
■３月度の新着図書

番号 分類 タイトル 著者

1 博物館 行きたい！企業ミュージアム

2 人生 70代からの「女の輝き」「男の品格」 坂東　眞理子著

3 歴史 皇子たちの悲劇 倉本　一宏著

4 伝記 千畝の記憶 岐阜新聞社編集局「千畝の記憶」取材班著

5 旅行 るるぶ佐賀呼子唐津有田嬉野2020

6 思想 16歳のデモクラシー 佐藤　優著

7 拳法 憲法と日本人 NHKスペシャル取材班著

8 資格 行政書士になるには 三田　達治編著

9 社会 上野先生、フェミニズムについてゼロから教えてください！ 上野　千鶴子著

10 福祉 高齢者施設の費用・選び方・手続きのすべて 岡本　弘子監修

11 幼児 うきうきハッピー！決定版！お誕生表＆カード66プラン

12 教育 ステップアップ0歳音読 山口　謠司絵・ことば

13 数学 「数」はいかに世界を変えたか トム・ジャクソン著

14 医学 B型肝炎被害とは何か 岡　多枝子編著

15 医学 美容外科手術受ける前に絶対読む本 保阪　善昭著

16 栄養 上手に食べて、ずーっと健康！栄養を捨てないシニアの簡単レシピ柳沢　幸江監修

17 医学 歴史を変えた10の薬 トーマス・ヘイガー著

18 環境 脱プラスチックへの挑戦 堅達　京子著

19 城 ヘンテコ城めぐり 長谷川　ヨシテル著

20 城 日本の城 三浦　正幸監修

21 住宅 リノベーションでかなえるカッコよくすっきり暮らせる家

22 工学 トコトンやさしい化粧品の本 福井　寛著

23 洋裁 パターン補正バイブル 加藤　容子著

24 刺繍 日本刺繍の「いろは」 沖　文著

25 手芸 斉藤謠子の布で描くいきものたち 斉藤　謠子著

26 料理 食材も手間も最小限レシピで今日も晩ごはん乗りきった。 「がんばらない」ごはん研究会編

27 料理 愛しいおかず ウー　ウェン料理

28 料理 大原千鶴の絶品手づくりだれ料理帖 大原　千鶴著

29 料理 村上祥子のシニア料理教室 村上　祥子著

30 料理 豆腐からおからパウダーまで！「目からウロコ」の保存＆活用術牛尾　理恵著

31 弁当 にっぽん全国100駅弁 櫻井　寛著

32 育児 フリージングで作りおき離乳食 松尾　みゆき著

33 農業 クリーンミート ポール・シャピロ著

34 絵画 わかる！選べる！使える！画材BOOK 磯野　キャビア著

35 加賀 アイビスペイント公式ガイドブック アイビス監修

36 工作 12か月の楽しい折り紙 木村　良寿著

37 音楽 音楽家の食卓 野田　浩資著

38 ｽﾎﾟｰﾂ オリンピック競技おもしろ大全 雑学総研著

39 球技 バレーボールの戦い方 高橋　宏文著

40 球技 ソフトバレーボールの教科書 日本ソフトバレーボール連盟監修

41 球技 日本ラグビー“桜のキャプテン”激闘史 出村　謙知著

42 登山 北岳山小屋物語 樋口　明雄著

43 日本語 超一流の雑談力 安田　正著

44 小説 奈落 古市　憲寿著

45 小説 稚児桜 澤田　瞳子著

46 小説 梅と水仙 植松　三十里著

47 小説 インタビューズ 堂場　瞬一著

48 小説 卍どもえ 辻原　登著

49 小説 騒がしい楽園 中山　七里著

50 小説 紙鑑定士の事件ファイル 歌田　年著

51 小説 母さんは料理がへたすぎる 白石　睦月著

52 小説 山岳捜査 笹本　稜平著

53 小説 今日もお疲れさま 群　ようこ著

54 小説 国道食堂 1 小路　幸也著

55 小説 まったく、青くない 黒田　小暑著

56 小説 御社のチャラ男 絲山　秋子著

57 小説 さいはての家 彩瀬　まる著

58 小説 背高泡立草 古川　真人著

59 小説 太平洋食堂 柳　広司著
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60 小説 占 木内　昇著

61 小説 君がいないと小説は書けない 白石　一文著

62 小説 雲を紡ぐ 伊吹　有喜著

63 小説 平蔵の母 逢坂　剛著

64 小説 イマジン？ 有川　ひろ著

65 小説 涼子点景1964 森谷　明子著

66 小説 もののふの国 天野　純希著

67 小説 線は、僕を描く 砥上　裕將著

68 小説 熱源 川越　宗一著

69 小説 むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳　碧人著

70 小説 medium 相沢　沙呼著

71 小説 流浪の月 凪良　ゆう著

72 小説 てしごと あさの　あつこ著

73 随筆 これでもいいのだ ジェーン・スー著

74 随筆 息子たちよ 北上　次郎著

75 随筆 森心地の日々 森　博嗣著

76 手記 緩和ケア医が、がんになって 大橋　洋平著


