
■1月度の新着図書

番号 分類 タイトル 著者

1 情報 データの世紀 日本経済新聞データエコノミー取材班編

2 読書 はじめよう！ブックコミュニケーション 村中　李衣著

3 新聞 新聞の読み方 池上　彰著

4 生活 14歳の君へ 池田　晶子著

5 人生 哲学人生問答 岸見　一郎著

6 歴史 3万年前の航海の謎を解く NHKクローズアップ現代＋制作班著

7 伝記 日本の戦後を知るための12人 池上　彰著

8 伝記 「日本国紀」の天皇論 百田　尚樹著

9 地理 東海の名城を歩く　岐阜編 中井　均編

10 旅行 るるぶフィリピン　2019

11 社会 2030年の世界地図帳 落合　陽一著

12 社会 21　Lessons ユヴァル・ノア・ハラリ著

13 経営 60分でわかる！SDGs超入門 バウンド著

14 経営 1兆ドルコーチ エリック・シュミット著

15 財務 いちばんわかりやすい確定申告の書き方　2020 土屋　裕昭監修

16 社会 見てわかる！おひとり様の老後 木谷　倫之著

17 外交 アメリカはなぜ戦争に負け続けたのか ハーラン・ウルマン著

18 宇宙 宇宙から帰ってきた日本人 稲泉　連著

19 服飾 歩きやすい靴を履いて少ない服でおしゃれする

20 家計 ゼロからわかるお金のきほん カワグチ　マサミマンガ

21 裁縫 ステキを作る60代からのソーイング　vol.4

22 手芸 福を招く干支のお針仕事

23 手芸 ちいさな日本刺繍　花と植物 浅賀　菜緒子著

24 料理 クックパッドのおいしいベストレシピ クックパッド株式会社監修

25 料理 枝元なほみの今夜はおでん 枝元　なほみ著

26 料理 丸鶏レシピ コウ　静子著

27 料理 おせちと一緒に作りたいお正月のもてなし料理 上島　亜紀著

28 育児 子育てを元気にする絵本 大豆生田　啓友著

29 農業 果樹園・就農・三方良し 高橋　睦著

30 ペット いくつになってもこのコといっしょ 徳田　竜之介監修

31 警備 交通誘導員ヨレヨレ日記 柏　耕一著

32 美術 ゆかいな浮世絵 狩野　博幸監修

33 美術 HAPPYおばさんのしあわせな暮らし方 田村　セツコ著

34 音楽 世界のコンサートマスターは語る 音楽の友編

35 相撲 貴乃花　我が相撲道 石垣　篤志著

36 語学 日本語をつかまえろ！ 飯間　浩明文

37 語学 英語、苦手かも…？と思ったときに読む本 デイビッド・セイン著

38 作家 文豪が泊まった温泉宿50 週刊朝日編集部著

39 作家 向田邦子の本棚 向田　邦子著

40 作家 直筆の漱石 川島　幸希著

41 和歌 世界一楽しい！万葉集キャラ図鑑 岡本　梨奈著

42 和歌 万葉集であるく奈良 上野　誠著

43 小説 スワン 呉　勝浩著

44 小説 みちづれの猫 唯川　恵著

45 小説 賞金稼ぎスリーサム！ 川瀬　七緒著

46 小説 ショパンゾンビ・コンテスタント 町屋　良平著

47 小説 彼方のゴールド 大崎　梢著

48 小説 ファーストクラッシュ 山田　詠美著

49 小説 通夜女 大山　淳子著

50 小説 風神雷神　上 原田　マハ著

51 小説 風神雷神　下 原田　マハ著

52 小説 出航 北見　崇史著

53 小説 タスキメシ-箱根- 額賀　澪著

54 小説 本意に非ず 上田　秀人著

55 小説 グッドバイ 朝井　まかて著

56 小説 山の上のランチタイム 高森　美由紀著

57 小説 かか 宇佐見　りん著

58 小説 約束された移動 小川　洋子著

59 小説 改良 遠野　遥著
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60 小説 人面瘡探偵 中山　七里著

61 小説 小さな場所 東山　彰良著

62 小説 まち 小野寺　史宜著

63 小説 三毛猫ホームズの裁きの日 赤川　次郎著

64 小説 十津川警部仙山線〈秘境駅〉の少女 西村　京太郎著

65 小説 荒城に白百合ありて 須賀　しのぶ著

66 小説 犯人は、あなたです 新堂　冬樹著

67 小説 沃野の刑事 堂場　瞬一著

68 小説 歩道橋シネマ 恩田　陸著

69 小説 せき越えぬ 西條　奈加著

70 小説 暗約領域 大沢　在昌著

71 小説 サイレント・ブルー 樋口　明雄著

72 小説 ブルーブラッド 藤田　宜永著

73 小説 坂の上の赤い屋根 真梨　幸子著

74 小説 間宵の母 歌野　晶午著

75 小説 自由は死せず 門井　慶喜著

76 小説 高野山 山本　音也著

77 小説 十三階の血 吉川　英梨著

78 小説 大天使はミモザの香り 高野　史緒著

79 小説 目を見て話せない 似鳥　鶏著

80 随筆 倒れるときは前のめり ふたたび 有川　ひろ著

81 随筆 希望という名のアナログ日記 角田　光代著


