
分野 場 所 図　　　書　　　名　　　等 著編者名
中高生のための本の読み方 大橋 崇行
わたしの、本のある日々 小林 聡美

書籍商 024 本屋と図書館の間にあるもの 伊藤 清彦
ｼﾞｬｰﾅﾘｽﾄ 070 真実をつかむ　　　調べて聞いて書く技術 相澤 冬樹

数えないで生きる 岸見 一郎
最高におもしろい人生の引き寄せ方 高橋 大輔

太平洋戦争 210 靖国神社の緑の隊長 半藤 一利
古代ローマ 232 ローマ帝国　　　誕生・絶頂・滅亡の地図 日経ナショナルジオグラフィック社

台湾・政治 312 オードリー・タンの思考　　　ＩＱよりも大切なこと 近藤 弥生子
相続法 324 Q&Aでわかる！デジタル遺産の相続 笹川 豪介
租税 345 これって経費になりますか? 福島 宏和

障害年金 364 障害年金の手続きから社会復帰まで 漆原 香奈恵
労働基準法 366 初任者・職場管理者のための労働基準法の本 労務行政研究所：編
中高年齢者 367 子どもに迷惑をかけない・かけられない！60代からの介護・お金・暮らし 太田 差惠子
原発事故 369 福島モノローグ いとう せいこう
葬儀 385 図解身内が亡くなったときの届出と手続きのすべて 宮田 浩志：監修
野草 470 道草の解剖図鑑　　　野草の魅力と見方、楽しみ方を徹底図解 金田 初代

動物形態学 481 もっとやりすぎいきもの図鑑 今泉 忠明：監修
指圧療法 7秒押すだけで体温が上がる手もみ健康法 足利 仁
健康管理 健康診断の結果がやばいと感じたら最初に読む本 小橋 隆一郎
認知症 家族のための認知症ケア 繁田 雅弘：監修
静脈瘤 下肢静脈瘤　　　血管外科の名医が教える最高の治し方大全 文響社
不整脈 専門医が教える動悸・息切れ・胸の痛みが気になったら最初に読む本 山下 武志
転倒予防 家でも外でも転ばない体を2カ月でつくる！ 安保 雅博
足・疾患 494 足裏の痛み・しびれ　　　足腰の名医１１人がが教える最高の治し方大全 文響社
鉄道橋 516 美しき鉄道橋の世界 武田 元秀
住宅リフォーム 527 リノベとリフォームの、何ができない何ができるのすべてがわかる本 主婦の友社
宇宙開発 538 はやぶさ2最強ミッションの真実 津田 雄一
ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀ 548 富岳 世界4冠スパコンが日本を救う　　　圧倒的１位に輝いた国産技術の神髄 日経クロステック
ﾌｧｯｼｮﾝ 589 男のファッション基本とルール ヤマウチ ショウゴ：監修

生活 590 ちょっとおしゃれでずっと元気に暮らす 村上 祥子
家庭経済 591 年収200万円の私でも心おだやかに毎日暮らせるお金の貯め方を教えてください！ 坂本 綾子

鉄道クロスステッチBOOK スハネフ
まんまる織りのアクセサリーと暮らしこもの 蔭山 はるみ

美顔術 595 LDK老けない美肌の便利帖　2021 晋遊舎
だいたい1ステップか2ステップ!なのに本格インドカレー 稲田 俊輔
じみ弁でいいじゃないか! しらい のりこ
イチバン親切な小麦粉料理の教科書 川上 文代
春夏秋冬季節の焼き菓子とスイーツ いづい さちこ
もっと!魔法のてぬきおやつ てぬキッチン
かんたん!味つけの黄金比ポン酢とマヨは1:1がいい 倉橋 利江
業務田スー子のヒルナンデス!冷凍食品ずるうまレシピ 業務田 スー子
1時間で10品超時短つくりおき弁当 大西 綾美
志麻さんのベストおかず　　プレミアムなほぼ100円おかず編 タサン志麻
孫育ての新常識 小屋野 恵
子どものイヤイヤこんなときどうする?100のヒント 中田 馨：文
子どもが光るあったかいしかり方&ほめ方 すずき ともこ

農業 612 最新日本の農業図鑑 八木 宏典：監修
除草 615 農家が教える草刈り・草取りコツと裏ワザ 農文協

トマト栽培 626 トマト　　NHK趣味の園芸・12か月栽培ナビ 藤田 智
家庭菜園 626 袋栽培でかんたん野菜づくり 梁川 正
庭木 庭木の「困った！」解決ナビ 船越 亮二
鉢植 花の寄せ植え　　　主役の花が引き立つ組み合わせ オザキフラワーパーク：監修

サボテン 多肉植物サボテン 山城 智洋
猫・紀行・案内記 645 にゃっぷる　　　まっぷるのねこ本遊びにきてニャ 昭文社
鶏・飼育 646 ニワトリと暮らす 和田 義弥
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 675 引き算する勇気　　　会社を強くする逆転発想 岩崎 邦彦
日本絵画史 721 鳥獣戯画のヒミツ 宮川 禎一
録画・画像処理 746 誰でも簡単デビュー！　iPhone動画撮影&配信ガイド コスミック出版
紙工芸 754 4つのカタチが楽しい立体ポップアップカード 月本 せいじ
雛人形 759 ミニチュアひなまつり 大野 幸子

鏡石町図書館　図書案内（5月号）

以下のような新刊が入っております。
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高校野球 783 消えた甲子園　　　2020高校野球僕らの夏 朝日放送テレビ「2020高校野球僕らの夏」取材班

漢字 811 難読漢字の奥義書 円満字 二郎
されく魂　　　わが石牟礼道子抄 池澤 夏樹
谷崎潤一郎を知っていますか　　　愛と美の巨人を読む 阿刀田 高

和歌 911 短歌遠足帖 東 直子
大人の流儀　１０ 伊集院 静
これで暮らす 群 ようこ
Go Toマリコ 林 真理子

福島県・紀行 915 ゼロエフ 古川 日出男
外国文学 933 クララとお日さま カズオ　イシグロ

オルタネート 加藤 シゲアキ
ぜにざむらい 吉川 永青
それでも、陽は昇る 真山 仁
再建の神様 江上 剛
天使と悪魔のシネマ 小野寺 史宜
湯どうふ牡丹雪 山本 一力
ラスプーチンの庭 中山 七里
血も涙もある 山田 詠美
その扉をたたく音 瀬尾 まいこ
ヴィンテージガール 川瀬 七緒
居酒屋ぼったくり　　おかわり！２ 秋川 滝美
いわいごと 畠中 恵
代理母、はじめました 垣谷 美雨
悪の芽 貫井 徳郎
母影 尾崎 世界観
うしろむき夕食店 冬森 灯
灰の劇場 恩田 陸
ヴィクトリアン・ホテル 下村 敦史
櫓太鼓がきこえる 鈴村 ふみ
心臓に針を 佐伯 琴子
広告の会社、作りました 中村 航
大義 今野 敏
紅蓮の雪 遠田 潤子
幕間のモノローグ 長岡 弘樹
かか 宇佐見 りん
田中家の三十二万石 岩井 三四二
小説しろひげ在宅診療所 山中 光茂
君と、君がいる彼方 末浦 広海
麦本三歩の好きなもの　　第２集 住野 よる
覇王の神殿(ごうどの) 伊東 潤
花束みたいな恋をした 坂元 裕二：原作・脚本

オムニバス 誉田 哲也
快男児！ 高橋  銀次郎
俺と師匠とブルーボーイとストリッパー 桜木 紫乃
ムーンライト・イン 中島 京子
空の走者たち 増山 実
JR品川駅高輪口
JR上野駅公園口
JR高田馬場駅戸山口
雪炎 馳 星周
うちの宿六が十手持ちですみません 神楽坂 淳
ヴァラエティ 奥田 英朗
走れ外科医
逃げるな新人外科医
ソードアート・オンラインプログレッシブ　　７ 川原 礫

　
＊　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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作家・伝記 910


