
新しい世界を生きるためのサイバー社会用語集 知識ゼロからの戦争史入門

一田和樹 原書房 007 祝田秀全 幻冬舎 209

東大脳を育てる!読み聞かせ絵本100 偽書が揺るがせた日本史

佐藤亮子 玄光社 019 原田実 山川出版社 210

その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。 超リアル戦国武士と忍者の戦い図鑑

山本貴光 筑摩書房 131 小和田哲男監修 G.B. 210

完訳7つの習慣7人の直筆メモ 告白　岐阜・黒川満蒙開拓団73年の記録

スティーブン・R.コヴィー(ほか) FCEﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞｷﾝｸﾞﾍﾞｱｰ 159 川恵実 かもがわ出版 210

修造流脳内変換術 明智光秀と細川ガラシャ

松岡修造 集英社 159 井上章一 筑摩書房 289

巣立っていく君へ母から息子への50の手紙 世界はもっと!ほしいモノにあふれてる

若松亜紀 青春出版社 159 NHK｢世界はほしいﾓﾉにあふれてる｣制作班 KADOKAWA 290

ようこそ南アジア世界へ 怖くて眠れなくなる天文学

石坂晋哉 昭和堂 302 縣秀彦 PHPエディターズ・グループ 440

バカの国 柴犬まるの四季めぐり

百田尚樹 新潮社 304 小野慎二郎 リベラル社 449

デジタル・デモクラシーがやってくる! 地磁気逆転と「チバニアン」

谷口将紀 中央公論新社 311 菅沼悠介 講談社 450

遅いインターネット 知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑

宇野常寛 幻冬舎 311 長澤淳一 創元社 472

「親日韓国人」ですが、何か? 生薬と漢方薬の事典

WWUK 悟空出版 319 田中耕一郎 日本文芸社 490

インターネット・SNSトラブルの法務対応 もうイライラしない!怒らない脳

深澤諭史 中央経済社 336 茂木健一郎 徳間書店 491

暮らしとこころに風を入れる「家開き」術 歳をとったら腸を冷やすな!

池上裕子 原書房 365 松生恒夫 海竜社 493

つかず離れず婚 発達障害にクスリはいらない

和田秀樹 池田書店 367 内山葉子 マキノ出版 493

科学的に考える子育て 子育てはだいたいで大丈夫

和久田学 緑書房 370 森戸やすみ 内外出版社 493

子どもの問いからはじまる授業! 体が硬い人のためのヨガ大全

樋口万太郎 学陽書房 375 水野健二 PHPエディターズ・グループ 498

世界ことわざ比較辞典 なにをどれだけ食べたらいいの?

日本ことわざ文化学会 岩波書店 388 香川明夫監修 女子栄養大学出版部 498

トミカ究極のコレクション1970-2020 スマホでもできるあきの新ズボラ家計簿

講談社 507 あき 秀和システム 591

猫と住まいの解剖図鑑 型紙いらずの浴衣リメイク

いしまるあきこ エクスナレッジ 527 松下純子 河出書房新社 593

昭和の名車大全集　上・下 ゆーママの暮らしをラクにするおかずの素

モーターマガジン社 537 松本有美 扶桑社 596

北欧ファブリック図鑑 簡単!のっけ弁当の本

ネコ・パブリッシング 586 枻出版社 596

大人の男の身だしなみ 作ってあげたい子どものおやつ

中谷彰宏 大和書房 589 桑原奈津子 KADOKAWA 596

暮らしの中に終わりと始まりをつくる 安産マタニティ・ヨガ

一田憲子 幻冬舎 590 森脇じゅん 主婦の友社 598

　　　　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〗
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育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。 輪舞曲(ﾛﾝﾄﾞ) 朝井まかて 新潮社 913

玉置標本 家の光協会 626 迷宮の月 安部龍太郎 新潮社 913

野菜の植え合わせベストプラン 逆ソクラテス 伊坂幸太郎 集英社 913

竹内孝功 学研プラス 626 よその島 井上荒野 中央公論新社 913

切る枝・残す枝がわかる!庭木の剪定 木になった亜沙

宮内泰之監修 ナツメ社 627 今村夏子 文藝春秋 913

自分でできる小さな庭づくり 怖い患者 久坂部羊 集英社 913

香山三紀監修 主婦の友社 629 天稟 幸田真音 KADOKAWA 913

動物の看護師さん 私たちの望むものは

保田明恵 大月書店 649 小手鞠るい 河出書房新社 913

グッズ製作ガイドBOOK ビルマに見た夢

グラフィック社編集部 グラフィック社 674 古処誠二 双葉社 913

焦眉 今野敏 幻冬舎 913

駆け入りの寺 澤田瞳子 文藝春秋 913

名画で味わうギリシャ神話の世界 恋愛未満 篠田節子 光文社 913

有地京子 大修館書店 723 スノードロップ 島田雅彦 新潮社 913

図説モネ「睡蓮」の世界 鬼棲むところ 朱川湊人 光文社 913

安井裕雄 創元社 723 イエロー・サブマリン

僕の姉ちゃん的生活 小路幸也 集英社 913

益田ミリ マガジンハウス 726 女神のサラダ 瀧羽麻子 光文社 913

人生を1冊でふりかえる手作りアルバム 図書室のバシラドール

藤井千代江 青春出版社 744 竹内真 双葉社 913

愛すべき音大生の生態 透明な夜の香り

辛酸なめ子 PHPエディターズ・グループ 760 千早茜 集英社 913

にっぽんアニメ創生記 暗鬼夜行 月村了衛 毎日新聞出版 913

渡辺泰 集英社 778 空の声 堂場瞬一 文藝春秋 913

野村克也の「人を動かす言葉」 銀花の蔵 遠田潤子 新潮社 913

野村克也 新潮社 783 逃亡者 中村文則 幻冬舎 913

無人島冒険図鑑 合唱 中山七里 宝島社 913

梶海斗 秀和システム 786 できない男 額賀澪 集英社 913

激動の昭和名馬列伝 四神の旗 馳星周 中央公論新社 913

中川秀一 KADOKAWA 788 帝国 花村萬月 講談社 913

羊の国のイリヤ

福澤徹三 小学館 913

6か国語で貼って伝わる文例200 東京ホロウアウト

ユーキャンインバウンド研究会 ユーキャン学び出版 801 福田和代 東京創元社 913

14歳からの読解力教室 流浪の大地 本城雅人 KADOKAWA 913

犬塚美輪 笠間書院 817 江戸の夢びらき

生きつづけるキキ 松井今朝子 文藝春秋 913

斉藤洋 講談社 910 天下取 村木嵐 光文社 913

能のうた 魔女たちは眠りを守る

鈴木啓吾 新典社 912 村山早紀 KADOKAWA 913

告解 薬丸岳 講談社 913

愚か者の城 矢野隆 KADOKAWA 913

地方財政白書 令和2年版 ブラッド・ロンダリング

総務省編 日経印刷 W349 吉川英梨 河出書房新社 913

岐阜県植物誌 できることならスティードで

岐阜県植物誌調査会編 文一総合出版 472 加藤シゲアキ 朝日新聞出版 914

大垣市医師会創立１００周年記念誌 笑って生ききる 瀬戸内寂聴 中央公論新社 914

大垣医師会 490 猫を棄てる 村上春樹 文藝春秋 914

御料鵜飼 コロナの時代の僕ら

霞会館 664 パオロ・ジョルダーノ 早川書房 974

暮　ら　し　と　文　化　を　創　る　読　書　活　動

　　　　７類〖芸術・工芸・芸能・スポーツ〗

　　　　８類〖言語・会話・文章術〗
　　　　　　　　　　　　　／９類〖文芸論・詩歌・古典〗

　　　６類〖産業・農業・園芸・ペット・交通〗 　　　　９類〖文学・小説・エッセイ〗

　　　3階郷土資料室〖参考図書･郷土資料〗


