
実践!50歳からのライフシフト術 最上のほめ方
大野誠一 NHK出版 159 八田哲夫 光文社 379

こころが片づく「書く」習慣 ひと声で変わる!子どもを伸ばすお片づけ
古川武士 日本実業出版社 159 辰巳渚 岩崎書店 379

海外赴任ガイド　2019 使い果たす習慣
JCM 丸善プラネット 290 森秋子 KADOKAWA 590

スイス旅行術ガイドブックに載らない達人の知恵50 ふたり暮らしのつくり方
ネプフリン松橋由香 メイツ出版 293 saori すばる舎 590

大自然とカラフルな街アイスランドへ 笹島式帯結び100選
大丸智子 イカロス出版 293 笹島寿美 世界文化社 593

結婚する子どものために親がすること、できること フランスから届いた絵本みたいな刺しゅう
岡村奈奈 日本文芸社 385 今野はるえ 産業編集センター 594

ラッピングアイデアブック マクラメの小さなインテリア
オギハラナミ 朝日新聞出版 385 主婦の友社 594

生命科学の未来 オトナ女子の「美肌」づくり百科
本庶佑 藤原書店 491 日比野佐和子 ぴあ 595

女性のための「検査」がわかる本 サラリーマンのごちそう帖
小橋隆一郎 主婦の友社 492 藤枝暁生 朝日新聞出版 596

実録解離性障害のちぐはぐな日々 県民バズごはん
Tokin 合同出版 493 リュウジ 飛鳥新社 596

医師が教える!健康あんしん旅 頑張らない台所
JR東京総合病院 交通新聞社 498 村上祥子 大和書房 596

野菜がおいしく育つ肥料の与え方 キッシュとテリーヌ
学研プラス 626 渡辺麻紀 池田書店 596

ねこの法律とお金 簡単!おいしい!いわし缶レシピ
渋谷寛 廣済堂出版 645 磯村優貴恵 河出書房新社 596

幾何学模様の美しいヒンメリ 原状復帰できる「自由な壁」作り
大岡真奈 河出書房新社 754 スタジオタッククリエイティブ 597

<図解>まるわかり時事用語 2019→2020年版 小学生のおかたづけ育
ニュース・リテラシー研究所 新星出版社 814 Emi 大和書房 597

いぬたん　いぬの英単語 子どもと食べたい作りおきおかず
ジャパンタイムズ ジャパンタイムズ 834 中村美穂 世界文化社 599

メモの魔力 家族を「争族」から守った遺言書30文例
前田裕二 幻冬舎 002 相続診断協会 日本法令 324

国家と教養 なぜ日本だけが成長できないのか
藤原正彦 新潮社 002 森永卓郎 KADOKAWA 332

生き残った人の7つの習慣 「いい会社」をつくった名経営者の言葉
小西浩文 山と溪谷社 159 藤井正隆 商業界 335

現代中国を知るための52章 就業規則の整備・見直し・運用チェックポイント
藤野彰 明石書店 302 大西隆司 経済産業調査会 336

シリア内戦 お金は愛
安武塔馬 あっぷる出版社 302 小山昇 ダイヤモンド社 336

ニッポン2021-2050 だれでもカンタンにできる資産運用のはじめ方
落合陽一 KADOKAWA 304 まがいまさこ ナツメ社 338

恐怖の男 30代40代本気の転職完全対策ガイド
ボブ・ウッドワード 日本経済新聞出版社 312 中谷充宏 ソシム 366

ルポ プーチンの戦争 堀江貴文VS.鮨職人
真野森作 筑摩書房 319 堀江貴文 ぴあ 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(12/21～1/20新着分)



【文学】 【その他の一般書】
平場の月 朝倉かすみ 光文社 913 私が食べた本
コヨーテの翼 村田沙耶香 朝日新聞出版 019

五十嵐貴久 双葉社 913 しいたけ.の部屋
聖者が街にやって来た しいたけ. KADOKAWA 148

宇佐美まこと 幻冬舎 913 知っておきたい法事・仏事のすべて
麒麟児 冲方丁 KADOKAWA 913 主婦の友社 主婦の友社 186

残心 鏑木蓮 徳間書店 913 「王室」で読み解く世界史
光まで5分 桜木紫乃 光文社 913 宇山卓栄 日本実業出版社 209

あなたの愛人の名前は 縄文探検隊の記録
島本理生 集英社 913 夢枕獏 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 210

悲願花 下村敦史 小学館 913 「超」入門空気の研究
テレビ探偵 小路幸也 KADOKAWA 913 鈴木博毅 ダイヤモンド社 361

神のダイスを見上げて フェイクニュースを科学する
知念実希人 光文社 913 笹原和俊 化学同人 361

則天武后　上･下 地面師
塚本青史 日本経済新聞出版社 913 森功 講談社 368

この世にたやすい仕事はない 学校の「当たり前」をやめた。
津村記久子 日本経済新聞出版社 913 工藤勇一 時事通信出版局 376

私に付け足されるもの 「宇宙のすべてを支配する数式」をパパに習ってみた
長嶋有 徳間書店 913 橋本幸士 講談社 429

カムパネルラ版 銀河鉄道の夜 霊長類図鑑
長野まゆみ 河出書房新社 913 日本モンキーセンター 京都通信社 489

ゴールデン街コーリング 世界自然遺産でたどる美しい地球
馳星周 KADOKAWA 913 高木秀雄 新星出版社 519

官邸ポリス 幕蓮 講談社 913 運転をあきらめないシニアの本音と新・対策
作りかけの明日 岩越和紀 JAFメディアワークス 681

三崎亜記 祥伝社 913 酷道大百科
蟻の棲み家 鹿取茂雄 実業之日本社 685

望月諒子 新潮社 913 安倍官邸vs.NHK
熱帯 森見登美彦 文藝春秋 913 相澤冬樹 文藝春秋 699

本と鍵の季節 美しいフランステーブルウェアの教科書
米澤穂信 集英社 913 イネス・ウージェル パイインターナショナル 751

他人だったのに。 そうだ!音楽教室に行こう
糸井重里 ほぼ日 914 大内孝夫 音楽之友社 760

駄目な世代 世界の名門バレエ団
酒井順子 KADOKAWA 914 渡辺真弓 世界文化社 769

われは歌えどもやぶれかぶれ ねことじいちゃん
椎名誠 集英社 914 岩合光昭 クレヴィス 778

海苔と卵と朝めし 桂歌丸大喜利人生
向田邦子 河出書房新社 914 ぴあ 779

82年生まれ、キム・ジヨン 二軍監督の仕事
チョナムジュ 筑摩書房 929 高津臣吾 光文社 783

大統領失踪　上･下 　 　 兄・宇野昌磨
ビル・クリントン 早川書房 933 宇野樹 マガジンハウス 784

【参考図書】 【郷土資料】
日本考古学・最前線 西之川ハリヨの池広場開園20周年記念誌

日本考古学協会 雄山閣 210 西之川ハリヨ保存会 487

牡蠣の歴史 一歩が万歩
キャロライン・ティリー 原書房 664 辻本周作(素石) 辻本周作 728

美術年鑑　2019 真説・松尾芭蕉
美術年鑑編集部 美術年鑑社 705 阿部功 随想舎 B911

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


