
年を重ねて、今がいちばん 家をセルフでビルドしたい
下重暁子 大和出版 159 阪口克 文藝春秋 527

バカとつき合うな 男の服選びがわかる本
堀江貴文 徳間書店 159 森井良行 池田書店 589

海外旅行のスマホ術　2019最新版 文房具改造マニュアル
日経BP社 290 小野忠 枻出版社 589

ひょうごの城めぐり 片づけられない人はまずは玄関の靴を数えましょう
本岡勇一神戸新聞総合出版ｾﾝﾀｰ 291 井田典子 主婦の友社 590

いまどきの納骨堂 節約ハック大百科
井上理津子 小学館 385 松本博樹 KADOKAWA 591

クリスマスの歴史 帯を切らずにつくれるかんたん作り帯
ジュディス・フランダーズ 原書房 386 和らく会 セブン&アイ出版 593

医者の本音 こだわる大人のお手入れマニュアル
中山祐次郎 SBクリエイティブ 490 枻出版社 593

家で死んでもいいんだよ なわ編みのセーターと小もの
川上嘉明 法研 490 セブン&アイ出版 594

人体はこうしてつくられる ダンボール織り機で、手織りざぶとん
ジェイミー・A.デイヴィス 紀伊國屋書店 491 蔭山はるみ 誠文堂新光社 594

ぜんぶわかる心臓・血管の事典 だから私はメイクする
古川哲史 成美堂出版 491 劇団雌猫 柏書房 595

認知機能障害がある人の支援ハンドブック 最速でカッコよくなるメンズメイクBOOK
ジェーン・キャッシュ クリエイツかもがわ 493 高橋弘樹 扶桑社 595

はたらく女性のコンディショニング事典 ママがせんせい
岩崎一郎 ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 498 小林カツ代 女子栄養大学出版部 596

果樹栽培実つきがよくなる「コツ」の科学 料理のその手間、いりません
三輪正幸 講談社 625 柳澤英子 小学館 596

愛されトリミング&ペット・カット バナナの丸かじり
鈴木雅実 緑書房 645 東海林さだお 朝日新聞出版 596

パッチワーク折り紙の壁飾り 西洋お寺ごはん
堀込好子 ブティック社 754 青江覚峰 ﾃﾞｨｽｶｳﾞｧｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ 596

ことば検定　<漢字>編、<語彙>編 定年後の断捨離
ﾃﾚﾋﾞ朝日｢ｸﾞｯﾄﾞ!ﾓｰﾆﾝｸﾞ｣ 朝日新聞出版 810 やましたひでこ 大和書房 597

自分のために働く 1ドル札の動きでわかる経済のしくみ
岩本敏男 ダイヤモンド社 159 ダーシーニ・デイヴィッド かんき出版 333

もしブラック・ジャックが仕事の悩みに答えたら ビジネスフレームワーク図鑑
尾崎健一 日経BP社 159 アンド 翔泳社 336

THE LAST GIRL　ｲｽﾗﾑ国に囚われ、闘い続ける女性の物語 大人の対応力
ナディア・ムラド 東洋館出版社 302 齋藤孝 ワニブックス 336

知られざるキューバ 日銀破綻
渡邉優 ベレ出版 302 藤巻健史 幻冬舎 338

日本が売られる トコトンやさしいブロックチェーンの本
堤未果 幻冬舎 304 上野仁 日刊工業新聞社 338

北朝鮮おどろきの大転換 ルポ中年フリーター
河出書房新社 304 小林美希 NHK出版 366

地方を変える女性たち 働く女子と罪悪感
麓幸子 日経BP社 318 浜田敬子 集英社 366

憲法問答 イオンを創った女
橋下徹 徳間書店 323 東海友和 プレジデント社 673

1階　生活情報コーナー 1階　家族の暮らし応援コーナー

2階　ビジネスコーナー
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新着案内(11/21～12/20新着分)



【文学】 【その他の一般書】
血の雫 相場英雄 新潮社 913 図書館さんぽ
鼠、恋路の闇を照らす 図書館さんぽ研究会 駒草出版 010

赤川次郎 KADOKAWA 913 冥界からの電話
草々不一 朝井まかて 講談社 913 佐藤愛子 新潮社 147

家康 2 安部龍太郎 幻冬舎 913 異教の隣人
フーガはユーガ 釈徹宗 晶文社 160

伊坂幸太郎 実業之日本社 913 日本国紀
チンギス紀　3 百田尚樹 幻冬舎 210

北方謙三 集英社 913 語り継ぐこの国のかたち
流砂 黒井千次 講談社 913 半藤一利 大和書房 210

キンモクセイ 今野敏 朝日新聞出版 913 天皇交代
雨上がり月霞む夜 明石元紹 講談社 288

西條奈加 中央公論新社 913 国盗り道三
ウラミズモ奴隷選挙 道下淳 岐阜新聞社 289

笙野頼子 河出書房新社 913 妻と正しくケンカする方法
こちら横浜市港湾局みなと振興課です 小林美智子 大和書房 367

真保裕一 文藝春秋 913 没イチ　パートナーを亡くしてからの生き方 
深淵の色は 佐川幸義伝 小谷みどり 新潮社 367

津本陽 実業之日本社 913 寄付をしてみよう、と思ったら読む本
救済 長岡弘樹 講談社 913 渋澤健 日本経済新聞出版社 369

愉楽にて 林真理子 日本経済新聞出版社 913 妖精の手引き書
常設展示室 キャロリン・タージョン グラフィック社 388

原田マハ 新潮社 913 僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない
平成くん、さようなら ジョージ・チャム ダイヤモンド社 440

古市憲寿 文藝春秋 913 交雑する人類
昨日がなければ明日もない デイヴィッド・ライク NHK出版 469

宮部みゆき 文藝春秋 913 世界史を変えた新素材
野の春 宮本輝 新潮社 913 佐藤健太郎 新潮社 501

エリザベスの友達 日本を動かした50の乗り物
村田喜代子 新潮社 913 若林宣 原書房 536

はつ恋 村山由佳 ポプラ社 913 海上自衛隊護衛艦建艦史
熱帯 森見登美彦 文藝春秋 913 勝目純也 イカロス出版 556

大人の流儀　8 JALの奇跡
伊集院静 講談社 914 大田嘉仁 致知出版社 687

牧子、還暦過ぎてチューボーに入る つくろうよ!アンビグラム
内館牧子 主婦の友社 914 野村一晟 飛鳥新社 727

針と糸 小川糸 毎日新聞出版 914 蒼い空へ
先生、ちょっと人生相談いいですか? 木本美紀 小学館 767

瀬戸内寂聴 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 914 ミッキーマウスクロニクル90年史
人生の後片づけ ディズニーファン編集部 講談社 778

曾野綾子 河出書房新社 914 決断=実行
おばちゃん介護道 落合博満 ダイヤモンド社 783

山口恵以子 大和出版 914 チーム・ブライアン新たな旅
お別れの色 吉本ばなな 幻冬舎 914 ブライアン・オーサー 講談社 784

【参考図書】 【郷土資料】
世界名言大辞典 嵐の日本へ来たアメリカ女性

梶山健 明治書院 159 石黒次夫 いのちのことば社 190

魚類学の百科事典 芭蕉二百回忌の諸相
日本魚類学会 丸善出版 487 綿抜豊昭 桂書房 B911

オリンピック全史 芭蕉と其角
デイビッド・ゴールドブラット 原書房 780 北村純一 風媒社 B913

暮　ら　し　と　文　化　を　創　る　読　書　活　動

2階　一般閲覧室

3階　郷土資料室


