
分野 場 所 図　　　書　　　名　　　等 著編者名
読書指導 019 子どもを読書好きにするために親ができること 白坂 洋一
クイズ 031 小学生なら1秒で答える!大人を悩ますクイズ 知的生活追跡班
認知 141 認知バイアス　　心に潜むふしぎな働き 鈴木 宏昭

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ 146 わたしは繊細さん 武嶌 波：漫画
世界地理 290 くにペディア　　199の国と地域の政治・経済・文化がすぐわかるデータブック　2021▷22年版 箭内 克寿
社会問題 304 ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田 樹：編
住宅金融 人生を賭けて「家」を買った人の末路 屋敷 康蔵
少額投資非課税制度 基礎からわかる!つみたてNISA & iDeCo メディアックス
電子決済 LINE Pay,PayPay,楽天ペイ,d払い,au PAY,メルペイ&モバイルSuicaキャッシュレス導入ガイド リンクアップ
社会保険 364 知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識　　2021年版 榎本 恵一
独居・高齢者 367 おひとりさまの終活「死後事務委任」 國安 耕太
青少年問題 368 女子少年院の少女たち　　　「普通」に生きることがわからなかった 中村 すえこ
食育 374 子どもが作る弁当の日　　　「めんどくさい」は幸せへの近道 城戸 久枝

子どもをキッチンに入れよう!　　　子どもの好奇心を高める言葉のレシピ 藤野 恵美
カリスマ保育士てぃ先生の子育てで困ったら、これやってみ! てぃ先生

冠婚葬祭 385 冠婚葬祭マナーの新常識　　　ｗｉｔｈコロナ時代に対応 岩下 宣子：監修
花 470 一日一花を愉しむ花の歳時記366 金田 初代：監修

民間療法 492 YouTuber整体師GENRYUのはがトレ 安部 元隆
健康法 おとなの健康 オレンジページ
冷凍食品 シニア世代の食材冷凍術 本多 京子
建築 523 にっぽん建築散歩　　続 小林 泰彦

住宅建築 527 30代夫婦が建てたナチュラルで明るい家 主婦と生活社
航空自衛隊 538 ブルーインパルスパーフェクト・ガイドブック イカロス出版
無線通信 547 図解まるわかり5Gのしくみ 飯盛 英二
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型端末 548 iPadはかどる!仕事技　　2021 スタンダーズ
洗浄法 576 洗浄と殺菌のはなし 新名 史典
生活 590 自分らしく、ひとりで暮らすということ 主婦の友社

家庭経済 591 教育費&子育て費 賢い家族のお金の新ルール 前野 彩
かんたん!かわいい!ディズニー手作りマスク 佐々木 公子
おかしなあみもの フィグインク
クリスマスモチーフ&オーナメント アップルミンツ
安くて良いコスメベストブック　　2020-2021 晋遊舎
いい白髪ケア、やばい白髪ケア 伊熊 奈美
「エスプリ・ド・ビゴ」のホームベーカリーで食パンレシピ 藤森 二郎
失敗なしで絶対おいしい!チーズケーキとチョコレートケーキ 高石 紀子
はじめての「味つけ冷凍」 藤井 恵
選び放題!鍋レシピ250 主婦の友社
ジンジャースイーツ 若山 曜子
ごちそう煮たまご 源川 暢子
コーヒーのある暮らし 鈴木 樹：監修
誰も教えなくなった、料理きほんのき 鈴木 登紀子
ザッパなおやつ riyusa
志麻さん式定番家族ごはん タサン志麻
スーパーで買える「肉」を最高においしく食べる100の方法 長田 絢
10分で完成!たっきーママの朝ラク!スープジャー弁当 奥田 和美

鉄道 686 鉄道マーク大図鑑　　現役＆懐かしのトレインマーク 松原 一己
書道 728 筆ペンで書くゆる文字季節のあいさつ 宇田川 一美
色彩 757 色の楽しみ　　衣食住の配色アイディア×基礎知識×覚えておきたい240色 暮らしの図鑑編集部

ざんねんな筋トレ図鑑 小島 央
「運動できない」を「できる!」に変えるキッズエクササイズ 安部 たけのり

ｽﾄﾚｯﾁﾝｸﾞ 781 どんなに体が硬い人でもやわらかくなるラク伸びストレッチ なぁさん
ﾗﾝﾆﾝｸﾞ 782 新型コロナ時代のランニング 金 哲彦

はじめてのソロキャン完全ガイド BE PAL編集部
おうちでキャンプwithキッズ JTBパブリッシング
見果てぬ花 浅田 次郎
寂聴残された日々 瀬戸内 寂聴
生き抜くヒント 五木 寛之
たべる生活 群 ようこ

ﾙﾎﾟﾙﾀｰｼﾞｭ しくじり家族 五十嵐 大
闘病記 猫だましい ハルノ 宵子
外国文学 933 眠れる美女たち　　上・下 スティーヴン・キング

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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首イラズ 岡田 秀文
だまされ屋さん 星野 智幸
もしかしてひょっとして 大崎 梢
影に対して 遠藤 周作
白日 月村 了衛
お探し物は図書室まで 青山 美智子
エール　　下巻 林 宏司：原案
アンダークラス 相場 英雄
復讐の協奏曲(コンチェルト) 中山 七里
攫い鬼 輪渡 颯介
死の扉 小杉 健治
水と礫 藤原 無雨
星に帰れよ 新 胡桃
人類最強のヴェネチア 西尾 維新
アンと愛情 坂木 司
キミがくれた奇跡を、ずっとずっと忘れない。 朝比奈 希夜
コーチ 堂場 瞬一
湖の女たち 吉田 修一
浅草迄 北野 武
ふたりでちょうど200% 町屋 良平
江戸染まぬ 青山 文平
動物警察24時 新堂 冬樹
カラ売り屋、日本上陸 黒木 亮
小麦の法廷 木内 一裕
夜明けのすべて 瀬尾 まいこ
とわの庭 小川 糸
扇物語 西尾 維新
みがわり 青山 七恵
#塚森裕太がログアウトしたら 浅原 ナオト
相剋 笹本 稜平
善医の罪 久坂部 羊
新春新婚(にいめとり) 倉阪 鬼一郎
青田波 佐伯 泰英
白菊の声 小杉 健治
キノの旅　　２３ 時雨沢 恵一
よろず占い処陰陽屋と琥珀の瞳 天野 頌子
小説STAND BY MEドラえもん　　１・２ 藤子　F　不二雄：原作

みつばの郵便屋さん　　６ 小野寺 史宜
希望病棟 垣谷 美雨

　
＊　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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