
しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール 歴史とは靴である

島袋コウ 旬報社 007 磯田道史 講談社 210

奇跡の論文図鑑 人物でわかる日本書紀

NHK「ろんぶ～ん」制作班 NHK出版 049 古川順弘 山川出版社 210

中国古典名著の読みどころ、使いどころ 「ユダヤ」の世界史

守屋淳 PHP研究所 122 臼杵陽 作品社 227

分断を生むエジソン 太平洋諸島の歴史を知るための60章

北野唯我 講談社 159 石森大知 明石書店 270

70代からの「女の輝き」「男の品格」 エベレストには登らない

坂東眞理子 宝島社 159 角幡唯介 小学館 290

両親への贈り物に「生前戒名」という考え方 日本の城下町を愉しむ

田口誠道 徳間書店 188 黒田涼 東邦出版 291

身銭を切れ 高校世界史でわかる科学史の核心

ナシーム・ニコラス・タレブ ダイヤモンド社 301 小山慶太 NHK出版 402

21 Lessons 子どもにウケる科学手品

ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社 304 後藤道夫 講談社 407

自治体広報SNS活用法 身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた

清水将之 第一法規 318 山口悟 ベレ出版 430

ビジョナリー・カンパニー弾み車の法則 日本の山ができるまで

ジム・コリンズ 日経BP 335 小泉武栄 エイアンドエフ 455

ビジネス用語図鑑 大衆文化のなかの虫たち

マイストリート WAVE出版 335 保科英人 論創社 486

言葉ダイエット 「人間とは何か」はすべて脳が教えてくれる

橋口幸生 宣伝会議 336 カーヤ・ノーデンゲン 誠文堂新光社 491

いちばんやさしいキャッシュレス決済の教本 私の手はなぜ痛いのか、しびれるのか、曲がっているのか

川野祐司 インプレス 338 平瀬雄一 幻冬舎 493

民生委員活動の基礎知識 関節・骨を守る295のQ&A事典

小林雅彦 中央法規出版 369 「きょうの健康」番組制作班 主婦と生活社 494

奨学金まるわかり読本　2020 透析療法

久米忠史 合同出版 373 石橋由孝 主婦の友社 494

うきうきハッピー!決定版!お誕生表&カード66プラン 肩甲骨はがしストレッチ

世界文化社 376 杉田一寿 マイナビ出版 498

図説デザートの歴史 歴史を変えた10の薬

ジェリ・クィンジオ 原書房 383 トーマス・ヘイガー すばる舎リンケージ 499

脱プラスチックへの挑戦 わたしの家事ルール

堅達京子 山と溪谷社 519 DEZAKO 講談社 590

ヘンテコ城めぐり パターン補正バイブル

長谷川ヨシテル 柏書房 521 加藤容子 日本文芸社 593

イラスト京都御所 まずは塩しましょう。

下間正隆 京都新聞出版センター 521 ワタナベマキ KADOKAWA 596

木造住宅の実用納まり図鑑 朝つめるだけ弁当188

エクスナレッジ 527 渥美まゆ美 西東社 596

日本の刃物 研ぎの技法 ウチ、”断捨離“しました!

大工道具研究会 誠文堂新光社 581 大和書房 597

懐かしいお菓子 気鋭のリーダー10人に学ぶ新しい子育て

伴田良輔 新潮社 588 宮本恵理子 日経BP 599

　　　　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

(電話：78-2622 FAX：78-2775)

新着案内(1/21～2/20新着分)



今さら聞けない農薬の話きほんのき 三世代探偵団　枯れた花のワルツ

農山漁村文化協会 615 赤川次郎 KADOKAWA 913

キッチンではじめる家庭菜園 イマジン?

ケイティ・エルザー・ピーターズ ガイアブックス 626 有川ひろ 幻冬舎 913

二十三代目豆助ファンブック 御社のチャラ男

森下泰樹 新紀元社 645 絲山秋子 講談社 913

樹に聴く　香る落葉・操る菌類・変幻自在な樹形 梅と水仙
清和研二 築地書館 653 植松三十里 PHP研究所 913

コンビニが日本から消えたなら 平蔵の母

渡辺広明 ベストセラーズ 673 逢坂剛 文藝春秋 913

絶景!さくら鉄道 ドミノin上海

レイルウエイズグラフィック グラフィック社 686 恩田陸 KADOKAWA 913

占

木内昇 新潮社 913

ヴィルヘルム・ハマスホイ沈黙の絵画 清明

佐藤直樹 平凡社 723 今野敏 新潮社 913

さくらももこ『ちびまる子ちゃん』を旅する 山岳捜査
平凡社 726 笹本稜平 小学館 913

漢字のくずし方ハンドブック 稚児桜

浅倉龍雲 日貿出版社 728 澤田瞳子 淡交社 913

12か月の楽しい折り紙 国道食堂　1st season

木村良寿 日貿出版社 754 小路幸也 徳間書店 913

麒麟がくる　前編 君がいないと小説は書けない

池端俊策 NHK出版 778 白石一文 新潮社 913

オリンピック競技おもしろ大全 正体

雑学総研 KADOKAWA 780 染井為人 光文社 913

レドモンドの狙え!戦いの手筋 卍どもえ

マイケル・レドモンド NHK出版 795 辻原登 中央公論新社 913

インタビューズ

堂場瞬一 河出書房新社 913

超雑談力 騒がしい楽園

五百田達成 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 809 中山七里 朝日新聞出版 913

ヘミングウェイで学ぶ英文法 終の盟約

倉林秀男 アスク出版 835 楡周平 集英社 913

一日の会話のすべてを英語にしてみる 猫君

曽根田憲三 ベレ出版 837 畠中恵 集英社 913

奈落

古市憲寿 新潮社 913

図書館年鑑　2019 背高泡立草

日本図書館協会 010 古川真人 集英社 913

岩波国語辞典　第8版 今日もお疲れさま

西尾実 岩波書店 813 群ようこ 角川春樹事務所 913

作品名から引ける日本文学作家・小説家個人全集案内 第3期 涼子点景1964

日外アソシエーツ 910 森谷明子 双葉社 913

太平洋食堂

柳広司 小学館 913

光秀の歩き方 てしごと　おんな職人日乗

山本耕 岐阜新聞社 289 あさのあつこ（他） 徳間書店 913

千畝の記憶　岐阜からたどる「杉原リスト」 50代からの疲れをためない小さな習慣

岐阜新聞社 289 岸本葉子 佼成出版社 914

岐阜県の魚類　第2版 詳注アリス

向井貴彦 岐阜新聞社 487 ルイス・キャロル 亜紀書房 933

　　　　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〗


