
笑顔と思いやりで幸せになる 美しく暮らす住まいの条件
坂東眞理子 清流出版 159 水越美枝子 エクスナレッジ 527

齋藤孝が読むカーネギー『人を動かす』 365日のベーシックコーデ
齋藤孝 創元社 159 のりこ KADOKAWA 589

世界とびある記 バッグは、3つあればいい
兼高かおる ビジネス社 290 おふみ KADOKAWA 590

いざ!お山!山番長のパノラママップ ミレニアル世代のお金のリアル
山番長 東京図書出版 291 横川楓 フォレスト出版 591

彩りの街をめぐる旅モロッコへ 美しく着やすい型紙補正
宮本薫 イカロス出版 294 土屋郁子 ブティック社 593

世界のすごいお葬式 エコアンダリヤで編むかごバッグと帽子
ケイトリン・ドーティ 新潮社 385 日本ヴォーグ社 594

免疫と「病」の科学 夏糸で編む小さなバッグとポーチ
宮坂昌之 講談社 491 朝日新聞出版 594

弱った心臓を守る安心ごはん お花とパールのやさしいアクセサリー
佐藤直樹 女子栄養大学出版部 493 清水真理 KADOKAWA 594

「肺炎」に殺されない!36の習慣 人生は髪でズバッと変わる
生島壮一郎 すばる舎 493 大月渉 一迅社 595

がんを生きぬくお金と仕事の相談室 厨房から台所へ
辻本由香 河出書房新社 494 タサン志麻 ダイヤモンド社 596

医者が考案したがん・病気をよせつけない最強の一汁一菜 女子栄養大学料理のなるほど実験室
小林弘幸 SBクリエイティブ 498 吉田企世子 女子栄養大学出版部 596

育てて楽しむはじめてのオリーブ これからも作り続けるわたしの洋食
小野塚千穂 家の光協会 617 石原洋子 家の光協会 596

元・保護猫と世界一幸せに暮らす方法 卵とパンの組み立て方
主婦の友社 645 ナガタユイ 誠文堂新光社 596

ペットボトルと空き容器で作るレトロ家電とミニ雑貨 東海パンの店
宮市稔子 主婦と生活社 750 ぴあ株式会社中部支社 596

和の香りを楽しむ「お香」入門 コーヒー抽出の法則
山田松香木店 東京美術 792 田口護 NHK出版 596

思考を鍛えるレポート・論文作成法 死んでも床にモノを置かない。
井下千以子 慶應義塾大学出版会 816 須藤昌子 すばる舎 597

未来のエリートのための最強の学び方 平成はなぜ失敗したのか
佐藤優 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 002 野口悠紀雄 幻冬舎 332

世界でいちばんやさしい教養の教科書 経済の流行語・論点でたどる平成史
児玉克順 学研プラス 002 浜野崇好 草思社 332

AIにできること、できないこと 仕事が楽しくなる働き方の7マナー
藤本浩司 日本評論社 007 北條久美子 講談社 336

知的生産術 会計が動かす世界の歴史
出口治明 日本実業出版社 159 ルートポート KADOKAWA 336

仕事も毎日も整う!働く女子の時間のルール 最後の頭取
日経WOMAN編集部 日経BP社 159 河谷禎昌 ダイヤモンド社 338

思いつきで世界は進む 60分でわかる!キャッシュレス決済最前線
橋本治 筑摩書房 304 キャッシュレス研究会 技術評論社 338

ハッキリ言わせていただきます! データが語る日本財政の未来
前川喜平 集英社 304 明石順平 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 342

政治と経済のしくみがわかるおとな事典 伝わるメール術
池上彰 講談社 310 平野友朗 技術評論社 670
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新着案内(2/21～3/20新着分)



【文学】 【その他の一般書】
文豪お墓まいり記 書物の破壊の世界史

山崎ナオコーラ 文藝春秋 910 フェルナンド・バエス 紀伊國屋書店 020

おっさんたちの黄昏商店街 他力の哲学
池永陽 潮出版社 913 守中高明 河出書房新社 188

不死鳥少年 石田衣良 毎日新聞出版 913 誤読例に学ぶくずし字
あちらにいる鬼 小林正博 柏書房 210

井上荒野 朝日新聞出版 913 ニューズウィークが見た「平成」
魔眼の匣の殺人 CCCメディアハウス 210

今村昌弘 東京創元社 913 日本人のおなまえっ! 日本がわかる名字の謎
圓朝 奥山景布子 中央公論新社 913 NHK番組制作班 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 288

姑の遺品整理は、迷惑です 県民とともに
垣谷美雨 双葉社 913 岐阜新聞社 288

家康に訊け 加藤廣 新潮社 913 子連れ防災BOOK
エスケープ・トレイン ママプラグ 祥伝社 369

熊谷達也 光文社 913 勉強大全
人工知能 幸田真音 PHP研究所 913 伊沢拓司 KADOKAWA 376

瞳のなかの幸福 その子、発達障害ではありません
小手鞠るい 文藝春秋 913 韓昌完 さくら舎 378

みかんとひよどり お好み焼きの物語
近藤史恵 KADOKAWA 913 近代食文化研究会 新紀元社 383

機捜235 今野敏 光文社 913 35の名著でたどる科学史
プラスチックの祈り 小山慶太 丸善出版 402

白石一文 朝日新聞出版 913 嗅覚はどう進化してきたか
ほとほと 高樹のぶ子 毎日新聞出版 913 新村芳人 岩波書店 481

ザ・ウォール 堂場瞬一 実業之日本社 913 立体交差
新章神様のカルテ 大山顕 本の雑誌社 514

夏川草介 小学館 913 無人航空機入門
かわたれどき 畠中恵 文藝春秋 913 滝本隆 共立出版 538

梟の一族 福田和代 集英社 913 トコトンやさしい養殖の本
この道 古井由吉 講談社 913 近畿大学水産研究所 日刊工業新聞社 666

ぼくはきっとやさしい エアラインの選び方
町屋良平 河出書房新社 913 イカロス出版 687

夏の坂道 村木嵐 潮出版社 913 ヴィオラ母さん
ノースライト 横山秀夫 新潮社 913 ヤマザキマリ 文藝春秋 726

月とコーヒー 吉田篤弘 徳間書店 913 拓本入門
横道世之介　続 藪田夏秋 淡交社 728

吉田修一 中央公論新社 913 桜と紅葉撮影ハンドブック
白秋期 五木寛之 日本経済新聞出版社 914 萩原史郎 技術評論社 743

人生後半、はじめまして 「さみしさ」の研究
岸本葉子 中央公論新社 914 ビートたけし 小学館 779

この先には、何がある? 中村俊輔式サッカー観戦術
群ようこ 幻冬舎 914 中村俊輔 ワニブックス 783

迷路の外には何がある? 「プロレス」という文化
スペンサー・ジョンソン 扶桑社 933 岡村正史 ミネルヴァ書房 788

【参考図書】 【郷土資料】
教科書に載った世界史人物800人 白山信仰の研究　続

日外アソシエーツ 280 高橋教雄 名著出版 160

日本全国境界未定地の事典 島津の退き口 上石津説
浅井建爾 東京堂出版 291 清水進監修 大垣市 204

全国高等学校野球選手権大会100回史（上･下） 岐阜県の魚類の現状と今後
朝日新聞出版 783 駒田格知 岐阜新聞情報ｾﾝﾀｰ出版室 487

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


