
分野 場 所 図　　　書　　　名　　　等 著編者名
読書会 015 読書がさらに楽しくなるブッククラブ 吉田 新一郎
性差心理学 143 夫のトリセツ 黒川 伊保子

るるぶ岡山倉敷蒜山　　'20
るるぶ安くていい宿関東周辺　　2019
大分・別府 由布院　　'20
東京ひとりおしゃれさんぽ
宮崎 高千穂　　'20

軍縮問題 319 核軍縮の現代史 瀬川 高央
地価 334 Q&Aでわかる地価公示の見方・活かし方 日本不動産鑑定士協会連合会

企業責任 335 60分でわかる!SDGs超入門 バウンド
銀行 338 銀行のしくみ 戸谷 圭子

職業紹介 366 中学生・高校生の仕事ガイド　　2020-2021年版 進路情報研究会
健脳法 369 椅子に座ってできるシニアの1,2分間筋トレ×脳トレ体操51 斎藤 道雄
気象 空がおしえてくれること 蓬萊 大介
台風 台風予測の最前線 中澤 哲夫

寝ながらできる認知症予防　　２ 山崎 律子
認知症の親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本 榎本 睦郎

癌 494 国立がん研究センターの正しいがん検診 中山 富雄：監修
筋肉・肌・目・耳の“若返り”健康法 「きょうの健康」番組制作班

血管を鍛えるとすべてよくなる! 加藤 雅俊
製図 501 はじめてでもよくわかる!図面の読み方 飯島 晃良
建築 523 にっぽん建築散歩 小林 泰彦

住宅建築 527 30代夫婦が建てたナチュラルな暮らしを楽しむ家
歩きやすい靴を履いて少ない服でおしゃれする
大人のおしゃれに、ほしいもの　　'19-'20秋冬

洗濯 593 日本一の洗濯屋が教える間違いだらけの洗濯術 洗濯ブラザーズ
手芸 594 ウルトラマンの刺しゅうBOOK アップルミンツ

朝10分でできるスープ弁当 有賀 薫
ピラフとドリア 坂田 阿希子
並べて焼くだけ!グリラーレシピ 岡本 ゆかこ
すごワザ家政婦makoのラクうまダイエットレシピ mako
「水だし」って、すごい! 武蔵 裕子
野菜の「べんり漬け」 榎本 美沙

収納 597 親の健康を守る実家の片づけ方 永井 美穂
育児 599 子育てを元気にする絵本 大豆生田 啓友

コーヒー 617 世界からコーヒーがなくなるまえに ペトリ・レッパネン
鉢植 627 鉢植えで育てやすい花木・実もの・きれいな葉 船越 亮二
犬 645 愛犬と行くお出かけスポット　　2020 交通タイムス社

自動車運転免許 685 高齢ドライバーに運転をやめさせる22の方法 川畑 信也
ゴム版画 736 消しゴムはんこ。で年賀状 津久井 智子

ハンドメイドポップアップの本 HIROKO
紙バンドで作るバッグ・かご・アクセサリー大全集 ゆめひもフレンドシップ

軽音楽 764 音楽理論まるごとハンドブック　　バンド演奏に役立つ　　2019 自由現代社編集部
ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ 786 安心・安全!はじめての快適車中泊 JTBパブリッシング
万葉集 911 世界一楽しい!万葉集キャラ図鑑 岡本 梨奈

美を尽くして天命を待つ
男と女の理不尽な愉しみ

家庭看護・記録 916 ぼけますから、よろしくお願いします。 信友 直子
グッドバイ 朝井 まかて
みちづれの猫 唯川 恵
ファーストクラッシュ 山田 詠美
本意に非ず 上田 秀人
十三の海鳴り 安部 龍太郎
ひとり旅日和 秋川 滝美
檸檬の棘 黒木 渚
まち 小野寺 史宜
神を喰らう者たち 新堂 冬樹
風神雷神　　上・下 原田 マハ
星と龍 葉室 麟
グランドシャトー 高殿 円
タスキメシ-箱根- 額賀 澪

鏡石町図書館　図書案内（1月号）

以下のような新刊が入っております。
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彼方のゴールド 大崎 梢
人面瘡探偵 中山 七里
ショパンゾンビ・コンテスタント 町屋 良平
山の上のランチタイム 高森 美由紀
カエルの小指 道尾 秀介
賞金稼ぎスリーサム! 川瀬 七緒
潮待ちの宿 伊東 潤
夜はおしまい 島本 理生
出航 北見 崇史
サンズイ 笹本 稜平
殺し屋、続けてます。 石持 浅海
通夜女 大山 淳子
目を見て話せない 似鳥 鶏
十五の花板 倉阪 鬼一郎
沈黙法廷 佐々木 譲
戦旗不倒 田中 芳樹
白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月　　３・４巻 小野 不由美
珈琲店タレーランの事件簿　　６ 岡崎 琢磨
あしたの君へ 柚月 裕子
よろず占い処陰陽屋百ものがたり 天野 頌子
HUMAN LOST 人間失格 ノベライズ 冲方 丁：ストーリー原案

　
＊　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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