
在野研究ビギナーズ　勝手にはじめる研究生活 敗者が変えた世界史　上・下

荒木優太 明石書店 002 ジャン=クリストフ・ビュイッソン 原書房 209

本を読めなくなった人のための読書論 「生類憐みの令」の真実

若松英輔 亜紀書房 019 仁科邦男 草思社 210

なぜイヤな記憶は消えないのか 中国の見方がわかる中国史入門

榎本博明 KADOKAWA 141 福村国春 ベレ出版 222

投資家みたいに生きろ 偉人たちの辞世の句

藤野英人 ダイヤモンド社 159 若林良 辰巳出版 281

人生は70歳からが一番面白い 幻島図鑑

弘兼憲史 SBクリエイティブ 159 清水浩史 河出書房新社 291

使える禅 関口知宏のヨーロッパ鉄道大紀行

枡野俊明 朝日新聞出版 188 関口知宏 徳間書店 293

民主主義を救え! 高次元空間を見る方法

ヤシャ・モンク 岩波書店 311 小笠英志 講談社 415

憲法学の病 宮沢賢治の地学実習

篠田英朗 新潮社 323 柴山元彦 創元社 450

なぜ、それが無罪なのか!? 富士山噴火と南海トラフ

伊藤和子 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 326 鎌田浩毅 講談社 453

信長の経済戦略 生き物の死にざま

大村大次郎 秀和システム 332 稲垣栄洋 草思社 481

漫画版論語と算盤 人体、なんでそうなった?

渋沢栄一 講談社 335 ネイサン・レンツ 化学同人 491

人生100年時代の医療・介護サバイバル 大腸活のすすめ

中澤まゆみ 築地書館 364 松井輝明 朝日新聞出版 491

「就活ひきこもり」から脱出する本 小児科医ママとパパのやさしい予防接種BOOK

今村邦之 実務教育出版 366 森戸やすみ 内外出版社 493

ALSOKが教えるおひとり女子が自分を守るための本 健康情報のウソに惑わされないで!

ALSOK 主婦の友社 368 内山葉子 マキノ出版 498

ロヒンギャ問題とは何か 女子栄養大学栄養のなるほど実験室

日下部尚徳 明石書店 369 吉田企世子 女子栄養大学出版部 498

AIに負けない子どもを育てる 医者がすすめる長生き梅干し

新井紀子 東洋経済新報社 370 小林弘幸 扶桑社 498

ミリタリー用語辞典 紅茶セラピー

野神明人 新紀元社 390 斉藤由美 ワニブックス 498

グレタ たったひとりのストライキ かわいい犬の手編み服

マレーナ・エルンマン 海と月社 519 ミカ 主婦の友社 594

戦国の山城を極める 連続テレビ小説なつぞら なつが食べてたおいしいレシピ

加藤理文 学研プラス 521 扶桑社 596

よくわかるお香と線香の教科書 ばぁばの今日も「ごちそうさま」

愛知県薫物線香商組合 三恵社 576 鈴木登紀子 あさ出版 596

夫が知らない家事リスト まいにち湯豆腐

野々村友紀子 双葉社 590 小田真規子 ダイヤモンド社 596

刺しゅうでお直し おいしいイングリッシュ・ミルクティーの秘密

藤本裕美 産業編集センター 593 田宮緑子 世界文化社 596

上から編むニット、横から編むニット 親に寄り添う、実家のちょうどいい片づけ

風工房 文化学園文化出版局 594 Emi 白夜書房 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〗

発行： 大垣市立図書館
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新着案内(9/21～10/20新着分)



麵の科学 あまんきみこと教科書作品を語らう

山田昌治 講談社 619 あまんきみこ 東洋館出版社 910

トウガラシ大全 不審者

スチュアート・ウォルトン 草思社 619 伊岡瞬 集英社 913

基礎からわかるおいしいカキ栽培 絶望スクール

倉橋孝夫 農山漁村文化協会 625 石田衣良 文藝春秋 913

あなたの猫が7歳を過ぎたら読む本 流葉断の太刀
山本宗伸 東京新聞 645 上田秀人 徳間書店 913

はじめての「ポイ活」応援BOOK 二人のカリスマ　上・下

「ポイ活」スタート研究会 KADOKAWA 673 江上剛 日経BP 913

日本のローカル航空 楽園の真下

秋本俊二 河出書房新社 687 荻原浩 文藝春秋 913

菊花の仇討ち

梶よう子 文藝春秋 913

いちからわかる円山応挙 定価のない本

岡田秀之 新潮社 721 門井慶喜 東京創元社 913

スマホで旅行写真コツと裏ワザ 某

庄子利男 青春出版社 743 川上弘美 幻冬舎 913

希林さんといっしょに。 逃避行

是枝裕和 スイッチ・パブリッシング 778 小杉健治 双葉社 913

漫画映画漂流記 妻の終活

小田部羊一 講談社 778 坂井希久子 祥伝社 913

大迫傑 走って、悩んで、見つけたこと。 名残の花

大迫傑 文藝春秋 782 澤田瞳子 新潮社 913

国境を越えたスクラム 犯人に告ぐ　3

山川徹 中央公論新社 783 雫井脩介 双葉社 913

身近な花でできる茶花の入れ方 あの日に帰りたい

渡辺宗恵 世界文化社 791 小路幸也 中央公論新社 913

ムゲンのｉ　上・下

知念実希人 双葉社 913

ユーキャンのこれだけ!実用手話辞典 廃墟の白墨

ユーキャン学び出版 801 遠田潤子 光文社 913

岐阜弁まるけ 死にゆく者の祈り

神田卓朗 風媒社 818 中山七里 新潮社 913

英単語の語源図鑑 鉄の楽園

清水建二 かんき出版 834 楡周平 新潮社 913

また明日

群ようこ 幻冬舎 913

世界の祭りと衣装 アンジュと頭獅王

パイインターナショナル 386 吉田修一 小学館 913

見やすいカタカナ新語辞典 Ｉの悲劇

三省堂編修所 三省堂 813 米澤穂信 文藝春秋 913

大辞林　第4版 育てて、紡ぐ。暮らしの根っこ

松村明 三省堂 813 小川糸 扶桑社 914

ヒマつぶしの作法

東海林さだお SBクリエイティブ 914

熊谷守一 ヤットコスットコ女旅

古川秀昭 ミネルヴァ書房 723 室井滋 小学館 914

覚えておきたい芭蕉の名句200 開高健のパリ

松尾芭蕉 KADOKAWA B911 開高健 集英社 915

愛される芭蕉「奥の細道」 この道をどこまでも行くんだ

小林一 幻冬舎ﾒﾃﾞｨｱｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ B915 椎名誠 新日本出版社 915

　　　　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〗


