
デジタル・ミニマリスト 危機と人類　上・下

カル・ニューポート 早川書房 007 ジャレド・ダイアモンド 日本経済新聞出版社 209

本の索引の作り方 100年前から見た21世紀の日本

藤田節子 地人書館 021 大倉幸宏 新評論 210

夫のトリセツ 令和誕生　退位・改元の黒衣たち 

黒川伊保子 講談社 143 読売新聞政治部 新潮社 288

不良という矜持 ハプスブルク家「美の遺産」

下重暁子 自由国民社 159 世界文化社 288

はじめての韓国仏教 明智光秀ゆかりの地を歩く

佐藤厚 佼成出版社 182 サンライズ出版 289

ビジュアル新生バチカン 教皇フランシスコの挑戦 今、行きたい!日本の絶景大事典1000

デイブ・ヨダー 日経ﾅｼｮﾅﾙｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｯｸ社 198 朝日新聞出版 291

「国家の衰退」からいかに脱するか 「算数の教え方」がわかる本

大前研一 小学館 304 牛瀧文宏 メイツ出版 410

老老相続 時間は存在しない

奥原玲子 清文社 324 カルロ・ロヴェッリ NHK出版 421

人口で語る世界史 アンドロメダ銀河のうずまき

ポール・モーランド 文藝春秋 334 谷口義明 丸善出版 443

図解眠れなくなるほど面白い社会心理学 時の名前

亀田達也 日本文芸社 361 三枝克之 KADOKAWA 449

みんなにお金を配ったら いのちは輝く　わが子の障害を受け入れるとき 

アニー・ローリー みすず書房 364 松永正訓 中央公論新社 490

退職代行　「辞める」を許さない職場の真実 脳が若返る最高の睡眠

小澤亜季子 SBクリエイティブ 366 加藤俊徳 小学館 491

つけびの村　噂が５人を殺したのか？ 自分で治す!外反母趾

高橋ユキ 晶文社 368 笠原巖 自由国民社 494

ルポ平成ネット犯罪 国立がん研究センターの正しいがん検診

渋井哲也 筑摩書房 368 中山富雄 小学館クリエイティブ 494

世界中の子どもの権利をまもる30の方法 それって円錐角膜かもしれません

国際子ども権利センター 合同出版 383 加藤直子 ライフサイエンス出版 496

中国くいしんぼう辞典 子どもの目はすぐよくなる

崔岱遠 みすず書房 383 中川和宏 青春出版社 496

犬からみた人類史 新しいタンパク質の教科書

大石高典 勉誠出版 389 上西一弘 池田書店 498

世界を変える100の技術 自由につなぐ、形であそぶフリーフォーム

日経BP 504 岡本啓子 日東書院本社 594

水道が危ない 木枠の織り機で手織りこもの

菅沼栄一郎 朝日新聞出版 518 ichi.co 誠文堂新光社 594

絵で見てわかる伝統建築の図鑑 基本調味料で作る鍋

斉藤武行 秀和システム 521 市瀬悦子 主婦と生活社 596

無人の兵団 からだが温まるとろみのレシピ

ポール・シャーレ 早川書房 559 吉澤まゆ 池田書店 596

西村玲子の絵と手とことば おかずがいらないごっついスープ

西村玲子 誠文堂新光社 590 きじまりゅうた 家の光協会 596

ベニシアと正、人生の秋に 子育てを元気にする絵本

梶山正 風土社 590 大豆生田啓友 エイデル研究所 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
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新着案内(10/21～11/20新着分)



世界からコーヒーがなくなるまえに いもうと

ペトリ・レッパネン 青土社 617 赤川次郎 新潮社 913

部屋で楽しむきのこリウムの世界 どうしても生きてる

樋口和智 家の光協会 627 朝井リョウ 幻冬舎 913

世界の美しい街の美しいネコ 島津三国志

小林希 エクスナレッジ 645 井川香四郎 徳間書店 913

東海道線154駅 新青春の門　第9部
鼠入昌史 イカロス出版 686 五木寛之 講談社 913

鉄道ダイヤがつくれる本 最果ての決闘者

高木亮 オーム社 686 逢坂剛 中央公論新社 913

日本のエアラインCAになる本 ライオンのおやつ

月刊<エアステージ>編集部 イカロス出版 687 小川糸 ポプラ社 913

祝祭と予感

恩田陸 幻冬舎 913

すぐわかる正倉院の美術 サンズイ

米田雄介 東京美術 702 笹本稜平 光文社 913

'80s少女漫画ふろくコレクション 夜はおしまい

ゆかしなもん グラフィック社 726 島本理生 講談社 913

となりのヘルベチカ 夏服を着た恋人たち

芦谷國一 フィルムアート社 727 小路幸也 祥伝社 913

カメラとにっぽん さんかく

日本カメラ博物館 国書刊行会 740 千早茜 祥伝社 913

樹脂粘土で作るミニチュア多肉植物 ツナグ 想い人の心得

きたのこ 日本文芸社 751 辻村深月 新潮社 913

ドールのための背景&小物のレシピ 巡礼の家

深津千恵子 グラフィック社 759 天童荒太 文藝春秋 913

もっと夢中になる!トランプの本 風神雷神　上・下

草場純 主婦の友社 797 原田マハ PHP研究所 913

人間

又吉直樹 毎日新聞出版 913

DVDと動画でわかるはじめての手話 きみの正義は

モンキー高野 ナツメ社 801 水生大海 文藝春秋 913

「言いたいこと」から引ける敬語辞典 カエルの小指

西谷裕子 東京堂出版 815 道尾秀介 講談社 913

世界一わかりやすい英会話の授業 生命式

関正生 KADOKAWA 837 村田沙耶香 河出書房新社 913

ファーストクラッシュ

山田詠美 文藝春秋 913

現代用語の基礎知識 2020 みちづれの猫

自由国民社 031 唯川恵 集英社 913

JAFルートマップ全日本 逃亡小説集

JAFメディアワークス 291 吉田修一 KADOKAWA 913

自治六法 令和2年版 倒れるときは前のめり　ふたたび

地方自治法令研究会 ぎょうせい 318 有川ひろ KADOKAWA 914

大人の流儀　９

伊集院静 講談社 914

名古屋鉄道車両史 下巻 迷いながら生きていく

清水武 アルファベータブックス 686 五木寛之 PHP研究所 914

芭蕉・蕪村・一茶 ぼけますから、よろしくお願いします。

永田龍太郎 永田書房 Ｂ911 信友直子 新潮社 916

日本橋の桃青 カッティング・エッジ

松浦節 郁朋社 Ｂ913 ジェフリー・ディーヴァー 文藝春秋 933

　　　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〗

　　　　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


