
脳がめざめる「教養」 明治維新の敗者たち

茂木健一郎 日本実業出版社 002 マイケル・ワート みすず書房 210

彗星図書館 一冊でわかるイギリス史

皆川博子 講談社 019 小林照夫 河出書房新社 233

ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 まるわかり世界の王室

黒木俊秀 創元社 140 清水書院 288

思い通りに夫が動いてくれる妻の魔法 マイ・ストーリー

竹田真弓アローラ 青春出版社 152 ミシェル・オバマ 集英社 289

世界5大宗教入門 絶対に住めない世界のゴーストタウン

山中俊之 ダイヤモンド社 160 クリス・マクナブ 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 290

いきもので読む、日本の神話 10万円でシルクロード10日間

平藤喜久子 東洋館出版社 164 下川裕治 KADOKAWA 292

幸福な監視国家・中国 数学スキャンダル

梶谷懐 NHK出版 302 テオニ・パパス 日本評論社 410

シリア　震える橋を渡って 星を楽しむ星空写真の写しかた

ウェンディ・パールマン 岩波書店 302 大野裕明 誠文堂新光社 442

国連事務総長　世界で最も不可能な仕事 地元を再発見する！手書き地図のつくり方

田仁揆 中央公論新社 329 手書き地図推進委員会 学芸出版社 448

日常が学びに変わる！経済学の本 日本全国池さんぽ

崔真淑 翔泳社 331 市原千尋 三才ブックス 452

なぜ倒産　平成倒産史編 クモの奇妙な世界

帝国データバンク 日経BP 335 馬場友希 家の光協会 485

紙幣の日本史 命を守る、救える!応急手当<イラスト図解>事典

加来耕三 KADOKAWA 337 横田裕行 主婦と生活社 492

ドキュメントひとりが要介護になるとき。 80歳現役医師が教える！つまずかないカラダの動かし方

山口道宏 現代書館 367 林泰史 日東書院本社 493

警視庁災害対策課ツイッター防災ヒント110 認知症の親を介護している人の心を守る本

日本経済新聞出版社 369 西村知香 大和出版 493

クックパッド防災レシピBOOK 腸を切った人を元気いっぱいにする食事170

扶桑社 369 齋藤典男 主婦の友社 494

いつの間に?!ココまで変わった学校の教科書 自律神経の名医が教える長生き事典

コンデックス情報研究所 成美堂出版 375 小林弘幸 世界文化社 498

シミュレーション日本降伏 免疫力は旬を食べれば自然に上がる

北村淳 PHP研究所 392 植木もも子 同文書院 498

プラスチックの現実と未来へのアイデア はじめてのディップアート

高田秀重 東京書籍 519 肱黒陽子 スタジオタッククリエイティブ 594

電気機関車の100年 時間(とき)の花束

交通新聞社 536 三浦百惠 日本ヴォーグ社 594

羽田圭介、クルマを買う。 東京五つ星の手みやげ

羽田圭介 集英社 537 岸朝子 東京書籍 596

我々は生命を創れるのか 何が「いただく」ぢゃ!

藤崎慎吾 講談社 579 姫野カオルコ プレジデント社 596

日本人の暮らしを彩る和雑貨 すし語辞典

君野倫子 IBCパブリッシング 589 新庄綾子 誠文堂新光社 596

ルナモールで編むかぎ針編みのおしゃれバッグ 全米製パン競技大会のﾁｬﾝﾋﾟｵﾝと作るアルチザン・ブレッド

アップルミンツ 594 ピーター・ラインハート 楽工社 596

　　　　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〗

発行： 大垣市立図書館
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新着案内(8/21～9/20新着分)



産業遺産巡礼　日本編 わが人生に悔いなし

市原猛志 弦書房 602 なかにし礼 河出書房新社 911

食物倫理(ﾌｰﾄﾞ･ｴｼｯｸｽ)入門 もう少し浄瑠璃を読もう

ロナルド・L.サンドラー ナカニシヤ出版 611 橋本治 新潮社 912

結局、ウナギは食べていいのか問題 ヴィーナスは天使にあらず

海部健三 岩波書店 664 赤川次郎 KADOKAWA 913

カスハラ　モンスター化する「お客様」たち 落花狼藉
NHK｢ｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟ現代+｣取材班 文藝春秋 673 朝井まかて 双葉社 913

図解「ペダルの踏み間違い」はこれで防ぐ 百舌落とし

高齢者安全運転支援研究会 講談社 681 逢坂剛 集英社 913

大切な親に、これなら「決心」させられる!免許返納セラピー 罪の轍

志堂寺和則 講談社 685 奥田英朗 新潮社 913

氷獄

海堂尊 KADOKAWA 913

草間彌生わたしの芸術 老父よ、帰れ

草間彌生 グラフィック社 708 久坂部羊 朝日新聞出版 913

思い通りに印を刻る篆刻上達のコツ お会式の夜に

川内伯豐 メイツ出版 739 黒野伸一 廣済堂出版 913

図説英国ティーカップの歴史 犯人に告ぐ　3

Cha Tea紅茶教室 河出書房新社 751 雫井脩介 双葉社 913

日本の伝統楽器 絶声

若林忠宏 ミネルヴァ書房 768 下村敦史 集英社 913

鼓に生きる　歌舞伎囃子方 田中佐太郎 格闘

田中佐太郎 淡交社 774 高樹のぶ子 新潮社 913

イチロー・インタビューズ激闘の軌跡 欺す衆生

石田雄太 文藝春秋 783 月村了衛 新潮社 913

eスポーツのすべてがわかる本 #失恋したて

黒川文雄 日本実業出版社 798 中村航 LINE 913

罪と祈り

貫井徳郎 実業之日本社 913

読みたいことを、書けばいい。 20 CONTACTS

田中泰延 ダイヤモンド社 816 原田マハ 幻冬舎 913

「やさしい日本語」で観光客を迎えよう 穴掘り

加藤好崇 大修館書店 817 本城雅人 双葉社 913

英語で説明する日本の歴史人物 トリガー　上・下

植田一三 語研 837 真山仁 KADOKAWA 913

落日

湊かなえ 角川春樹事務所 913

日本旗章史図鑑 センス・オブ・シェイム

苅安望 えにし書房 288 酒井順子 文藝春秋 914

日本人形玩具大辞典 やがて満ちてくる光の

日本人形玩具学会 東京堂出版 759 梨木香歩 新潮社 914

ラグビーの世界史 越境(ユエジン)

トニー・コリンズ 白水社 783 東山彰良 ホーム社 914

のっけから失礼します

三浦しをん 集英社 914

新視点関ケ原合戦 伯爵のお気に入り　女を描くエッセイ傑作選

白峰旬 平凡社 204 向田邦子 河出書房新社 914

原三溪の美術 イヴリン嬢は七回殺される

横浜美術館 求龍堂 289 スチュアート・タートン 文藝春秋 933

蕉門の一句 ボブが教えてくれたこと

高柳克弘 ふらんす堂 B911 ジェームズ・ボーエン 辰巳出版 936

　　　　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〗


