
年を取るのが楽しくなる教養力 『賢い子』は図鑑で育てる
齋藤孝 朝日新聞出版 159 瀧靖之 講談社 379

50歳からの時間の使いかた 女の子の「自己肯定感」を高める育て方
弘兼憲史 興陽館 159 吉野明 実務教育出版 379

日本ワインと手仕事の旅 男の服選び最強の教科書
後藤由紀子 光文社 291 MonoMax編集部 宝島社 589

みのひだ雑学 「軸色」を持てばかんたん大人の服選び
松尾一 岐阜新聞情報ｾﾝﾀｰ出版室 291 谷口美佳 主婦の友社 589

気になる症状からナビする病気の事典 ずぼらとこまめ
藤原大美 現代書林 492 福田春美 主婦と生活社 590

老いた親へのイラッとする気持ちがスーッと消える本 共働き夫婦お金の教科書
榎本睦郎 永岡書店 493 山崎俊輔 プレジデント社 591

クローン病・潰瘍性大腸炎のノンオイル作りおき 定年後、お金で泣く人笑う人
田中可奈子 女子栄養大学出版部 493 山崎元 マガジンハウス 591

食物アレルギーお弁当のABC 野口光の、ダーニングでリペアメイク
有田孝司 第一出版 493 野口光 日本ヴォーグ社 593

50歳からの婦人科 みんなのどんぐり帽
松峯寿美 高橋書店 495 日本文芸社 日本文芸社 594

あなたは、うで体?あし体? 季節のちりめん遊び
鴻江寿治 集英社 498 藤本洋子 グラフィック社 594

木村博明の10万円でできるDIY庭づくり 最速!清潔感
ブティック社 629 加藤智一 大和書房 595

ガラスフュージングの技法 もう一度大人磨き
坂見保子 ｽﾀｼﾞｵﾀｯｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 751 松本千登世 講談社 595

気軽に楽しめるかわいい折り紙アクセサリー ごはんのきほん
宮本眞理子 池田書店 754 有元葉子 SBクリエイティブ 596

井山裕太の碁 強くなる考え方 天使が住みたい冷蔵庫・悪魔が住んじゃう冷蔵庫
内藤由起子 池田書店 795 番場智子 主婦の友インフォス 596

人は「のど」から老いる「のど」から若返る スーパー主婦井田典子の「だ・わ・へ・し」片づけ術
福島英 講談社 809 井田典子 宝島社 597

心に響く弔辞 新米母は各駅停車でだんだん本物の母になっていく
新星出版社編集部 新星出版社 809 大平一枝 大和書房 599

すぐメモする人がうまくいく 日本史で学ぶ経済学
堀宏史 自由国民社 002 横山和輝 東洋経済新報社 332

自分らしく働くパラレルキャリアのつくり方 脱ポピュリズム国家
三原菜央 秀和システム 159 八代尚宏 日本経済新聞出版社 332

50歳の衝撃 マンガビジネスモデル全史　創世記篇・新世紀篇
山本直人 日経BP社 159 三谷宏治 PHP研究所 336

外国人記者が見た平成日本 宇宙兄弟「完璧なリーダー」は、もういらない。
ヤン・デンマン ベストセラーズ 302 長尾彰 学研プラス 336

国境ある経済の復活 「数字」が読めると年収がアップするって本当ですか?
藤井厳喜 徳間書店 304 古屋悟司 日本実業出版社 336

政権奪取論 仮想通貨はどうなるか
橋下徹 朝日新聞出版 312 野口悠紀雄 ダイヤモンド社 338

国権と民権 よくわかる新たな配偶者控除等適用ガイド
佐高信 集英社 315 石井敏彦 大蔵財務協会 345

高校チュータイ外交官のイチからわかる!国際情勢 働き方改革法
島根玲子 扶桑社 319 大村剛史 労務行政 366

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(9/21～10/20新着分)



【文学】 【その他の一般書】
夏井いつきの季語道場 世界のエリートが学んでいる哲学・宗教の授業

夏井いつき NHK出版 911 佐藤優 PHP研究所 104

ことことこーこ 阿川佐和子 KADOKAWA 913 創価学会
天子蒙塵　第4巻 田原総一朗 毎日新聞出版 188

浅田次郎 講談社 913 ホモ・デウス　上・下
下町ロケット　ヤタガラス ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社 204

池井戸潤 小学館 913 天皇はなぜ紙幣に描かれないのか
七つの試練 石田衣良 文藝春秋 913 三上喜孝 小学館 210

大和維新 植松三十里 新潮社 913 平成論
はしからはしまで 池上彰 NHK出版 210

梶よう子 新潮社 913 古鏡のひみつ
僕は金になる 新井悟 河出書房新社 222

桂望実 祥伝社 913 チキンラーメンの女房
思い出が消えないうちに 安藤百福発明記念館 中央公論新社 289

川口俊和 サンマーク出版 913 夜回り先生 原点
蕪村 小嵐九八郎 講談社 913 水谷修 日本評論社 367

銀河食堂の夜 障害のある子の「親なきあと」
さだまさし 幻冬舎 913 渡部伸 主婦の友社 369

龍華記 澤田瞳子 KADOKAWA 913 自衛隊防災BOOK
白き糸の道 澤見彰 新潮社 913 マガジンハウス マガジンハウス 369

草原のコック・オー・ヴァン オカルト化する日本の教育
柴田よしき 文藝春秋 913 原田実 筑摩書房 372

花咲小路三丁目北角のすばるちゃん 忙しすぎる人のための宇宙講座
小路幸也 ポプラ社 913 ﾆｰﾙ･ﾄﾞｸﾞﾗｰｽ･ﾀｲｿﾝ 早川書房 440

鬼嵐 仙川環 小学館 913 台風についてわかっていることいないこと
銀橋 中山可穂 KADOKAWA 913 筆保弘徳 ベレ出版 451

幽霊たち 西澤保彦 幻冬舎 913 リアルサイズ古生物図鑑　古生代編
TEN 楡周平 小学館 913 土屋健 技術評論社 457

影ぞ恋しき 葉室麟 文藝春秋 913 振子気動車に懸けた男たち
ある男 平野啓一郎 文藝春秋 913 福原俊一 交通新聞社 536

愛なき世界 三浦しをん 中央公論新社 913 告発
湖底の城　9巻 蓮池透 ビジネス社 543

宮城谷昌光 講談社 913 「その後」のゲゲゲの女房
想い人 諸田玲子 文藝春秋 913 武良布枝 辰巳出版 726

人類滅亡小説 ヨシダナギの拾われる力
山田宗樹 幻冬舎 913 ヨシダナギ CCCメディアハウス 740

国宝 上･下 吉田修一 朝日新聞出版 913 図解日本音楽史
銀河を渡る 沢木耕太郎 新潮社 914 田中健次 東京堂出版 762

すべての男は消耗品である。　最終巻 チアリーダーズライフ
村上龍 幻冬舎 914 植村綾子 双葉社 781

楽しく百歳、元気のコツ わいたこら。
吉沢久子 新日本出版社 914 新庄剛志 学研プラス 783

任務の終わり　上・下 それいけ避難小屋
スティーヴン・キング 文藝春秋 933 橋尾歌子 山と溪谷社 786

【参考図書】 【郷土資料】
図書館・出版文化の賞事典 木守り柿

日外アソシエーツ 010 守屋慶子 ブイツーソリューション 913

中経企業年鑑　2018 四つ葉ほいくえん
中部経済新聞社 335 大橋冨貴子 文芸社 938

ニホンオオカミの最後 芭蕉の手紙
遠藤公男 山と溪谷社 382 柿衞文庫 B915

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


