
分野 場 所 図　　　書　　　名　　　等 著編者名
読書 019 まなの本棚 芦田 愛菜
思考 141 「面白い」のつくりかた 佐々木 健一

人生訓 159 私、失敗ばかりなので 内山 聖子
日本史 210 日本史の「なぜ?」を解く200の裏事情 歴史の謎研究会：編
天皇制 288 秘録退位改元 朝日新聞取材班

るるぶ神戸　　'20
るるぶ鹿児島　　'20
るるぶ福井　　'20
るるぶ冬の北海道　　'20
るるぶ静岡　　'20
るるぶ愛媛　　'20

日本・地理 驚きの日本一が「ふるさと」にあった 山田 稔
地方議会 318 日本の地方議会 辻 陽
北方領土問題 319 北方領土はなぜ還ってこないのか 名越 健郎
法令集 320 実用六法　　令和2年版 加藤 晋介：監修
中小企業 335 中小企業のための補助金・助成金徹底活用ガイド　2019-2020年版 経士会：監修
雇用 336 外国人労働者の採用・雇用をめぐる実務相談Q&A 若松 絵里

電子決済 338 LINEPayまるわかり コスミック出版
就職 「就活ひきこもり」から脱出する本 今村 邦之
副業 副業のはじめ方がわかる本 成美堂出版編集部

就労支援 発達障害でも働けますか? 座波 淳
家族問題 367 母と娘はなぜ対立するのか 阿古 真理

私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー　2021面接編
私たちはこう言った!こう書いた!合格実例集&セオリー　2021エントリーシート編

家庭教育 379 非認知能力を育てるあそびのレシピ 大豆生田 啓友
科学技術政策 409 科学者が消える 岩本 宣明
化石 457 光る化石　　美しい石になった古生物たちの図鑑 土屋 香
鳥類 488 日本産鳥類の卵と巣 内田 博

胃・疾患 胃を切った人のための毎日おいしいレシピ250 木下 敬弘：監修
食餌療法 血管が若返るクスリになる健康鍋 島田 和幸：監修
発達障害 誤解だらけの発達障害 岩波 明
ｽﾄﾚｽ障害 惨事ストレスとは何か 松井 豊
認知症 寝ながらできる認知症予防 山崎 律子
大腸癌 大腸を切った人のための毎日おいしいレシピ200 塩澤 学：監修
外反母趾 自分で治す!外反母趾 笠原 巖
婦人衛生 495 心とカラダの正しい休ませ方 日経WOMAN編集部
食品・栄養 からだを整えるフルーツin紅茶 薬日本堂：監修

あったか寒天スープ 小菅 陽子
10年後、後悔しない体のつくり方 中野 ジェームズ修一

医師が考案小林式自律神経ストレッチ 小林 弘幸
手芸 594 ファスナーポーチ作りの達人になる! 鈴木 ふくえ：監修

バターは調味料。ほんの少し使うだけでおいしくなる 上田 淳子
まいにち湯豆腐 小田 真規子
食品雑貨完全ガイド 晋遊舎
毎日食べたい!お粥ごはん エダジュン
おかずがいらないごっついスープ きじま りゅうた
肉・魚・加工食品保存のアイデア帖 島本 美由紀
ほぼ100円のとり肉おかず KADOKAWA
でっかいパン 幸栄
からだが温まるとろみのレシピ 吉澤 まゆ

収納 597 イケア・無印良品・ニトリでずっとすっきり!収納 学研プラス
365日マネするだけ離乳食 手作り離乳食 by ninaru：レシピ監修

いっぺんに作る赤ちゃんと大人のごはん 中田 馨
きのこ 627 部屋で楽しむきのこリウムの世界 樋口 和智
油絵 724 1日で描くリアル油絵の基本 大谷 尚哉

紙工芸 754 ディズニーKIDEA手作りカード 鈴木 孝美
楽器 763 初中級者のためのオカリナが上手くなる方法 橋本 愛子著

知っておきたい日本の古典芸能 講談
知っておきたい日本の古典芸能 浪曲・怪談
知っておきたい日本の古典芸能 落語

ｻｲｸﾘﾝｸﾞ 786 60歳からはじめる自転車ライフ 辰巳出版

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。

JTBパブリッシング

キャリアデザインプロジェクト

瀧口 雅仁779大衆演芸

596料理

599

498

493

494

健康法

離乳食

377学生

366

291
旅行



登山 786 ロープワーク 水野 隆信：監修
朗読法 809 前頭葉を刺激!50歳からの1分音読でボケない脳になる 古賀 良彦：監修
敬語法 815 「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷 裕子
エッセイ 914 大人の流儀　　9 伊集院 静

不審者 伊岡 瞬
逃避行 小杉 健治
また明日 群 ようこ
祝祭と予感 恩田 陸
扇腹 浅井  和昭
カナダ金貨の謎 有栖川 有栖
髪結おれん 千野 隆司
巡礼の家 天童 荒太
縁 小野寺 史宜
小箱 小川 洋子
極上の罠をあなたに 深木 章子
シークレット・ペイン 前川 ほまれ
定価のない本 門井 慶喜
死にゆく者の祈り 中山 七里
背中の蜘蛛 誉田 哲也
時を壊した彼女 古野 まほろ
怪談飯屋古狸 輪渡 颯介
最果ての決闘者 逢坂 剛
ブラックリスト 伊兼 源太郎
わたしは誰も看たくない 小原 周子
愚か者の身分 西尾 潤
絞首商會 夕木 春央
彼女たちの犯罪 横関 大
ツナグ　　想い人の心得 辻村 深月
飛べないカラス 木内 一裕
いもうと 赤川 次郎
あの日に帰りたい
夏服を着た恋人たち
純、文学 北野 武
シャガクに訊け! 大石 大
ノワールをまとう女 神護 かずみ
ブラックシープ・キーパー 柿本 みづほ
緋色のマドンナ 那須田 淳
きみはだれかのどうでもいい人 伊藤 朱里
菊花の仇討ち 梶 よう子
神様との取引 町田 哲也
カッコウの微笑み 福田 和代
名残の花 澤田 瞳子
ライオンのおやつ 小川 糸
ごめん。 加藤 元
奔る男 堂場 瞬一
きみの正義は 水生 大海
人間 又吉 直樹
怪盗探偵山猫　　6 神永 学
虎を追う 櫛木 理宇
どうしても生きてる 朝井 リョウ
人を乞う あさの あつこ
虚ろ陽 小杉 健治
白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月　　１・２　　　 小野 不由美
鯖猫長屋ふしぎ草紙　　7 田牧 大和
死亡フラグが立ちました!　　3 七尾 与史

　
＊　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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