
分野 場 所 図　　　書　　　名　　　等 著編者名
習慣 141 やめたいのにやめられない悪い習慣をやめる技術 小早川 明子
政治 312 私は真実が知りたい 赤木 雅子

地方議員 318 地方議員は必要か NHKスペシャル取材班

いますぐ始めるテレワークの強化書 大串 肇
Zoom & Slack完全マニュアル　　テレワークを効率化！ 八木 重和
Q&Aでわかるテレワークの労務・法務・情報セキュリティ 足立 昌聰：編著

財政政策 342 日本をダメにした財務省と経団連の欺瞞 三橋 貴明
女性史 367 デンマークの女性が輝いているわけ　　幸福先進国の社会づくり 澤渡夏代ブラント
福祉従事者 ソーシャルワーカーになりたい 芦沢 茂喜
母子福祉 赤ちゃんポストの真実 森本 修代

とことん紙コップレシピ
とことん紙皿レシピ

特別支援学校 378 特別支援学校教諭になるには 松矢 勝宏：編著
学習法 379 ぼくの「自学ノート」 梅田 明日佳
数学 410 数学ガールの秘密ノート　　複素数の広がり 結城 浩
恐竜 457 面白くて眠れなくなる恐竜 平山 廉

医学と心理 490 死を受け入れること　　生と死をめぐる対話 小堀 鷗一郎
指圧療法 492 手のつぼ足のつぼ 布施 雅夫：監修
腰痛 腰の激痛 文響社

躁うつ病 「うつ病の夫」に妻がすべきこと、してはいけないこと 浅井 逸郎：監修
膝疾患 494 ひざ痛 変形性膝関節症 文響社
緑内障 496 緑内障　　眼科の名医10人が教える最高の克服法大全 文響社

大人のバナナジュース健康法 松生 恒夫：医学監修

ネバネバが効く!やせる!病気が治る最強レシピ マキノ出版
公衆衛生 よくわかる公衆衛生学の基本としくみ 上地 賢
感染症 疫病2020 門田 隆将
品質管理 509 すごい!品質検査　　レンズくんと行く工場ツアー うえたに夫婦
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ電話 547 Skypeスマートガイド リンクアップ
ミシン 593 今日からはじめるソーイング ミシン1年生 日本ヴォーグ社
手芸 594 はじめてでもカンタン!手づくり布マスク 手づくり布マスク編集室

髪型 595 ラフなあかぬけヘアアレンジ 仲村 優
家族の朝ごはん 杵島 直美
もちぷるレシピ 柳瀬 久美子
こねずにできるふんわりもちもちフォカッチャ 池田 愛実
そうざい麵 ワタナベ マキ
絶品おかずはめんつゆで 市瀬 悦子
お昼ごはんのめんレシピ! きじま りゅうた
ミツカンの“家計の味方”レシピ ミツカン
ふわふわ、しっとり、とろけるシフォン 中山 真由美
パスタ図鑑 マイナビ出版
免疫力アップおかずBEST100 金丸 絵里加
地球温暖化と日本の農業 農業　食品産業技術総合研究機構

農家が教える天気を読む知恵とワザ 農文協：編
ハーブ 617 あした、ハーブを植えよう 山本 真理
家庭菜園 626 おいしい野菜100種のじょうずな育て方 武川 政江：指導
盆栽 627 四季の景色盆栽 小林 健二：監修

美術史 702 大学4年間の西洋美術史が10時間でざっと学べる 池上 英洋
絵画 723 バンクシー　　壁に隠れた男の正体 ウィル・エルスワース=ジョーンズ

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ 746 一眼カメラがまるごとわかる本　　2020-2021 晋遊舎
万葉集 911 田辺聖子の万葉散歩 田辺 聖子

88歳の自由 曽野 綾子
身のある話と、歯に詰まるワタシ 尾崎 世界観
またね。 木内 みどり
欲が出ました ヨシタケ シンスケ
美女ステイホーム 林 真理子
どうぞ愛をお叫びください 武田 綾乃
大江戸火龍改 夢枕 獏
オレだけが名探偵を知っている 林 泰広
ホーム 堂場 瞬一
少年と犬　　【第１６３回　直木賞受賞作】 馳 星周
破局　　【第１６３回　芥川賞受賞作】 遠野 遙
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俺の残機を投下します 山田 悠介
ダンガンロンパ霧切　　7 北山 猛邦
商う狼 永井 紗耶子
希望の峰マカルー西壁 笹本 稜平
陽眠る 上田 秀人
食王 楡 周平
心霊探偵八雲　　12
心霊探偵八雲COMPLETE FILES
ただいま神様当番 青山 美智子
ヒカリ 花村 萬月
凪に溺れる 青羽 悠
跳べ、暁! 藤岡 陽子
黙示
オフマイク
女だてら 諸田 玲子
この星を見上げたら、僕はキミの幸せを願う。 月森 みるく
哄(わら)う北斎 望月 諒子
悪霊じいちゃん風雲録 輪渡 颯介
断罪 石川 智健
いちねんかん 畠中 恵
せきれいの詩 村木 嵐
風を結う あさの あつこ
夢をかなえるゾウ　　４ 水野 敬也
鶴屋南北の殺人 芦辺 拓
囚われの山 伊東 潤
ボニン浄土 宇佐美 まこと
チーム・オベリベリ 乃南 アサ
鬼滅の刃　　２・３巻 吾峠 呼世晴：原作
縁結びカツサンド 冬森 灯
あめつちのうた 朝倉 宏景
コロナ黙示録 海堂 尊
探偵は絵にならない 森  晶麿
歌舞伎町シャーロック 歌舞伎町シャーロック製作委員会：原作

カエルの楽園2020 百田 尚樹
鼠異聞　　上・下 佐伯 泰英
新フォーチュン・クエスト　2-11 深沢 美潮
悲恋歌 小杉 健治
ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 三上 延
ミス・吸血鬼に幸いあれ 赤川 次郎
若おかみの夏 倉阪 鬼一郎

　
＊　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。
＊　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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