
なんのために学ぶのか 東大教授がおしえる日本史をつかむ図鑑

池上彰 SBクリエイティブ 002 山本博文 二見書房 210

全国大人になっても行きたいわたしの絵本めぐり 日本史でたどるニッポン

G.B. 024 本郷和人 筑摩書房 210

中国思想基本用語集 日本の国旗、知らない話

湯浅邦弘 ミネルヴァ書房 122 吹浦忠正 主婦の友社 288

心理療法って何? 明智光秀の生涯

古澤聖子 星和書店 146 諏訪勝則 吉川弘文館 289

異端のすすめ ラサール領事のなごや日記

橋下徹 SBクリエイティブ 159 シェニエ・ラサール 中日新聞社 291

坊さん、ぼーっとする。 「スペインの最も美しい村」全踏破の旅

白川密成 ミシマ社 188 吉村和敏 講談社 293

2060デジタル資本主義 天才ガロアの発想力

岩田一政 日本経済新聞出版社 304 小島寛之 技術評論社 411

未来への大分岐 火山大国日本この国は生き残れるか

マルクス・ガブリエル 集英社 304 巽好幸 さくら舎 453

1分でわかるコンプライアンスの基本 ツバメのひみつ

臼井一廣 KADOKAWA 335 長谷川克 緑書房 488

岐阜発イノベーション前夜 解剖学の基本

三輪知生 生産性出版 336 松村讓兒 マイナビ出版 491

お笑い芸人がマジメに考えた仕事の極意。 子どものツボ押しマッサージ

NHK「芸人先生」制作班 KADOKAWA 336 鵜沼宏樹 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 492

娘を奪われたあの日から 精神科医が教える忘れる技術

NHK「事件の涙」取材班 新潮社 368 岡野憲一郎 創元社 493

大学はもう死んでいる? 疲れたから休みます。と言えないあなたへ

苅谷剛彦 集英社 377 渡辺正樹 主婦の友社 493

岐路の前にいる君たちに 心療眼科医が教えるその目の不調は脳が原因

鷲田清一 朝日出版社 377 若倉雅登 集英社 496

東大式スマホ勉強術 中野ジェームズ修一×運動嫌い

西岡壱誠 文藝春秋 379 中野ジェームズ修一 NHK出版 498

ヴァンパイアの教科書 長生きの方法○と×

オーブリー・シャーマン 原書房 388 米山公啓 筑摩書房 498

CIAスパイ養成官 科学が暴く「食べてはいけない」の噓

山田敏弘 新潮社 391 アーロン・キャロル 白揚社 498

ふくしま原発作業員日誌 アガワ家の危ない食卓

片山夏子 朝日新聞出版 543 阿川佐和子 新潮社 596

おしゃれなママっていわれたい! つくるたべるよむ

あきばさやか マイナビ出版 589 本の雑誌編集部 本の雑誌社 596

みんなのお金の使い方、貯め方 賢い冷蔵庫

主婦の友社 591 瀬尾幸子 NHK出版 596

すっきり見えてゆったり着られる大人服 素材の出会いで、美味しい一皿。

藤塚未紀 日本ヴォーグ社 593 マガジンハウス 596

TOWNのパターンアレンジでつくる日常着 ぱらぱらきせかえべんとう

木地谷良一 文化学園文化出版局 593 野口真紀 KTC中央出版 596

冨永愛 美の法則 さよさんの「物の減らし方」事典

冨永愛 ダイヤモンド社 595 小西紗代 講談社 597

　　　　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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新着案内(3/21～4/20新着分)



野菜作り達人のスゴ技100 流人道中記　上・下

加藤正明 NHK出版 626 浅田次郎 中央公論新社 913

薪を焚く 発注いただきました!

ラーシュ・ミッティング 晶文社 658 朝井リョウ 集英社 913

実践ビジネス英会話 戦時大捜査網

Z会編集部 Z会 670 岡田秀文 東京創元社 913

人気飲食チェーンの本当のスゴさがわかる本 今日も町の隅で
稲田俊輔 扶桑社 673 小野寺史宜 KADOKAWA 913

トラックドライバーにも言わせて 東京、はじまる

橋本愛喜 新潮社 685 門井慶喜 文藝春秋 913

何度でも泣ける「沁みる夜汽車」の物語 罪人の選択

NHK沁みる夜汽車制作チーム ビジネス社 699 貴志祐介 文藝春秋 913

チンギス紀　7

北方謙三 集英社 913

13歳からのアート思考 アパレル興亡

末永幸歩 ダイヤモンド社 704 黒木亮 岩波書店 913

画家とモデル わかれ縁

中野京子 新潮社 723 西條奈加 文藝春秋 913

猫のいた時間 公安狼

成瀬政博 新泉社 726 笹本稜平 徳間書店 913

花と動物の「白い切り絵」 ダーク・ブルー

平石智美 メイツユニバーサルコンテンツ 726 真保裕一 講談社 913

未来へ架ける世界の子ども ポロック生命体

田沼武能 クレヴィス 748 瀬名秀明 新潮社 913

絵づくりしよう壁面おりがみ12か月 十字架のカルテ

朝日勇 つちや書店 754 知念実希人 小学館 913

ヤクザときどきピアノ 夜がどれほど暗くても

鈴木智彦 CCCメディアハウス 763 中山七里 角川春樹事務所 913

40代からでも波に乗れるはじめてのサーフィン 緋色の残響

市東重明 KADOKAWA 785 長岡弘樹 双葉社 913

北岳山小屋物語 <あの絵>のまえで

樋口明雄 山と溪谷社 786 原田マハ 幻冬舎 913

クスノキの番人

東野圭吾 実業之日本社 913

漢語の謎 MISSING

荒川清秀 筑摩書房 814 村上龍 新潮社 913

綴る女 嫁ぐ日

林真理子 中央公論新社 910 諸田玲子 集英社 913

朝日俳壇　2019 暴虎の牙

稲畑汀子 朝日新聞出版 911 柚月裕子 KADOKAWA 913

誘拐屋のエチケット

横関大 講談社 913

日本の図書館　2019 旅ごはん

日本図書館協会 010 小川糸 白泉社 914

名もなき人々の歴史　 濃州安八郡小泉村の江戸時代 晴れの日散歩

冨田満江 岐阜新聞社 231 角田光代 オレンジページ 914

六法全書　令和2年版 夜明けのM

中里実 有斐閣 320 林真理子 文藝春秋 914

ＧＡＭフォトギャラリー　2020春夏号vol.1 いかがなものか

NPO法人大垣映像プロジェクト 740 群ようこ 集英社 914

中村航・小説講座作品集　２ わたしのいるところ

中村航（監修） 大垣市文化事業団 980 ジュンパ・ラヒリ 新潮社 973

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〗

　　 　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〗


