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70代からの「女の輝き」「男の品格」
「自分」を生きる

伝記 289 渡辺錠太郎伝 岩井 秀一郎
群馬　　'21
仙台・松島 宮城　　'21
るるぶ大阪ベスト　　'21 JTBパブリッシング
見る×乗る×楽しむ路線別一日乗車券でめぐる東京 昭文社

ｲｷﾞﾘｽ・政治 312 EU離脱 鶴岡 路人
民法 324 絶対に知らないとヤバイ!家族信託の手続きの進め方 赤津 寛紀

裁判官 327 裁判官も人である 岩瀬 達哉
税務会計 フリーランス1年目の経理 冨永 昭雄
ビジネス・人間関係 仕事の成果って、「報・連・相」で決まるんです。 三上 ナナエ
住宅金融 338 住宅ローン&マイホームの税金がスラスラわかる本　　2020 西澤 京子：監修
贈与税 345 いつ死んでも後悔しない!かしこい「生前贈与」 渡辺 由紀子
中高年齢者 50代からの人間関係 水島 広子
親子関係 育てられない母親たち 石井 光太
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ犯罪 368 あなたのスマホがとにかく危ない 佐々木 成三
育英事業 373 奨学金まるわかり読本　　2020 久米 忠史
留学 留学を考え始めた親と子が読む本 平田 久子

3・4・5歳児の運動あそび
0・1・2歳児の運動あそび
保育で大活躍!もっと楽しい!手袋シアター amico

発達障害 378 発達障害&グレーゾーンの小学生の育て方 井上 雅彦：監修
生業 384 江戸の仕事図鑑　　上巻 飯田 泰子

臨床検査法 492 病院で受ける検査がわかる本 高木 康
ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ病 アルツハイマー病のことがわかる本 新井 平伊：監修
認知症 寝ながらできる認知症予防　　３ 山崎 律子
手・疾患 ヘバーデン結節バネ指、腱鞘炎は楽治せる! マキノ出版
白血病 ウルトラ図解血液がん 神田 善伸：監修
小児科学 赤ちゃんからはじまる便秘問題 中野 美和子
婦人科学 495 からだとこころを整える 田中 のり子
食餌療法 医者もすすめる万能おかゆ 田谷 光一：記事監修

健康法 肩甲骨はがしストレッチ 杉田 一寿：監修
痩身法 図解腸の名医が実践している内臓脂肪をごっそり落とす最強の食べ方 藤田 紘一郎
薬剤師 499 薬剤師になるには 井手口 直子
住宅建築 527 すてきな玄関・門まわり・駐車場 ブティック社
ﾜｰﾄﾞﾌﾟﾛｾｯｻ 582 WordでできるPOP・はがき・案内図・暮らしで役立つ書類のつくり方 辻野 功

がま口がいっぱい 日本ヴォーグ社
みずひき 中村 瑠水子

筋力ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 595 むくみ取り筋トレ 高稲 達弥
豆腐からおからパウダーまで!「目からウロコ」の保存&活用術 牛尾 理恵
魔法のてぬきおやつ てぬキッチン
世界のおつまみ図鑑 マイナビ出版
アレンジおかずがいっぱい!夜ごはんから作るお弁当 阪下 千恵
子どもも喜ぶ10分出汁ごはん 伏木 暢顕
業務スーパーやみつきレシピ 業務スーパー：監修

度量衡 609 ニッポンのサイズ図鑑 石川 英輔：原作
家庭菜園 626 キッチンではじめる家庭菜園 ケイティ・エルザー・ピーターズ

商品 675 無印良品本当に売れている115アイテム 宝島社
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ 694 しくじりから学ぶ13歳からのスマホルール 島袋 コウ
日本画 721 雪舟決定版 島尾 新：監修
鉛筆画 725 基礎から学ぶ鉛筆デッサン 石川 聡
紙工芸 754 島津冬樹の段ボール財布の作り方 島津 冬樹
競技大会 780 オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研
修辞法 816 文章を彩る表現技法の辞典 中村 明

「好き」の因数分解 最果 タヒ
病気も人生
長生きしたいわけではないけれど。

作品集 918 夜告げ鳥 三島 由紀夫
小説 F 野守虫 柴田 哲孝

旅行

坂東 眞理子

昭文社

小倉 和人

人生訓

保育・遊戯

596

914ｴｯｾｲ

料理

手芸

曽野 綾子

鏡石町図書館　図書案内（4月号）

以下のような新刊が入っております。
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ウミガメみたいに飛んでみな 木村 椅子
シャーリー・ホームズとバスカヴィル家の狗 高殿 円
太平洋食堂 柳 広司
イマジン? 有川 ひろ
清明 今野 敏
平蔵の母 逢坂 剛
雲を紡ぐ 伊吹 有喜
背高泡立草　　【第１６２回　芥川賞受賞作】 古川 真人
公爵令嬢の嗜み　　６・７ 澪亜
御社のチャラ男 絲山 秋子
コープス・ハント 下村 敦史
狐火の辻 竹本 健治
トイレで読む、トイレのためのトイレ小説 雹月 あさみ
仮面病棟 知念 実希人
三世代探偵団　　２ 赤川 次郎
歌舞伎座の怪紳士 近藤 史恵
かんばん娘 志川 節子
猫君 畠中 恵
エンデンジャード・トリック 門前 典之
ドミノin上海 恩田 陸
ホームドアから離れてください 北川 樹
ねなしぐさ 乾 緑郎
坂下あたると、しじょうの宇宙 町屋 良平
金子と裕而 五十嵐 佳子
まむし三代記 木下 昌輝
終の盟約 楡 周平
海の十字架 安部 龍太郎
七度笑えば、恋の味 古矢永 塔子
いいからしばらく黙ってろ! 竹宮 ゆゆこ
赤の王 廣嶋 玲子
犯人のいない殺人の夜 東野 圭吾
酒合戦 佐伯 泰英
おいしいベランダ。　　８ 竹岡 葉月

F小説

　
＊　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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