
分野 場 所 図　　　書　　　名　　　等 著編者名
情報と社会 007 SNS暴力　　なぜ人は匿名の刃をふるうのか 毎日新聞取材班
ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 146 「繊細さん」の知恵袋　　仕事、人間関係の悩みがスーッと軽くなる！ 武田 友紀
人生訓 159 斎藤一人 男を上げる女 女を上げる男 斎藤 一人
歴史 209 これならわかる戦争の歴史Q&A 石出 法太
伝記 280 「悪」が変えた世界史　　上・下 ヴィクトル・バタジオン：編

Auオードリー・タン　　天才ＩＴ相７つの顔 アイリス・チュウ
ルース・ベイダー・ギンズバーグ　　信念は社会を変えた！ ジェフ・ブラックウェル：編

旅行 291 ニュー東京ホリデイ 杉浦 さやか
日本・政治 312 日本は「右傾化」したのか 小熊 英二：編
法律 320 いまはそれアウトです!　　社会人のための身近なコンプライアンス入門 菊間 千乃

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 336 面倒くさい人のトリセツ 榎本 博明
ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ 338 クレジットカード&マイナポイント完全ガイド　2020-2021 晋遊舎
雇用保険 364 すぐに役立つ暮らしのセーフティネット!失業等給付・職業訓練・生活保護・給付金のしくみと手続き 森島 大吾：監修
集合住宅 365 マンション管理員オロオロ日記 南野 苑生
高齢者 367 人生のやめどき　　しがらみを捨ててこれからを楽しむ 樋口 恵子
介護福祉 369 親の介護と自分の老後ガイドブック 岡本 典子
数学 410 フィボナッチの兎　　偉大な発見でたどる数学の歴史 アダム・ハート=デイヴィス

天文学 440 図解身近にあふれる「天文・宇宙」が3時間でわかる本 塚田 健
脳 491 脳はすこぶる快楽主義 池谷 裕二

病気 492 放っておくとこわい症状大全 秋津 壽男
脳神経疾患 顔面神経麻痺が起きたらすぐに読む本 栢森 良二
糖尿病 「糖尿病予備群」と言われたら最初に読む本 櫻岡 怜子
胃食道逆流症 逆流性食道炎　　消化器科の名医が教える最高の治し方大全
不整脈 不整脈 心房細動・期外収縮　　心臓病の名医が教える最高の治し方大全
高血圧 高血圧 脳卒中・心筋梗塞・動脈瘤　　循環器内科の名医が教える最高の治し方大全
股関節疾患 494 股関節痛 変形性股関節症　　整形外科の名医が教える最高の治し方大全
感染症対策 今日からできる!暮らしの感染対策バイブル 堀 成美：監修
健康法 カラダに良いこと悪いこと　　最新医学でわかった新健康常識 久保 明：監修
医薬品 499 薬のギモン早わかり帖 藤井 義晴
建築・写真集 520 日本人建築家が建てた、海外の美しい建築 パイインターナショナル

住宅建築 室温を2度上げると健康寿命は4歳のびる 笹井 恵里子
門・車庫 すてきな門まわり・駐車場百科 ブティック社

靴 589 日本懐かしスニーカー大全 佐藤 誠二朗
家庭用品 590 100円グッズ・プチプラグッズのベストアイテム 宝島社
家庭経済 591 「世帯分離」で家計を守る　　社会保障費を節約する方法 太田 哲二
洋裁 593 ちいさなお直し　　ダーニング、刺繍、アップリケで穴あき、ほつれ、汚れを繕う いわせ あさこ

ハンドメイドのリボンBOOK 山口 路子
100均グッズで簡単!手芸 中島 純代
冬に編みたいバッグの本 朝日新聞出版
ファスナーポーチの型紙の本 越膳 夕香
アボカ丼 緑川 鮎香
ふわふわカステラの本 中川 たま
免疫力UPのすごい納豆レシピ 葛 恵子
100均グッズで簡単!お菓子作り 中島 純代
ボウルひとつで作れるたくさんの焼き菓子 真藤 舞衣子
ブロッコリー使いきり! KADOKAWA
晩酌わくわく!アイデアレシピ パリッコ
くるくる巻いてすぐにおいしい肉巻きレシピ エダジュン
はじめてのクッキー缶 加藤 里名
簡単シェラカップレシピ 蓮池 陽子
美しいキッチンと道具。 マガジンハウス
発酵ベジあんのおかずとおやつ 木村 幸子

造園 629 DIYの手作りガーデンBOOK ブティック社
ハムスター飼育 645 正しく知っておきたいハムスターの食事と栄養 長生きサポートBOOK 山口 俊介：監修
商品 675 無印良品スーパーBEST BUY マイウェイ出版

美術館・博物館 706 東京のミュージアム100 芸術新潮編集部
ｴｯｾｲ 914 世間とズレちゃうのはしょうがない 養老 孟司

孔丘 宮城谷 昌光
今も未来も変わらない 長嶋 有
わたしが消える 佐野 広実
風よあらしよ 村山 由佳

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。

F小説

596料理

594手芸

527

498

493

289

文響社

個人伝記



働く女子に明日は来る! 中澤 日菜子
イノセンス 小林 由香
織田有楽斎 岳 真也
質草女房 渋谷 雅一
煉獄の獅子たち 深町 秋生
私は女になりたい 窪 美澄
私が結婚をしない本当の理由 志駕 晃
ワトソン力 大山 誠一郎
龍神の子どもたち 乾 ルカ
猫弁と星の王子 大山 淳子
日没 桐野 夏生
私の中にいる 黒澤 いづみ
命の砦 五十嵐 貴久
スター 朝井 リョウ
もっこすの城 伊東 潤
谷根千ミステリ散歩 東川 篤哉
この気持ちもいつか忘れる 住野 よる
劇場版鬼滅の刃 無限列車編ノベライズ 吾峠 呼世晴：原作
鏡影劇場 逢坂 剛
生まれつきの花 似鳥 鶏
ちよぼ 諸田 玲子
銀齢探偵社
隣はシリアルキラー
汚れた手をそこで拭かない 芦沢 央
天離り果つる国　　上・下 宮本 昌孝
始まりの木 夏川 草介
デルタの羊 塩田 武士
半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸 潤
同姓同名 下村 敦史
黒猫と歩む白日のラビリンス 森 晶麿
本日も教官なり 小野寺 史宜
櫻子さんの足下には死体が埋まっている　　１６ 太田 紫織

　
＊　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。

F小説

BF文庫

中山 七里


