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総合 023/ﾉ/2
農家に学び、地域とともに　続
農文協出版史で綴る農家力・地域力

農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 594.2/ｱ/2 一目刺しの刺し子のふきん　続 安蒜 綾子／著 主婦と生活社

哲学 164/ﾋ/ 世界の神様解剖図鑑　神話の世界がマルわかり 平藤 喜久子／著 エクスナレッジ 594.8/ｾ/
固まるハーバリウムで作るインテリア雑貨とアクセサリー
花を閉じこめる新しい手作りのカタチ

誠文堂新光社／編 誠文堂新光社

210.6/ﾌ/ 皇紀・万博・オリンピック　皇室ブランドと経済発展 古川 隆久／著 吉川弘文館 596/ﾀ/ おうちでしあわせ日本全国まるごとおとりよせ便 たかはし みき／著 集英社

290.9/ﾁ/ 地球の歩き方　B11　2020〜21　シカゴ
地球の歩き方編集室／
編集

ダイヤモンド・ビッグ
社

596/ﾔ/7
syunkonカフェごはん　7
この材料とこの手間で「うそやん」というほどおいしいレシピ

山本 ゆり／著 宝島社

290.9/ﾁ
/16

地球の歩き方aruco　16　ベルギー
地球の歩き方編集室／
編集

ダイヤモンド・ビッグ
社

645.6/
ｶ/12

柴犬さんのツボ　会えてよかった 影山 直美／絵と文 辰巳出版

291.3/ﾐ/ 丹沢 三宅 岳／著 山と溪谷社 673.3/ｷ/
ポイ活でおどろくほど得する方法
楽しく、賢く、ポイントがどんどん貯まる！

紀村 奈緒美／著 あさ出版

291.3/ﾔ/ 奥多摩 山、谷、峠、そして人 山田 哲哉／著 山と溪谷社
689.5/

ｺ/20-21
東京ディズニーシー完全ガイド　2020-2021 講談社／編 講談社

291.5/
ﾙ/21

るるぶ安曇野松本白馬　'21　中部 JTBパブリッシング 704/ﾐ/
東大の先生！超わかりやすくビジネスに効くアートを
教えてください！

三浦 俊彦／著 かんき出版

291.5/
ﾙ/21

るるぶ伊勢志摩　'21　近畿 JTBパブリッシング 707.7/ｿ/ もっと知りたいバウハウス 杣田 佳穂／著 東京美術

291.8/
ﾙ/21

るるぶ四国　'21　 四国 JTBパブリッシング 719/ｸ/
漂流郵便局-お母さんへ-
届け先のわからない手紙、預かります

久保田 沙耶／著 小学館

291.9/
ｷ/28

季刊のぼろ　Vol.28(2020春)　九州・山口版 西日本新聞社 723.3/ﾅ/ 画家とモデル　宿命の出会い 中野 京子／著 新潮社

291.9/ﾙ
/21

るるぶ沖縄ベスト　'21　九州 JTBパブリッシング 726.1/ﾖ/ 新理系の人々　いのちを救え！防災プロジェクト最前線 よしたに／著 KADOKAWA

292.2/ｹ/ k.m.p.の、香港・マカオぐるぐる。
k.m.p.／
著ブックデザイン

東京書籍 735/ﾅ/ いきることばつむぐいのち 永井 一正／著 芸術新聞社

292.2/
ﾙ/21

るるぶ台北　'21 JTBパブリッシング 767.8/ｶ/ できることならスティードで 加藤 シゲアキ／著 朝日新聞出版

293.6/ﾔ/ 旅の賢人たちがつくったスペイン旅行最強ナビ
山田静withひとり
旅活性化委員会／編

辰巳出版 767/ｾ/
大きな文字で歌いやすいなつかしい歌260曲
全曲楽譜&コード付き

西東社編集部／編 西東社

293.6/
ﾙ/20

るるぶポルトガル　2020
リスボン ポルト オビドス コインブラ

JTBパブリッシング 780.4/ｲ/
ここがスゴイ！スポーツみどころ大全100
全曲楽譜&コード付き

池田書店編集部／編 池田書店

297.4/
ﾙ/20

るるぶサイパン　2020　マニャガハ島 ガラパン JTBパブリッシング 780.4/ﾀ/ 一生勝負　マスターズ・オブ・ライフ 高橋 秀実／著 文藝春秋

335.3/ｻ/7 日本でいちばん大切にしたい会社　7 坂本 光司／著 あさ出版 783.7/ﾉ/ 野村克也の「人を動かす言葉」 野村 克也／著 新潮社

364.6/
ﾅ/20-21

図解わかる年金　2020-2021年版 中尾 幸村／著 新星出版社
783.7/
ﾜ/20

わかりやすい野球のルール　2020年版 粟村 哲志／監修 成美堂出版

367.7/ﾑ/ おひとりさまの大往生ガイドBOOK 村松 静子／監修 主婦の友社 793/ﾀ/
切り花を2週間長もちさせるはじめての花との暮らし
選び方から飾り方まで

谷川 文江／著 家の光協会

368.7/ｾ/ 性的虐待を犯した少年たち　ボーイズ・クリニックの治療記録
アンデシュ・
ニューマン／著

新評論 911.3/ｾ/ 蕎麦湯が来ない せきしろ／著 マガジンハウス

490.1/ﾊ/ 最後のカルテ記録 林 良彦／著
幻冬舎メディア
コンサルティング

914.6/ｶ/ パリの砂漠、東京の蜃気楼 金原 ひとみ／著 ホーム社

493.2/ﾀﾞ/ 大動脈瘤と大動脈解離がよくわかる本 大木 隆生／監修 講談社 914.6/ｷ/ 生きるための辞書　十字路が見える 北方 謙三／著 新潮社

494.7/ｽﾞ/
図解手外科専門医が教える手根管症候群とヘバーデン結節の
治し方

菊地 淑人／監修 日東書院本社 914.6/ﾑ/ いかがなものか 群 ようこ／著 集英社

498.1/
ｷ/20-21

医療費のしくみ　2020-2021年度版
イラスト図解　診療報酬と患者負担がわかる

木村 憲洋／著 日本実業出版社 914.6/ﾑ/ 猫を棄てる　父親について語るとき 村上 春樹／著 文藝春秋

498.3/ﾐ/ 首・肩・腰・ひざ痛くないカラダの使いかた 宮本 晋次／著 学研プラス 916/ｱ/
発達障害で普通に生きられなかったわたしが
交際0日で結婚するまで

安藤 まな／著 晶文社

498.6/ｻ/
新型コロナウイルス緊急対策マニュアル
これでわが家の感染対策はバッチリ！

齋藤 勝裕／編著 秀和システム 916/ｺ/ 工学部ヒラノ教授の徘徊老人日記 今野 浩／著 青土社

498.8/ｶ/ 図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル 亀田 高志／著 エクスナレッジ 916/ﾚ/2 レンタルなんもしない人の“もっと”なんもしなかった話 レンタルなんもしない人／著 晶文社

521.8/ﾛ/ 世界でいちばん素敵なお城の教室 加藤 理文／監修 三才ブックス 949.3/ﾃ/ リスからアリへの手紙 トーン・テレヘン／著 河出書房新社

543.5/ｶ/ ふくしま原発作業員日誌　イチエフの真実、9年間の記録 片山 夏子／著 朝日新聞出版 953.7/ｺ/2 茶室 リシャール・コラス／著 集英社

547.4/ｶ/
今すぐ使えるかんたんぜったいデキます！
インターネット&メール超入門　Windows 10対応版

門脇 香奈子／著 技術評論社

八幡西図書館一般室新刊リスト　6月分の新刊 2020年6月28日
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