
QRコードの奇跡 水洗トイレは古代にもあった

小川進 東洋経済新報社 007 黒崎直 吉川弘文館 210

その話、諸説あります。 サピエンス日本上陸
日経ナショナルジオグラフィック社 049 海部陽介 講談社 210

ウニヒピリのおしゃべり お殿様の人事異動

吉本ばなな 講談社 159 安藤優一郎 日本経済新聞出版社 210

「自分」を生きる 天変地異はどう語られてきたか

坂東眞理子 あさ出版 159 串田久治 東方書店 220

死ぬまで、努力 斎藤氏四代

丹羽宇一郎 NHK出版 159 木下聡 ミネルヴァ書房 288

定命を生きる 日本廃村百選

枡野俊明 小学館 188 浅原昭生 秋田文化出版 291

北欧女子オーサ日本を学ぶ 無から生まれた世界の秘密

オーサ・イェークストロム KADOKAWA 302 P.アトキンス 東京化学同人 420

ベストセラーで読み解く現代アメリカ 印象派物理学入門

渡辺由佳里 亜紀書房 302 奥村剛 日本評論社 420

サル化する世界 持ち歩き!野草・雑草の事典532種

内田樹 文藝春秋 304 金田初代 西東社 470

EU離脱 世界で一番美しい鷲の図鑑

鶴岡路人 筑摩書房 312 マイク・アンウィン エクスナレッジ 488

裁判長の沁みる説諭 エンド・オブ・ライフ

長嶺超輝 河出書房新社 327 佐々涼子 集英社インターナショナル 490

自分たちでつくろうNPO法人! こどもホスピス

名越修一 学陽書房 335 田川尚登 新泉社 490

経営改革大全 飲んでる薬、多すぎませんか?

名和高司 日本経済新聞出版社 335 秋下雅弘 アートデイズ 493

テレワーク導入の法的アプローチ 血液のがん

末啓一郎 経団連出版 336 木崎昌弘 主婦の友社 493

戦争に隠された「震度7」 ビジュアルパンデミック・マッフﾟ  伝染病の起源・拡大・根絶の歴史 

木村玲欧 吉川弘文館 369 サンドラ・ヘンペル 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 493

大学生が狙われる50の危険 大垣市民病院強さの秘訣

三菱総合研究所 青春出版社 377 大垣市民病院 バリューメディカル 498

近現代スパイの作法 新電磁波・化学物質過敏症対策

落合浩太郎 G.B. 391 加藤やすこ 緑風出版 498

はじめて学ぶ生物文化多様性 自炊のトリセツ

敷田麻実 講談社 519 小田真規子 池田書店 596

みその教科書 疲れないからだになる鉄分ごはん

岩木みさき エクスナレッジ 588 ワタナベマキ 家の光協会 596

低身長のためのファッションルール 毎日が最後の晩餐

田中亜希子 宝島社 589 玉村豊男 天夢人 596

手作りしたい男の子の毎日服 野菜まるごと畑のびん詰め

ブティック社 593 西村千恵 NHK出版 596

エコアンダリヤのかごバッグ+帽子 発酵あんこのおやつ

橋本真由子 朝日新聞出版 594 木村幸子 WAVE出版 596

みずひき レモンサワーの教科書

中村瑠水子 日貿出版社 594 枻出版社 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

(電話：78-2622 FAX：78-2775)

新着案内(2/21～3/20新着分)



ニッポンのサイズ図鑑 海の十字架

石川英輔 淡交社 609 安部龍太郎 文藝春秋 913

ネコにカメラ 金子と裕而

岩合光昭(写真審査) 朝日新聞出版 645 五十嵐佳子 朝日新聞出版 913

まんがで読むはじめての保護猫 親方と神様

猫びより編集部 日東書院本社 645 伊集院静 あすなろ書房 913

ひとこと接客英語 茶聖
パピヨン麻衣 同文舘出版 673 伊東潤 幻冬舎 913

リアル宅配便日記 去年の雪

ゆきたこーすけ KADOKAWA 685 江國香織 KADOKAWA 913

派遣添乗員ヘトヘト日記 うちの父が運転をやめません

梅村達 三五館シンシャ 689 垣谷美雨 KADOKAWA 913

三年長屋

梶よう子 KADOKAWA 913

石膏デッサンの描き方教室 まむし三代記

田代聖晃 グラフィック社 725 木下昌輝 朝日新聞出版 913

はまじとさくらももこと三年四組 たおやかに輪をえがいて

浜崎憲孝 青志社 726 窪美澄 中央公論新社 913

伝えたいアイヌ民族の紋様 七度笑えば、恋の味

小川早苗 柏艪舎 753 古矢永塔子 小学館 913

PPバンドで作るかわいいプラかごとバッグ 歌舞伎座の怪紳士

古木明美 河出書房新社 754 近藤史恵 徳間書店 913

おりがみブローチの花たち ひこばえ　上・下

竹尾篤子 日本折紙協会 754 重松清 朝日新聞出版 913

絶対!わかる和声法100のコツ <銀の鰊亭>の御挨拶

土田京子 ﾔﾏﾊﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 761 小路幸也 光文社 913

1冊まるごと、松之丞改め六代目神田伯山 犬のかたちをしているもの

ペンブックス編集部 CCCメディアハウス 779 高瀬隼子 集英社 913

おうち筋トレの本 いいからしばらく黙ってろ!

日経ヘルス 日経BP 780 竹宮ゆゆこ KADOKAWA 913

少年野球スコアのつけ方 帝都地下迷宮

日本野球機構 日本文芸社 783 中山七里 PHP研究所 913

赤の王

廣嶋玲子 東京創元社 913

話すチカラ 坂下あたると、しじょうの宇宙

齋藤孝 ダイヤモンド社 809 町屋良平 集英社 913

できる韓国語中級単語集 神域　上・下

李志暎 DEKIRU出版 829 真山仁 毎日新聞出版 913

世界一わかりやすい中学英語の授業 丸の内魔法少女ミラクリーナ

関正生 KADOKAWA 830 村田沙耶香 KADOKAWA 913

金太郎飴

磯崎憲一郎 河出書房新社 914

歴史ごはん 50代、足していいもの、引いていいもの

永山久夫 くもん出版 383 岸本葉子 中央公論新社 914

さつき図鑑1400種 生きるための辞書

栃の葉書房 627 北方謙三 新潮社 914

文学賞受賞作品目録　2014-2019 病気も人生

日外アソシエーツ 910 曽野綾子 興陽館 914

花見車　元禄百人一句 南相馬メドレー

轍士 岩波書店 B911 柳美里 第三文明社 914

わたしの芭蕉 白い悪魔

加賀乙彦 講談社 B911 ドメニック・スタンズベリー 早川書房 933

　　　　７類〖芸術・工芸・芸能・スポーツ〗

　　　　８類〖言語・会話・文章術〗

　　 　3階郷土資料室〖参考図書･郷土資料〗

　　　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〗

暮　ら　し　と　文　化　を　創　る　読　書　活　動


