
分野 場 所 図　　　書　　　名　　　等 著編者名
読書・書評集 019 本は3冊同時に読みなさい 佐藤 優
心理 141 悲しみとともにどう生きるか 入江 杏
歴史 210 一冊でわかる幕末 大石 学：監修
伝記 289 みみずのたわごと　　徳川慶喜家に嫁いだ松平容保の孫の半生 徳川 和子

シリア・難民 302 人間の土地へ 小松 由佳
裁判官 327 裁判官になるには 飯島 一孝
国際協力 333 カカ・ムラド～ナカムラのおじさん ガフワラ：原作
夫婦関係 不機嫌な妻無関心な夫　　うまくいっている夫婦の話し方 五百田 達成
親子関係 産めないけれど育てたい。　　不妊からの特別養子縁組へ 池田 麻里奈
家庭教育 379 おうちモンテッソーリはじめます　　「生き抜く力」の伸ばし方 シモーン・デイヴィス

干支 382 日本人にとって干支とは何か 武光 誠
自衛隊 392 自衛官になるには 岡田 真理
数学 410 数学ガールの秘密ノート 結城 浩

ﾎｽﾋﾟｽ・小児科 490 こどもホスピスの奇跡 石井 光太
嚥下障害 491 誤嚥性肺炎で死にたくなければのど筋トレしなさい 西山 耕一郎
ﾏｯｻｰｼﾞ 492 耳は不調と美容の救急箱 中本 多紀
発達障害 精神の病気　　発達障害編 ニュートンプレス
ﾊﾟﾆｯｸ障害 パニック症と過呼吸　　発作の恐怖・不安への対処法 稲田 泰之：監修
肩こり 肩こりは1分で消える! 笠原 章弘
胃食道逆流症 胸やけ、ムカムカ、吐き気、胃痛、げっぷ…それ全部、逆流性食道炎です。 関 洋介
更年期 更年期ホルモンの変調を感じたら読む本　　漢方と養生でケアする更年期障害 森 裕紀子
ｱﾚﾙｷﾞｰ 子どものアレルギーのすべてがわかる本 海老澤 元宏：監修
鼻疾患 副鼻腔炎
聴器疾患 耳鳴り・難聴

新型コロナ自宅療養完全マニュアル 岡田 晴恵
感染症時代のマスクの教科書　　適格に選んで、正しく着ける 飯田 裕貴子
新しい「足」のトリセツ 下北沢病院医師団
NHKガッテン!食と健康の「超」新常識 NHK「ガッテン!」制作班

ナッツをうまく食べれば100歳まで長生きできる！ 工藤 孝文
痩身法 オートミール米化ダイエットレシピ これぞう

かぎ針で編むキュートななりきり帽子&小物 寺西 恵里子
ジーンズで小物 ブティック社

美容 595 お肌の教科書 橋本 加代子
ホットクックお助けレシピ肉と魚のおかず 橋本 加名子
10分で手作り!冷凍ミールキット 星野 奈々子
フレンチトーストとパン料理 ナガタ ユイ
糖質オフチーズケーキ&シフォンケーキ 石橋 かおり
蒸しレシピ ワタナベ マキ
フライパンパスタ 若山 曜子
志麻さんの台所ルール タサン志麻
2ステップで、絶品ごちそう料理 上島 亜紀
楽してヘルシーコンビニかんたんごはん 村上 祥子
冷凍保存de朝ごパン moto
ホームベーカリーで作る高級専門店のパン 荻山 和也
バターの使い方がわかるお菓子の本 相原 一吉
いちばんやさしい米粉のおやつ 今井 ようこ
パンケーキの教科書 藤沢 せりか
料理本編集者マリエのひとり暮らしの台所幸せの習慣 園田 マリエ
おそうじの超ベストアイディア　　2021 晋遊舎
やることの「見える化」で掃除を劇的にラクにする方法 本橋 ひろえ

農業水利 614 希望の一滴　　中村哲、アフガン最期の言葉 中村 哲
ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ 694 とてもやさしいスマホの本 英和出版社
絵本 726 えんとつ町のプペル = POUPELLE OF CHIMNEY TOWN にしのあきひろ 

ペン習字 728 ボールペン字の上品な書き方 浅倉 龍雲
工作 750 ふきさんのアイデアおもちゃ大百科 佐藤 蕗

登山家 デス・ゾーン　　栗城史多のエベレスト劇場 河野 啓
ｻｲｸﾘﾝｸﾞ 60歳からが楽しい自転車趣味人 辰巳出版
将棋 796 藤井聡太のいる時代 朝日新聞将棋取材班

英語 830 中学校3年間の英語が1冊でしっかりわかる本 浜崎 潤之輔
ｴｯｾｲ 914 回想のすすめ 五木 寛之
闘病記 916 僕のコーチはがんの妻 藤井 満

鏡石町図書館　図書案内（2月号）

以下のような新刊が入っております。
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929 アーモンド ソン ウォンピョン
936 ボブが遺してくれた最高のギフト ジェームズ・ボーエン

約束の猫 村山 早紀
京都四条月岡サヨの小鍋茶屋 柏井 壽
ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野 圭吾
沙漠と青のアルゴリズム 森 晶麿
悪魔を殺した男 神永 学
教室に並んだ背表紙 相沢 沙呼
朝焼けにファンファーレ 織守 きょうや
2020年の恋人たち 島本 理生
冬の狩人 大沢 在昌
誘拐ファミリー 新堂 冬樹
聖女か悪女 真梨 幸子
ひとり旅日和　　２ 秋川 滝美
北条五代　　上・下 火坂 雅志
お龍のいない夜 風野 真知雄
今度生まれたら 内館 牧子
十の輪をくぐる 辻堂 ゆめ
傍聴者 折原 一
ドS刑事(デカ)　　７ 七尾 与史
今夜 小野寺 史宜
あずかりやさん　　４ 大山 淳子
銀の夜 角田 光代
火喰鳥を、喰う 原 浩
雪のなまえ 村山 由佳
しのぶ恋 諸田 玲子
夢幻 上田 秀人
二人がいた食卓 遠藤 彩見
騙る 黒川 博行
雪に撃つ 佐々木 譲
新本格魔法少女りすか　　４ 西尾 維新
ソードアート・オンライン　　２５ 川原 礫
遺跡発掘師は笑わない　　１２ 桑原 水菜
鯖猫長屋ふしぎ草紙　　９ 田牧 大和

　
＊　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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