
子育てママがほっとする魔法の言葉 「非認知能力」の育て方
西沢泰生 秀和システム 159 ボーク重子 小学館 379

クッキングと人生相談 笑って!小屋作り
枝元なほみ ビッグイシュー日本 159 中山茂大 山と溪谷社 527

ドライブイン探訪 神様がくれたピンクの靴
橋本倫史 筑摩書房 291 佐藤和夫 あさ出版 589

岐阜地図さんぽ あなたがひとりで生きていく時に知っておいてほしいこと
今井春昭 風媒社 291 辰巳渚 文藝春秋 590

南極ではたらく もう迷わない!接着芯の選び方・貼り方BOOK
渡貫淳子 平凡社 297 日本ヴォーグ社 593

山中伸弥人体を語る 還暦着物日記
山中伸弥 小学館クリエイティブ 491 群ようこ 文藝春秋 593

脳はみんな病んでいる すてきなハーダンガー刺しゅう
池谷裕二 新潮社 491 竹内博子 日本ヴォーグ社 594

コリと痛みの地図帳 着せかえあみぐるみDOLL
石垣英俊 池田書店 492 Miya 日本文芸社 594

その症状って、本当に認知症? 布花の本
朝田隆 法研 493 Yasuko Yubisui 日本ヴォーグ社 594

「腸」が喜ぶお酒の飲み方 読む河北メイク
藤田紘一郎 日本実業出版社 498 河北裕介 講談社 595

和の薬膳食材手帖 魔法使いたちの料理帳
武鈴子 家の光協会 498 オーレリア・ボーポミエ 原書房 596

ハダニ防除ハンドブック 辻留辻嘉一 懐石の手ほどき
國本佳範 農山漁村文化協会 615 辻嘉一 淡交社 596

脳セラピー折り紙 もつ焼き串焼き
小林利子 ブティック社 754 柴田書店 柴田書店 596

クイリングのかわいいスイーツ お菓子のかがく
なかたにもとこ 日本ヴォーグ社 754 津田陽子 文化学園文化出版局 596

裏千家茶道ハンドブック おいしい珈琲を自宅で淹れる本
北見宗幸 山と溪谷社 791 富田佐奈栄 主婦の友社 596

使える!「国語」の考え方 男コピーライター、育休をとる。
橋本陽介 筑摩書房 810 魚返洋平 大和書房 599

FACTFULNESS 絵でわかるマクロ経済学
ハンス・ロスリング 日経BP社 002 茂木喜久雄 講談社 331

天才を殺す凡人 西洋の自死
北野唯我 日本経済新聞出版社 159 ダグラス・マレー 東洋経済新報社 334

日本進化論 右脳思考
落合陽一 SBクリエイティブ 304 内田和成 東洋経済新報社 336

神は詳細に宿る 最高の上司は、何も教えない。
養老孟司 青土社 304 森泰造 ビジネス社 336

1971年の悪霊 コミュ力ゼロからの「新社会人」入門
堀井憲一郎 KADOKAWA 309 渡瀬謙 インプレス 336

角さんとじゃじゃ馬 シニア社員の活かし方・処遇の仕方
田中眞紀子 KADOKAWA 312 齋藤清一 中央経済社 336

現代世界の陛下たち マンガでわかるキャッチコピー力の基本
水島治郎 ミネルヴァ書房 313 川上徹也 日本実業出版社 674

図解超早わかり18歳成人と法律 お客様のことが見えなくなったら読む本
南部義典 ｼｰｱﾝﾄﾞｱｰﾙ研究所 324 松野恵介 すばる舎 675

1階　生活情報コーナー 1階　家族の暮らし応援コーナー

2階　ビジネスコーナー

発行：大垣市立図書館
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新着案内(1/21～2/20新着分)



【文学】 【その他の一般書】
作家との遭遇 1冊読み切る読書術

沢木耕太郎 新潮社 910 齋藤孝 ダイヤモンド社 019

跳ぶ男 青山文平 文藝春秋 913 ひとりの覚悟
夢も見ずに眠った。 山折哲雄 ポプラ社 114

絲山秋子 河出書房新社 913 人を動かす「色」の科学
天命 岩井三四二 光文社 913 松本英恵 SBクリエイティブ 141

ニムロッド 上田岳弘 講談社 913 事典古代の祭祀と年中行事
帰去来 大沢在昌 朝日新聞出版 913 岡田莊司 吉川弘文館 176

この地上において私たちを満足させるもの 海の歴史
乙川優三郎 新潮社 913 ジャック・アタリ プレジデント社 209

ひと 小野寺史宜 祥伝社 913 ファンタジーランド　上･下
忠義に死す 島津豊久 カート・アンダーセン 東洋経済新報社 253

近衛龍春 KADOKAWA 913 皇室女子
スクエア 今野敏 徳間書店 913 香山リカ 秀和システム 288

永田町小町バトル 断捨離したいナンバーワン、それは夫です
西條奈加 実業之日本社 913 やましたひでこ 悟空出版 367

指揮権発動 悲憤
笹本稜平 KADOKAWA 913 中野太郎 講談社 368

木曜日の子ども 子どものこづかいの指導
重松清 KADOKAWA 913 齋藤勝通 黎明書房 375

ピーク 堂場瞬一 朝日新聞出版 913 数学大百科事典
ふたたび嗤う淑女 蔵本貴文 翔泳社 410

中山七里 実業之日本社 913 東海のジオサイトを楽しむ
残りものには、過去がある 森勇一 風媒社 450

中江有里 新潮社 913 写録ニホンミツバチ
つくもがみ笑います 藤井英美 新樹社 486

畠中恵 KADOKAWA 913 天井美術館
W県警の悲劇 五十嵐太郎 グラフィック社 529

葉真中顕 徳間書店 913 原発ゼロ、やればできる
DRY 原田ひ香 光文社 913 小泉純一郎 太田出版 539

歌舞伎町ゲノム <原色>木材加工面がわかる樹種事典
誉田哲也 中央公論新社 913 河村寿昌 誠文堂新光社 657

1R1分34秒 町屋良平 新潮社 913 切手もの知りBook
まつらひ 村山由佳 文藝春秋 913 田辺龍太 郵趣サービス社 693

散歩するネコ 日本の漫画本300年
群ようこ 角川春樹事務所 913 清水勲 ミネルヴァ書房 726

吹上奇譚　第２話 書道史謎解き三十話
吉本ばなな 幻冬舎 913 魚住和晃 岩波書店 728

いい女、ふだんブッ散らかしており 樹木希林120の遺言
阿川佐和子 中央公論新社 914 樹木希林 宝島社 778

東海道ふたり旅 ふらりと寄席に行ってみよう
池内紀 春秋社 915 佐藤友美 辰巳出版 779

心霊電流 上・下 スポーツ審判メンタル強化メソッド
スティーヴン・キング 文藝春秋 933 村上貴聡 実業之日本社 780

【参考図書】 【郷土資料】
紙が語る幕末出版史 関ケ原合戦を読む

白戸満喜子 文学通信 023 植木悦 勉誠出版 204

日本の梵鐘 フィンランド陶芸 芸術家たちのユートピア
坪井良平 吉川弘文館 756 山口敦子 国書刊行会 706

オリンピックの本3000冊 あかね色の空に夢をみる
日外アソシエーツ 780 吉川結衣 文芸社 936

暮　ら　し　と　文　化　を　創　る　読　書　活　動

2階　一般閲覧室

3階　郷土資料室


