
■2月度の新着図書

番号 分類 タイトル 著者

1 読書 池上彰と現代の名著を読む 池上　彰著

2 読書 いつだって読むのは目の前の一冊なのだ 池澤　夏樹著

3 心理 繊細さんが「自分のまま」で生きる本 武田　友紀著

4 呪術 小さな幸せがみつかる世界のおまじない 亀井　英里絵

5 人生 渡辺えりの人生相談 渡辺　えり著

6 人生 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Jamマンガ・文

7 宗教 寂庵コレクション　1 瀬戸内　寂聴著

8 歴史 紀行 日本カメラ博物館監修

9 伝記 NHK記者が見た天皇皇后両陛下 NHK社会部宮内庁クラブ著

10 伝記 麒麟がくる

11 伝記 スノーデン独白 エドワード・スノーデン著

12 探検 エベレストには登らない 角幡　唯介著

13 旅行 総予算33万円・9日間から行く！世界一周大人の男海外ひとり旅伊藤　伸平著

14 旅行 今すぐ出かけたくなる魅惑の鉄道旅 野田　隆著

15 旅行 山口・萩・下関　20

16 旅行 るるぶ台湾　21

17 旅行 るるぶトルコ　イスタンブール　2020

18 政治 IDENTITY フランシス・フクヤマ著

19 政治 反日種族主義 李　栄薫編著

20 経済 野口悠紀雄の経済データ分析講座 野口　悠紀雄著

21 社会 8050問題 黒川　祥子著

22 社会 扉を開けて 共同通信ひきこもり取材班著

23 老後 ひとり老後、賢く楽しむ 岸本　葉子著

24 災害 災害から命を守る「逃げ地図」づくり 逃げ地図づくりプロジェクトチーム編著

25 災害 大水害「安全対策」完全ガイドブック　2020 別冊宝島編集部編

26 資格 幼稚園教諭になるには 大豆生田　啓友著

27 就職 就職四季報　2021版 東洋経済新報社編

28 文化 日本のしきたり英語表現事典 亀田　尚己著

29 菓子 ビスケットとクッキーの歴史物語 アナスタシア・エドワーズ著

30 科学 科学のしくみ図鑑 ドーリング・キンダスリー社編

31 科学 科学をもっとおもしろく 藤嶋　昭監修

32 医学 NHKガッテン！暮らし劇的大革命 NHK「ガッテン！」制作班編

33 医学 101歳現役医師の死なない生活 田中　旨夫著

34 職人 職人の手 山崎　真由子著

35 知財 すごいぞ！はたらく知財 内田　朋子著

36 食品 発酵はおいしい！ ferment　books著

37 洋裁 おんなの子とおとこの子の晴れの日と発表会の服

38 工芸 私たちのキルト 斉藤　謠子著

39 料理 圧力鍋の大絶賛レシピ 牛尾　理恵著

40 料理 人生最高のひと皿 週刊朝日編集部著

41 料理 笠原将弘のフライパンひとつ！すぐできベストレシピ 笠原　将弘著

42 料理 志麻さんちのごはん タサン志麻著

43 料理 ごはんにかけておいしい。材料2つで炒めもの ワタナベ　マキ著

44 料理 おにぎりの本 おにぎり協会監修

45 料理 へたっぴでもうまくいく小麦粉だけでつくる天然酵母パン マスジマ　トモコ著

46 出産 ママとパパのはじめての妊娠・出産事典 藤井　知行監修

47 農業 安心イネつくり 山口　正篤著

48 犬 はじめよう！柴犬ぐらし 西川　文二監修

49 美術 美術館にいってみた 赤木　かん子著

50 絵画 もっと知りたい「怖い絵」展 中野　京子著

51 絵本 ものは言いよう ヨシタケ　シンスケ著

52 音楽 生誕250年ベートーヴェンの交響曲・協奏曲 音楽の友編

53 演劇 老老介護の幸せ 松島　トモ子著

54 演劇 いいことだけ考える 沢部　ひとみ著

55 ゴルフ 一生に一度旅してみたいゴルフコース 伊集院　静著

56 登山 雪山登山 天野　和明監修・著

57 文学 論理仕掛けの奇談 有栖川　有栖著

58 作家 川上未映子

59 小説 勿忘草の咲く町で 夏川　草介著
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60 小説 世界が僕らを嫌っても 片山　恭一著

61 小説 桃源 黒川　博行著

62 小説 あたしたち、海へ 井上　荒野著

63 小説 別れの季節 諸田　玲子著

64 小説 わが殿（上） 畠中　恵著

65 小説 わが殿  (下) 畠中　恵著

66 小説 魔法使いと最後の事件 東川　篤哉著

67 小説 信長、天を堕とす 木下　昌輝著

68 小説 変半身（かわりみ） 村田　沙耶香著

69 小説 居酒屋ぼったくり おかわり！ 秋川　滝美著

70 小説 地面師たち 新庄　耕著

71 小説 キッドの運命 中島　京子著

72 小説 ぷくぷく 森沢　明夫著

73 小説 大名倒産　上 浅田　次郎著

74 小説 大名倒産　下 浅田　次郎著

75 小説 如何様 高山　羽根子著

76 小説 黒武御神火御殿 宮部　みゆき著

77 小説 リボンの男 山崎　ナオコーラ著

78 小説 瓦礫の死角 西村　賢太著

79 小説 抵抗都市 佐々木　譲著

80 小説 黒鳥の湖 宇佐美　まこと著

81 小説 できない相談 森　絵都著

82 小説 首 北野　武著
83 小説 オカシナ記念病院 久坂部　羊著
84 小説 清く貧しく美しく 石田　衣良著
85 小説 まずはこれ食べて 原田　ひ香著
86 小説 女童（めのわらわ） 赤松　利市著
87 小説 竜になれ、馬になれ 尾崎　英子著
88 小説 武士道　鍋島直茂 近衛　龍春著
89 小説 春とび娘 原　宏一著
90 小説 喧騒の夜想曲（ノクターン） 日本推理作家協会編
91 随筆 老人流 村松　友視著
92 随筆 聡乃学習（サトスナワチワザヲナラウ） 小林　聡美著
93 随筆 地獄の楽しみ方 京極　夏彦著
94 随筆 気がつけば、終着駅 佐藤　愛子著
95 随筆 大人のカタチを語ろう。 伊集院　静著
96 随筆 だから、何。 中野　翠著
97 随筆 老人初心者の覚悟 阿川　佐和子著
98 随筆 おれたちを齧るな！ 椎名　誠著
99 小説 メインテーマは殺人 アンソニー・ホロヴィッツ著

100 随筆 南仏プロヴァンスの25年 ピーター・メイル著


