
わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる 水軍と海賊の戦国史

Dain 技術評論社 019 小川雄 平凡社 210

伝える仕事 ヨーロッパ全史

池上彰 講談社 070 サイモン・ジェンキンス 青土社 230

世界は贈与でできている 女帝小池百合子

近内悠太 ニューズピックス 104 石井妙子 文藝春秋 289

哲学大図鑑 はじめての渋沢栄一

アン・ルーニー ニュートンプレス 130 渋沢研究会 ミネルヴァ書房 289

宗教別おもてなしマニュアル ホハレ峠  ダムに沈んだ徳山村百年の軌跡

島田裕巳 中央公論新社 165 大西暢夫 彩流社 289

日本のものすごい10人の住職 謎解き日本列島

『月刊住職』編集部 興山舎 185 宇田川勝司 ベレ出版 291

親中派の噓 一度読んだらクセになる!おもしろ化学ネタ50

櫻井よしこ 産経新聞出版 302 齋藤勝裕 秀和システム 430

金正恩の実像 コスモス いくつもの世界

アンナ・ファイフィールド 扶桑社 312 アン・ドルーヤン 日経ナショナルジオグラフィック社 440

絶望を希望に変える経済学 怖くて眠れなくなる地学

アビジット・V.バナジー 日経BP日本経済新聞出版本部 331 左巻健男 PHPエディターズ・グループ 450

できるテレワーク入門 富士山境目図鑑

法林岳之 インプレス 336 山梨県富士山科学研究所 丸善出版 462

スマホ×PC仕事術 自力で免疫力を上げる腸の強化書

目代純平 明日香出版社 361 藤田紘一郎 宝島社 493

大学で学ぶゾンビ学 よくわかる依存症

岡本健 扶桑社 361 榎本稔 主婦の友社 493

捜査一課式防犯BOOK 感染症ウイルス・細菌との闘い

佐々木成三 アスコム 368 中西真人 日経サイエンス 493

私たちはふつうに老いることができない シニアの高血圧

児玉真美 大月書店 369 土橋卓也 NHK出版 493

「教える」ということ 変形性ひざ関節症の痛みが消える4週間プログラム

出口治明 KADOKAWA 370 黒田恵美子 主婦の友社 494

大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、大間違いだ! 「一生サビない脳」をつくる生活習慣35

斎藤恭一 イースト・プレス 377 齋藤孝 ビジネス社 498

ママ、言わないで!子どもが自信を失う言葉66 免疫力をあげる最強の食事術

曽田照子 学研プラス 379 白澤卓二 宝島社 498

重機図説 ハツ江おばあちゃんのフライパン1つで100レシピ

グラフィック社編集部 グラフィック社 513 高木ハツ江 NHK出版 596

小柄な大人の一生おしゃれでいられる10のルール 親孝行レシピ

長屋なぎさ 宝島社 589 舘野鏡子 学研プラス 596

ユニーク帯で着物を楽しむ ヴィーガン和食

手塚容子 善本社 593 庄司いずみ 主婦の友社 596

地刺しの本 思わず見とれるゼリースイーツ

戸塚貞子 啓佑社 594 大越郷子 誠文堂新光社 596

夏糸で編むネットバッグ フローズンドリンク教本

誠文堂新光社 594 根岸清 旭屋出版 596

肌が乾くクセを全部やめてみた。 アレンジ&クリエイティブアイスコーヒー

野崎萌香 ワニブックス 595 旭屋出版CAFERES編集部 旭屋出版 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
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新着案内(5/21～6/20新着分)



今さら聞けない肥料の話きほんのき 新・時代小説が書きたい!

農山漁村文化協会 613 鈴木輝一郎 河出書房新社 901

野菜づくりをはじめよう 夏井いつきの日々是「肯」日

荻野千佳 ブティック社 626 夏井いつき 清流出版 911

自分でできる小さな庭づくり ヒソップ亭 秋川滝美 講談社 913

香山三紀 主婦の友社 629 まだ温かい鍋を抱いておやすみ

農家が教える痛快キノコつくり 彩瀬まる 祥伝社 913

農山漁村文化協会 657 濱地健三郎の幽(かくれ)たる事件簿

メダカ品種図鑑 2 有栖川有栖 KADOKAWA 913

ピーシーズ 666 うめももさくら 石田香織 朝日新聞出版 913

売れる配色 じんかん 今村翔吾 講談社 913

グラフィック社 675 結婚させる家

桂望実 光文社 913

組曲わすれこうじ

現代アートをたのしむ 黒田夏子 新潮社 913

原田マハ 祥伝社 702 任俠シネマ 今野敏 中央公論新社 913

みんなのアマビエ 法の雨 下村敦史 徳間書店 913

扶桑社 708 業平 高樹のぶ子 日経BP日本経済新聞出版本部 913

366日の世界遺産 語らいサンドイッチ

小林克己 三才ブックス 709 谷瑞恵 KADOKAWA 913

漂流郵便局-お母さんへ- 星に仄めかされて

久保田沙耶 小学館 719 多和田葉子 講談社 913

絵本画家 赤羽末吉 黙 辻堂魁 光文社 913

赤羽茂乃 福音館書店 726 たかが殺人じゃないか

知っておきたい!手書きの常識 辻真先 東京創元社 913

平形精逸 東京書籍 728 水を縫う 寺地はるな 集英社 913

「書道」の教科書 迷子のままで 天童荒太 新潮社 913

横山豊蘭 実業之日本社 728 カインの傲慢 中山七里 KADOKAWA 913

PANTANAL あふれる家 中島さなえ 朝日新聞出版 913

岩合光昭 クレヴィス 748 少年と犬 馳星周 文藝春秋 913

おいしく折ろう食育おりがみ 第2集 侵略者(アグレッサー)

西田良子 全国学校給食協会 754 福田和代 光文社 913

希林のコトダマ あなたに会えて困った

椎根和 芸術新聞社 778 藤崎翔 双葉社 913

志らくの食べまくら ほたる茶屋 藤原緋沙子 KADOKAWA 913

立川志らく 双葉社 779 新任警視 古野まほろ 新潮社 913

アスリートのための朝食術 妖(あやかし)の掟

田口素子 女子栄養大学出版部 780 誉田哲也 文藝春秋 913

天才の考え方 カケラ 湊かなえ 集英社 913

加藤一二三 中央公論新社 796 いのちの停車場

藤井聡太強さの本質 南杏子 幻冬舎 913

書籍編集部 日本将棋連盟 796 きたきた捕物帖

宮部みゆき PHP研究所 913

こんぱるいろ、彼方

日本史人名よみかた辞典 2 椰月美智子 小学館 913

日外アソシエーツ 281 鴻上尚史のもっとほがらか人生相談

新編下田歌子著作集 3 ～ 5 鴻上尚史 朝日新聞出版 914

下田歌子 三元社 289 さだの辞書 さだまさし 岩波書店 914

微笑みの美仏 円空 人生論あなたは酢ダコが好きか嫌いか

帆足てるたか(写真) 枻出版社 718 佐藤愛子 小学館 915

教科書に載った名曲原題邦題事典 理由のない場所

日外アソシエーツ 760 イーユン・リー 河出書房新社 933

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〗

　　　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〗


