
分野 場 所 図　　　書　　　名　　　等 著編者名
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 小学生と親が楽しむ初めてのプログラミング 米村 貴裕
情報処理技術者 AIエンジニアになるには 丸山 恵
著作権 021 駆け出しクリエイターのための著作権Q&A 川上 大雅
人生訓 159 仕事や転職で悩んだときに伝えたいこと 谷所 健一郎
法律 320 隣り近所の法律知識　[2020]第6版 自由国民社

株式会社 325 株式会社のつくり方と運営　'20～'21年版 小谷 羊太：共著
公益企業 335 寄付金・クラウドファンディングの集め方 佐藤 しもん
人事管理 危機に備えるための入門図解解雇・退職・休業・助成金の法律と手続き 森島 大吾：監修
資金管理 「新型コロナ資金繰り対策」がすべてわかる本 中野 裕哲
金融 338 Q&Aでサクサクわかる金融の世界 大村 博

雇用保険 失業保険150%トコトン活用術　　[2020]第9版補訂版 日向 咲嗣
介護保険 図解介護保険の改正早わかりガイド　2021年度 井戸 美枝
職業安定所 58歳からのハローワーク200%活用術 日向 咲嗣
退職・転職 <図解でわかる>退職・転職の手続き・チェックノート 島田 弘樹
転職 転職者のための面接回答例　2022年度版 谷所 健一郎

介護福祉 親も自分もすり減らない!?シングル介護術 さらだ たまこ
大切な家族と自分を災害から守るはじめての防災ブック 国崎 信江：監修
ローリングストックで!防災にそなえるレシピ オレンジページ
台風防災の新常識 山村 武彦
おうち備蓄と防災のアイデア帖 島本 美由紀

専修学校 国公私立首都圏の専門学校全調査　2019-20 エスアイケイアイ出版部

入学試験 大学受験案内　2021年度用 晶文社学校案内編集部

家庭教育 379 きかんしゃトーマスでつなげる非認知能力子育てブック 東京学芸大こども未来研究所

礼儀作法 385 最新困ったときにすぐひけるマナー大事典 現代マナー　作法の会

数学 410 学びなおす算数 小林 道正
漢方医学 490 薬日本堂のおうち漢方365日 薬日本堂：監修
嚥下障害 肺炎にならない!のどを強くする方法 稲川 利光

脳 脳寿命を延ばす 認知症にならない18の方法 新井 平伊
免疫学 たたかう免疫 NHKスペシャル取材班

うつ病 なかなか治らない難治性のうつ病を治す本 田島 治：監修
認知症の人の心がわかる本 介護とケアに役立つ実例集 杉山 孝博：監修
家族が認知症かも?と思ったときのファーストブック 河野 和彦：監修
未然に動脈硬化症を防ぐ生活と食事 松原 英多：監修
劇的に血管の老化を防ぎ元気にする食べ方 井上 正子：監修

摂食障害 その食べ方、病気です! 安田 真佐枝
精神衛生 繊細な人が快適に暮らすための習慣 西脇 俊二
高血圧 名医が教える高血圧自力で下げる方法 苅尾 七臣：監修
自律神経失調症 自律神経を整える最善の知恵とコツ 主婦の友社編
肺炎 肺炎 誤嚥・新型コロナ・COPD 文響社

脊柱管狭窄症 脊柱管狭窄症自力で克服!腰の名医が教える最新1分体操大全 文響社
腎臓病 腎臓病のごちそう術 山縣 邦弘：監修
婦人衛生 495 その不調、栄養不足が原因です 佐藤 智春
白内障 496 老眼近視乱視遠視も治せる白内障手術のすべて 赤星 隆幸

効率よく栄養をとる食べ方&保存のコツ事典 吉田 企世子：監修
ゆがみをリセット!骨盤ほぐし体操 松岡 博子：監修
10歳体が若返る!奇跡の寝たまま1分ストレッチ 川村 明
目からウロコの栄養学!糖質の基本 枻出版社
やせる!糖尿病、高血圧に特効!コンニャク激旨レシピ マキノ出版
慈恵医大病院栄養士の50歳からの「栄養を捨てない」食べ方
慈恵医大病院が考えた、やせ麦丼
ヨーグルトみそやせる!最強の整腸食 マキノ出版
1日1杯脳のおそうじスープ 内野 勝行
最強メンタルをつくる前頭葉トレーニング 茂木 健一郎

栄養・料理 カロリーダウンのコツ早わかり 女子栄養大学出版部編

食生活 医師が教える!不調を自分で治す実践レシピ 藤川 徳美：監修
妊産婦 妊娠中のラクうまごはん 伊東 優子：監修
ヨガ 魔法の寝落ちヨガ B‐life

医薬品 499 医者からもらった薬がわかる本　2020-2021年版(第32版) 医薬制度研究会
住宅建築 527 間取りのすごい新常識 エクスナレッジ
オートバイ 537 オートバイの洗車・メンテナンス入門 スタジオタッククリエイティブ

宇宙開発 538 ドキュメント「はやぶさ2」の大冒険 NHK小惑星リュウグウ着陸取材班

鏡石町図書館　図書案内（3月号）

以下のような新刊が入っております。
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ﾀﾌﾞﾚｯﾄ型端末 548 いちばんやさしい60代からのiPad 増田 由紀
味噌 588 ポリ袋で簡単、おいしいはじめてのみそ作り 真藤 舞衣子

家庭用品 590 ホームセンター最強活用術　2021 晋遊舎
お金が貯まる!世帯年収500万円から始める共働き夫婦の超効率家計簿 福島 えみ子
赤ちゃんができたら考えるお金の本　2021年度新制度対応版

木工 592 無垢材で作る本格木工家具入門
洋裁・帽子 593 かたちがステキな大人の帽子

家庭科3だった私がバッグも帽子も小物も100%自分サイズで手作りしました。 津田 蘭子
大人のためのかぎ針編みの帽子 エクスナレッジ

化粧 595 自分史上最高のキレイが手に入る顔タイプメイク 岡田 実子
体にうれしい果実酒・野菜酒・薬用酒200 福光 佳奈子
ペギーさんのおいしい台湾レシピ ペギー　キュウ
魚屋だから考えた。クリトモのかんたん魚レシピ 栗原 友
堤人美の旬を漬ける保存食 堤 人美
きのこ・海藻・ネバネバ・発酵食で藤井恵の免疫力を高めるかんたんごはん 藤井 恵
材料4つで本当においしいお菓子 福田 淳子

住居衛生 597 お掃除&洗濯凄ワザ&神アイテム コスミック出版
食用作物 616 農家が教えるトウモロコシつくりコツと裏ワザ 農文協：編
家庭菜園 626 ドクター古藤の家庭菜園診療所 古藤 俊二
店頭広告 674 POP1年生　　”センス”がなくてもPOPは書ける！ 山口 茂
切り絵 726 大人かわいい物語のカラー切り絵 平石 智美
木版画 733 高い表現力が身につく木版画上達のコツ50 牧野 浩紀：監修
ｽﾃﾝﾄﾞｸﾞﾗｽ 751 はじめてのステンドグラス 齋藤 万友美：監修
木工芸 手づくりする木のカトラリー 西川 栄明
紙工芸 かわいくてとっても楽しい!紙のおもちゃ moko
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 780 家トレーニング完全ガイド 晋遊舎
ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ 786 実践!キャンプBOOK キャンプBOOK編集室

百人一首 百人一首解剖図鑑 谷 知子
俳句・作法 あるある!お悩み相談室「名句の学び方」 岸本 葉子
東洋文学 929 愛の不時着　　上巻 パク ジウン

とんちき耕書堂青春譜 矢野 隆
月と私と甘い寓話(スイーツ) 野村 美月
愚か者(フリムン)の島 乾 緑郎
当確師 十二歳の革命 真山 仁
連鎖感染 北里 紗月
バイター 五十嵐 貴久
処方箋のないクリニック 仙川 環
境界線 中山 七里
彼女のスマホがつながらない 志駕 晃
星になりたかった君と 遊歩新夢
観月 麻生 幾
ミッドナイト 柴田 哲孝
おたがいさま 群 ようこ
応仁悪童伝 木下 昌輝
天を測る 今野 敏
零から0へ まはら 三桃
ヨンケイ!! 天沢 夏月
元彼の遺言状 新川 帆立
いとまの雪　　上・下 伊集院 静
棟居刑事と七つの事件簿 森村 誠一ほか
野良犬の値段 百田 尚樹
ラストは初めから決まっていた 小手鞠 るい
羊は安らかに草を食み 宇佐美 まこと

B911 口訳万葉集　　上・中・下 折口 信夫：訳
奇譚蒐集家小泉八雲 久賀 理世
旅路　　　上・下 池波 正太郎

　
＊　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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