADOKAWA 007 本郷和人 宝島社 210

スペースキーで見た目を整えるのはやめなさい 関ケ原大乱、本当の勝者

四禮静子 技術評論社 007 白峰旬 朝日新聞出版 210

物語を売る小さな本屋の物語 石に刻まれた江戸時代

鈴木潤 晶文社 024 関根達人 吉川弘文館 210

なりたいようになりなさい 鉄路の果てに

小林照子 日本実業出版社 159 清水潔 マガジンハウス 210

ワイルドサイドをほっつき歩け 数学公式のはなし

ブレイディみかこ 筑摩書房 302 大村平 日科技連出版社 410

大前研一 世界の潮流 2020～21 正多面体は本当に5種類か

大前研一 プレジデント社 304 小林吹代 技術評論社 414

交渉力 化学大図鑑

橋下徹 PHP研究所 318 桜井弘 ニュートンプレス 430

コロナショック・サバイバル 消滅絶景

冨山和彦 文藝春秋 332 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 450

日本の少子化対策はなぜ失敗したのか? 外来生物のきもち

山田昌弘 光文社 334 大島健夫 メイツユニバーサルコンテンツ 468

中小企業が本当に使える補助金ベスト100 おどろきダンゴムシ図鑑

小泉昇 自由国民社 335 奥山風太郎 幻冬舎 485

雑談の一流、二流、三流 先端医療と向き合う

桐生稔 明日香出版社 336 橳島次郎 平凡社 490

炎上CMでよみとくジェンダー論 全国認知症カフェガイドブック

瀬地山角 光文社 367 コスガ聡一 クリエイツかもがわ 493

中高年ひきこもり 色弱の子どもがわかる本

斎藤環 幻冬舎 367 ｶﾗｰﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ機構 かもがわ出版 496

人生に必要な教養は中学校教科書ですべて身につく 足腰は1分で強くなる!

池上彰 中央公論新社 375 高子大樹 自由国民社 498

1日15分の読み聞かせが本当に頭のいい子を育てる おから美腸レシピ

齋藤孝 マガジンハウス 379 藤橋ひとみ ベストセラーズ 498

日本珍景踏切 身のまわりのものでできる手作りマスク

伊藤博康 創元社 516 寺西恵里子 日東書院本社 594

名城の石垣図鑑 世界一ズボラなBOXパン!

小和田哲男 二見書房 521 斎藤ゆかり ワニブックス 596

タイル建築探訪 野菜が長持ち&使い切るコツ、教えます!

酒井一光 青幻舎 523 島本美由紀 小学館 596

メーター検針員テゲテゲ日記 みきママの100楽レシピ

川島徹 三五館シンシャ 540 藤原美樹 扶桑社 596

シンプルなクローゼットが地球を救う ざんねんな収納

エリザベス・L.クライン 春秋社 589 おさめますよ パイインターナショナル 597

さらに、やめてみた。 子どもが片づけしたくなる104のアイディア

わたなべぽん 幻冬舎 590 小堀愛生 文化学園文化出版局 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(6/21～7/20新着分)



捨てられる食べものたち あめつちのうた

井出留美 旬報社 611 朝倉宏景 講談社 913

鉢で育てるブルーベリー 鶴屋南北の殺人

玉田孝人 創森社 625 芦辺拓 原書房 913

カイコの科学 紅蓮浄土 天野純希 KADOKAWA 913

日本蚕糸学会 朝倉書店 633 夏の迷い子 泉麻人 中央公論新社 913

猫の腎臓病がわかる本 日本蒙昧前史

宮川優一 女子栄養大学出版部 645 磯崎憲一郎 文藝春秋 913

ネットビジネス進化論 囚われの山 伊東潤 中央公論新社 913

尾原和啓 NHK出版 670 ボニン浄土 宇佐美まこと 小学館 913

名鉄の支線、廃線 (上) 遺品博物館 太田忠司 東京創元社 913

生田誠 アルファベータブックス 686 漣のゆくえ 梶よう子 徳間書店 913

不良 北野武 集英社 913

生かさず、殺さず

絵本のようにめくる世界遺産の物語 久坂部羊 朝日新聞出版 913

村山秀太郎 昭文社 709 代表取締役アイドル

絵手紙初心者のための10のヒント 小林泰三 文藝春秋 913

清野章子 日貿出版社 724 黙示 今野敏 双葉社 913

90歳セツの新聞ちぎり絵 夜の向こうの蛹たち

木村セツ 里山社 726 近藤史恵 祥伝社 913

家族写真の魔法 家族じまい 桜木紫乃 集英社 913

森藤ヒサシ WAVE出版 740 ないものねだりの君に光の花束を

折り鶴クラフト 汐見夏衛 KADOKAWA 913

森本美和 講談社 750 会いに行って 笙野頼子 講談社 913

まんが古関裕而ものがたり 奈落で踊れ 月村了衛 朝日新聞出版 913

内藤誠 彩流社 762 ヒポクラテスの試練

麒麟がくる 後編 中山七里 祥伝社 913

池端俊策(ほか) NHK出版 778 つながりません

ういてまて 水難学会指定指導法準拠テキスト 長岡弘樹 角川春樹事務所 913

斎藤秀俊 新潟日報事業社 785 チーム・オベリベリ

受け師の道 百折不撓の棋士・木村一基 乃南アサ 講談社 913

樋口薫 東京新聞 796 あしたの華姫 畠中恵 KADOKAWA 9136

ヒカリ 花村萬月 光文社 913

縄紋 真梨幸子 幻冬舎 913

蚕と戦争と日本語 せきれいの詩 村木嵐 幻冬舎 913

小川誉子美 ひつじ書房 810 おいしくて泣くとき

英語で話せる日本図鑑 森沢明夫 角川春樹事務所 913

永岡書店 837 月の客 山下澄人 集英社 913

いぬの絵本いっぱい! 憂き夜に花を

DBジャパン DBジャパン 909 吉川永青 中央公論新社 913

句集 春がきて 死という最後の未来

黛執 角川文化振興財団 911 石原慎太郎 幻冬舎 914

沢木耕太郎セッションズ<訊いて、聴く> (１~４)

沢木耕太郎 岩波書店 914

国旗大図鑑  デザインから世界が見える 人間の義務 曽野綾子 新潮社 914

苅安望 岩崎書店 288 美女ステイホーム

ぎょぶる  岐阜る。 林真理子 マガジンハウス 914

ぎょぶる NPO法人北九州・魚部 487 村上T 村上春樹 マガジンハウス 914

日本俗語大辞典 三体 ２(上・下)

米川明彦 東京堂出版 813 劉慈欣 早川書房 923

文学に描かれたおおがき あの本は読まれているか

樋口健司 株式会社ダイキュー 902 ラーラ・プレスコット 東京創元社 933

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〗


