
分野 場 所 図　　　書　　　名　　　等 著編者名
経営訓 159 なぜ今、世界のビジネスリーダーは東洋思想を学ぶのか 田口　佳史
藩政 210 江戸三百藩大名列伝 小学館
皇族 288 美智子さまの生き方３８ 渡邉　みどり
伝記 289 チキンラーメンの女房 安藤百福発明記念館

国際政治 319 グローバリズム後の世界では何が起こるのか？ 高岡　望
金融政策 338 金融失策２０年の真実 太田　康夫
労働政策 366 働き方改革のすべて 岡崎　淳一
離婚 子連れ離婚を考えたときに読む本 新川　てるえ

中高年齢者問題 没イチ　　パートナーを亡くしてからの生き方 小谷　みどり
少年犯罪 368 少年と罪 中日新聞社会部
児童福祉 369 漂流児童　　福祉施設の最前線をゆく 石井　光太
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ教育 375 プログラミング教育ってなに？ 石戸　奈々子
家庭教育 379 読むだけでどんな運動もできる子になる！ 水口　高志
科学 404 図解もっと身近にあふれる「科学」が３時間でわかる本 左巻　健男

数学ガールの秘密ノート 結城　浩
知って得する！おうちの数学 松川　文弥

顔 469 損する顔得する顔 山口　真美
下肢部 491 よくわかる足部・足関節の動きとしくみ 桜井　亮輔
糖尿病 こどもの糖尿病と治療 浦上　達彦
血管 血管を守る２５０のＱ＆Ａ事典 「きょうの健康」番組制作班

適応障害 適応障害のことがよくわかる本 貝谷　久宣：監修
眼科学 496 ４０歳から気をつけたい「眼の成人病」 坂西　良彦

酢トマトでやせる！肌、髪が若返る！ 柳沢　英子
作りおき「たまねぎ氷」「黒たまジャム」「酢キャベツ」で、やせる！若返る！病気にならない！ 村上　祥子：監修

ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞ 老けない最強食 笹井　恵里子
救急救命士 救急救命士になるには 益田　美樹
ハーブ 499 ハーブティーブレンド１００ しばた　みか
ダム 517 日本のダム美 川崎　秀明
電波 547 電波の疑問５０ 早川　正士
わら製品 583 つくって楽しむわら工芸　　２ 農山漁村文化協会

家庭用品 １００円グッズ＆プチプラグッズのベストアイテム 宝島社
生活 今いちばん知りたい無印良品 洋泉社

ペットボトルキャップで作るかわいいこもの ブティック社
身近なもので作るハンドメイドレク 寺西　恵里子

美容 595 最速！清潔感 加藤　智一
発酵いらずですぐおいしいかんたん米粉パン 多森　サクミ
みんな大好き！シーチキンのベストレシピ６０ 扶桑社
帰って１０分絶品おかず 武蔵　裕子
人気料理家自慢の肉レシピ 扶桑社
ベビースターラーメンレシピ おやつカンパニー：監修

ほぼ１００円飯 リュウジ
糖質オフで太らない！体にやさしいおやつ 大庭　英子
サバ缶だけじゃない！！魚の缶詰レシピ 田谷　光一：記事監修

志麻さんの自宅レシピ タサン志麻
みそさえあれば。 小島　喜和
厚揚げ・油揚げ使いきり！ ＫＡＤＯＫＡＷＡ
糖質オフの蒸し料理レシピ 栗原　毅：監修
一汁一飯があればいい 梅崎　和子
ふんわり、しっとり至福の米粉スイーツ 今井　ようこ

住居衛生 597 図解　健康になりたければ家の掃除を変えなさい 松本　忠男
農業 612 農業崩壊 吉田　忠則
蔬菜園芸 626 写真でわかる野菜・果樹の病害虫防除 草間　祐輔
花卉装飾 627 花時間　　２０１９秋冬号 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
配色 757 配色の教科書 城　一夫：監修
ﾊﾞｲｵﾘﾝ 763 修復家だけが知るストラディヴァリウスの真価 中沢　宗幸
囲碁 795 井山裕太の碁　強くなる考え方 内藤　由起子
将棋 796 超越の棋士羽生善治との対話 高川　武将
遊戯 798 藤田浩子の紙とえんぴつでおはなし 藤田　浩子
ダンス 799 年齢に負けない「動ける体」のつくり方 ＳＡＭ

すべての男は消耗品である。　　最終巻 村上　竜
「違うこと」をしないこと 吉本　ばなな
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鏡石町図書館　図書案内（12月号）

以下のような新刊が入っております。

914ｴｯｾｲ

596料理

594手芸

590



ﾑｰﾐﾝ 949 ムーミン谷のすべて フィリップ・アーダー

思い出が消えないうちに 川口　俊和
真犯人の貌 前川　裕
銀橋 中山　可穂
人さらい 翔田　寛
想い人 諸田　玲子
ＴＥＮ 楡　周平
はしからはしまで 梶　よう子
絵里奈の消滅 香納　諒一
死神刑事（デカ） 大倉　崇裕
ＰＩＴ特殊心理捜査班・水無月玲 五十嵐　貴久
ゴンちゃん、またね。 ビートたけし
まんぷく　　上巻 福田　靖
蕪村 小嵐　九八郎
宴の前 堂場　瞬一
2.43　　春高編 壁井　ユカコ
天子蒙塵　　４ 浅田　次郎
ことことこーこ 阿川　佐和子
下町ロケット　　４ 池井戸　潤
銀河食堂の夜 さだ　まさし
湖底の城　　９ 宮城谷　昌光
骨を弔う 宇佐美　まこと
掟上今日子の乗車券 西尾　維新
うみねこのなく頃に散（ちる）　　Ｅｐｉｓｏｄｅ８ 竜騎士０７
その先の道に消える 中村　文則
歪んだ波紋 塩田　武士
白の王
青の王
ハラスメントゲーム 井上　由美子
人間狩り 犬塚　理人
沈黙のパレード 東野　圭吾
ウェディングプランナー 五十嵐　貴久
最終標的 笹本　稜平
泥棒たちの十番勝負 赤川　次郎
春は始まりのうた 小路　幸也
群青の魚 福沢　徹三
決戦！設楽原 宮本　昌孝
刀と算盤 谷津　矢車
１４歳、明日の時間割 鈴木　るりか
リベンジ 柴田　哲孝
どんまい 重松　清
エムエス 今野　敏
男たちの船出 伊東　潤
崖の上で踊る 石持　浅海
鼠、危地に立つ
鼠、狸囃子に踊る
桜子さんの足下には死体が埋まっている　　１４ 太田　紫織
ビブリア古書堂の事件手帖　　扉子と不思議な客人たち 三上　延
おどみの殿でこころざせ 結城　光流
ふたり秘剣 鳥羽　亮
みずうみの妻たち　　上・下 林　真理子
新約とある魔術の禁書目録（インデックス）　　２１ 鎌池　和馬
火影 小杉　健治

　
＊　貸出中の本は予約することができます。予約すると、返却後、次に優先的に借りることができます。
＊　貸出バッグが不足しております。マイバッグのご利用をよろしくお願いいたします。
＊　お探しの本がある時は、お気軽に図書館職員へ声をおかけください。
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