
不道徳お母さん講座 子どもの運命は14歳で決まる!
堀越英美 河出書房新社 150 櫻井秀勲 きずな出版 379

稲盛和夫の哲学 「自己肯定感」を高める子育て
稲盛和夫 PHP研究所 159 ダニエル・J.シーゲル 大和書房 379

科学者が解く「老人」のウソ これからの住まい方、暮らし方
武田邦彦 産経新聞出版 159 主婦の友社 主婦の友社 590

今こそ学ぼう地理の基本 1枚仕立てのはおりもの
長谷川直子 山川出版社 290 日本ヴォーグ社 593

全国2954峠を歩く 人気の手編みざぶとん
中川健一 内外出版社 291 橋本真由子 朝日新聞出版 594

さわれば分かる腹診入門 縫わずにできるすてきなロゼット
平地治美 日貿出版社 490 コクボマイカ 河出書房新社 594

地域を変える認知症カフェ企画・運営マニュアル キャンドル教本
矢吹知之 中央法規出版 493 マエダサチコ 誠文堂新光社 594

赤ちゃんが頭を打った、どうしよう!? 人生を変える髪の魔法
西本博 岩崎書店 493 牛尾早百合 自由国民社 595

ピンピンコロリの新常識 女子の筋トレ&筋肉ごはん
星旦二 主婦の友社 498 坂詰真二 新星出版社 595

図解40代からの「男のからだが甦る」食べ物&食べ方 やっぱり食いしん坊な歳時記
蓮村誠 PHP研究所 498 辰巳琢郎 集英社 596

妊娠中に食べたいごはん お父さんのためのバーベキューBOOK
山田奈美 家の光協会 498 下城民夫 ネコ・パブリッシング 596

どんな災害でもイヌといっしょ バーの主人がこっそり教えるおつまみサンド
徳田竜之介 小学館クリエイティブ 645 間口一就 柴田書店 596

3Dグリーティングカード 幸せのプリン
五十嵐暁浩 ブティック社 754 ムラヨシマサユキ NHK出版 596

羽生の実戦詰め&必死200 ずっとキレイが続く7分の夜かたづけ
森鶏二 日本文芸社 796 広沢かつみ 青春出版社 597

わかる!できる!新・おやこ手話じてん ラクして続く、家事テク
全国早期支援研究協議会 東邦出版 801 牛尾理恵 朝日新聞出版 597

knowの「k」はなぜ発音しないのか? 子育て経営学
原島広至 KADOKAWA 832 宮本恵理子 日経BP社 599

学びを結果に変えるアウトプット大全 キミのお金はどこに消えるのか
樺沢紫苑 サンクチュアリ出版 002 井上純一 KADOKAWA 330

誤解だらけの人工知能 経済学の名著50冊が1冊でざっと学べる
田中潤 光文社 007 蔭山克秀 KADOKAWA 331

トコトンやさしいIoTの本 1分で話せ
山崎弘郎 日刊工業新聞社 007 伊藤羊一 SBクリエイティブ 336

仕事2.0 為替が動くと、世の中どうなる?
佐藤留美 幻冬舎 159 角川総一 すばる舎 338

地図で見るアメリカハンドブック 発達障害と仕事
クリスティアン・モンテス 原書房 302 河出書房新社 366

みらいを、つかめ 名古屋円頓寺商店街の奇跡
野田聖子 CCCメディアハウス 310 山口あゆみ 講談社 672

没落するキャリア官僚 amazon　世界最先端の戦略がわかる
中野雅至 明石書店 317 成毛眞 ダイヤモンド社 673

戦火の欧州・中東関係史 世界に広がる日本の職人
福富満久 東洋経済新報社 319 青山玲二郎 筑摩書房 673
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【文学】 【その他の一般書】
「ふつうのおんなの子」のちから 声のサイエンス

中村桂子 集英社クリエイティブ 909 山崎広子 NHK出版 141

骸の鍵 麻見和史 双葉社 913 絶対に出る世界の幽霊屋敷
悪玉伝 朝井まかて KADOKAWA 913 ロバート・グレンビル 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 147

日傘を差す女 寺と仏像手帳
伊集院静 文藝春秋 913 土門拳 東京書籍 185

すぐ死ぬんだから 「民族」で読み解く世界史
内館牧子 講談社 913 宇山卓栄 日本実業出版社 209

破蕾 冲方丁 講談社 913 信長はなぜ葬られたのか
漂砂の塔 大沢在昌 集英社 913 安部龍太郎 幻冬舎 210

信長の原理 垣根涼介 KADOKAWA 913 江戸無血開城の深層
四十歳、未婚出産 磯田道史 NHK出版 210

垣谷美雨 幻冬舎 913 走り続ける力
宇喜多の楽土 山中伸弥 毎日新聞出版 289

木下昌輝 文藝春秋 913 夫婦という他人
名もなき王国 下重暁子 講談社 367

倉数茂 ポプラ社 913 今こそ「奨学金」の本当の話をしよう。
生き残り 古処誠二 KADOKAWA 913 本山勝寛 ポプラ社 373

ふたりぐらし 桜木紫乃 新潮社 913 脱ブラック部活
歪んだ波紋 塩田武士 講談社 913 中小路徹 洋泉社 375

つかのまのこと 図説指輪の文化史
柴崎友香 KADOKAWA 913 浜本隆志 河出書房新社 383

新・水滸後伝(上･下) 京都お守りめぐり
田中芳樹 講談社 913 神宮館編集部 神宮館 387

TAS特別師弟捜査員 フォッサマグナ
中山七里 集英社 913 藤岡換太郎 講談社 455

特捜投資家 永瀬隼介 ダイヤモンド社 913 星屑から生まれた世界
襲来(上･下) 帚木蓬生 講談社 913 ﾍﾞﾝｼﾞｬﾐﾝ･ﾏｸﾌｧｰﾗﾝﾄﾞ 化学同人 461

蝶のゆくへ 葉室麟 集英社 913 写真に残された絶滅動物たち最後の記録
廃墟ラブ 原宏一 文藝春秋 913 エロル・フラー エクスナレッジ 482

ｲﾝｼﾞｮｰｶｰ 深町秋生 幻冬舎 913 スマート工場のしくみ
ボーダレス 誉田哲也 光文社 913 松林光男 日本実業出版社 509

シンドローム (上･下) 石垣の名城完全ガイド
真山仁 講談社 913 千田嘉博 講談社 521

ツキマトウ 真梨幸子 KADOKAWA 913 日航123便墜落 遺物は真相を語る
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾄ 湊かなえ KADOKAWA 913 青山透子 河出書房新社 687

星をつなぐ手 村山早紀 PHP研究所 913 視覚心理学が明かす名画の秘密
地球星人 村田沙耶香 新潮社 913 三浦佳世 岩波書店 720

静かに、ねぇ、静かに ディズニー映画の世界を旅する
本谷有希子 講談社 913 JTBパブリッシング 778

大人の女といわれる生き方 肘神様が生まれた街
家田荘子 さくら舎 914 瀧上伸一郎 KADOKAWA 779

咳をしても一人と一匹 甲子園夏の記憶
群ようこ KADOKAWA 914 森岡浩 洋泉社 783

【参考図書】 【郷土資料】
世界から消えた50の国 ぎふの木の住まい　VOL.11

ビョルン・ベルゲ 原書房 209 ぎふの木の住まい協議会 527

角川日本陶磁大辞典 ぎふ交通統計　平成29年
矢部良明 角川学芸出版 751 岐阜県警察本部 680

夏の甲子園100回故郷のヒーロー 小さな鉄道の小さな旅
朝日新聞出版 783 長屋良行 ゆいぽおと 686

暮　ら　し　と　文　化　を　創　る　読　書　活　動

2階　一般閲覧室

3階　郷土資料室


