
■11月度の新着図書

番号 分類 タイトル 著者
1 人生 おだやかに生きるための人生相談 美輪　明宏著

2 人生 人生のサバイバル力 佐藤　優著

3 日本史 図説歴史散歩事典 佐藤　信編

4 日本史 ニャンと明治時代はこうだった もぐら著

5 伝記 マイ・ストーリー ミシェル・オバマ著

6 旅行 京都社寺めぐり　2019

7 旅行 るるぶベトナム　ホーチミン・ハノイ・ダナン　2019

8 旅行 オーストラリア　2019

9 労働 図解でハッキリわかる労働時間、休日・休暇の実務 佐藤　広一著

10 住宅 「空き家」に困ったら最初に読む本 牧野　寿和監修

11 家族 それでも、母になる 徳　瑠里香著

12 防犯 ALSOKが教えるおひとり女子が自分を守るための本 ALSOK監修

13 福祉 これで安心！働きながら介護する 川上　由里子著

14 防災 どんな災害でもお金とくらしを守る 清水　香著

15 保育 真夜中の陽だまり 三宅　玲子著

16 教育 農業高校へ行こう！ 全国農業高等学校長協会監修

17 人体 シリーズ人体　遺伝子 NHKスペシャル「人体」取材班著

18 救急 命を守る、救える！応急手当〈イラスト図解〉事典 横田　裕行監修

19 医療 いのちの終いかた 下村　幸子著

20 医学 臨床工学技士になるには 岩間　靖典著

21 環境 プラスチックの現実と未来へのアイデア 高田　秀重監修

22 料理 世界一美味しい手抜きごはん はらぺこグリズリー著

23 料理 ばぁばの今日も「ごちそうさま」 鈴木　登紀子著

24 料理 おひとりさまのあったか1ケ月食費2万円生活 おづ　まりこ著

25 料理 この野菜はこう食べる 笠原　将弘著

26 料理 世界一親切な大好き！家おやつ 藤原　美樹著

27 育児 親って大変！私たちの子育て手帖 NHK『すくすく子育て』制作班編

28 産業 日経業界地図 2020 日本経済新聞社編

29 ペット 日本と世界の犬のカタログ　2020 成美堂出版編集部編集

30 販売 カスハラ NHK「クローズアップ現代＋」取材班編著

31 商業 潜入ルポamazon帝国 横田　増生著

32 絵画 1日で描くリアル油絵の基本 大谷　尚哉著

33 絵画 写真みたいな絵が描ける色鉛筆画 三上　詩絵著

34 版画 手作りがうれしい木版画年賀状 原田　裕子著

35 写真 スマホで旅行写真コツと裏ワザ 庄子　利男著

36 写真 ここでしか味わえない非日常の世界！ ナショナルジオグラフィック編著

37 歌舞伎 歌舞伎さんぽ 小田　豊二文

38 映画 樹木希林のきもの 別冊太陽編集部編

39 映画 ブルース・リー

40 体操 みんなで筋肉体操 NHK「みんなで筋肉体操」制作班著

41 テニス テニスの戦い方 丸山　淳一著

42 野球 イチロー・インタビューズ激闘の軌跡 石田　雄太著

43 日本語 答えより問いを探して 高橋　源一郎著

44 方言 岐阜弁まるけ 神田　卓朗著

45 英語 英単語の語源図鑑　続 清水　建二著

46 英語 ロック＆ポップスの英語歌詞を読む 小島　智著

47 小説 罪の轍 奥田　英朗著

48 小説 銀座の紙ひこうき はらだ　みずき著

49 小説 20　CONTACTS 原田　マハ著

50 小説 戦国十二刻 木下　昌輝著

51 小説 腸詰小僧 曽根　圭介著

52 小説 神奈川宿雷屋 中島　要著

53 小説 落花狼藉 朝井　まかて著

54 小説 穴掘り 本城　雅人著

55 小説 お会式の夜に 黒野　伸一著

56 小説 ロード・エルメロイⅡ世の事件簿 5 TYPE-MOON原作

57 小説 トリガー 上 真山　仁著

58 小説 トリガー 下 真山　仁著

59 小説 三匹の子豚 真梨　幸子著

60 小説 百舌落とし 逢坂　剛著

61 小説 欺す衆生 月村　了衛著

62 小説 飛雲のごとく あさの　あつこ著

63 小説 カインは言わなかった 芦沢　央著

64 小説 盲剣楼奇譚 島田　荘司著

65 小説 万波を翔る 木内　昇著

66 小説 エンタングル：ガール 高島　雄哉著

67 小説 コウサツ 前川　裕著

68 小説 星砕きの娘 松葉屋　なつみ著

69 小説 落日 湊　かなえ著

70 小説 罪と祈り 貫井　徳郎著

71 小説 空は逃げない まはら　三桃著

72 小説 アスリーツ あさの　あつこ著

73 小説 たそがれダンサーズ 桂　望実著

74 小説 わたしの良い子 寺地　はるな著
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75 小説 絶望スクール 石田　衣良著

76 小説 楽園の真下 荻原　浩著

77 小説 某 川上　弘美著

78 小説 遠い他国でひょんと死ぬるや 宮内　悠介著

79 小説 流葉断の太刀 上田　秀人著

80 小説 湘南夫人 石原　慎太郎著

81 小説 縁 小野寺　史宜著

82 小説 ノワールをまとう女 神護　かずみ著

83 小説 絞首商會 夕木　春央著

84 小説 死にゆく者の祈り 中山　七里著

85 小説 あの日に帰りたい 小路　幸也著

86 小説 また明日 群　ようこ著

87 小説 展望塔のラプンツェル 宇佐美　まこと著

88 小説 廃墟の白墨 遠田　潤子著

89 小説 競歩王 額賀　澪著

90 小説 イモムシ偏愛記 吉野　万理子著

91 小説 定価のない本 門井　慶喜著

92 小説 ムゲンのI　上 知念　実希人著

93 小説 ムゲンのI　下 知念　実希人著

94 小説 境い目なしの世界 角野　栄子著

95 小説 色彩 阿佐　元明著

96 小説 カナダ金貨の謎 有栖川　有栖著

97 小説 髪結おれん 千野　隆司著

98 小説 幽玄の絵師 三好　昌子著

99 小説 明智光秀 菊池　寛著

100 随筆 「捨てなきゃ」と言いながら買っている 岸本　葉子著

101 随筆 命あれば 瀬戸内　寂聴著

102 随筆 育てて、紡ぐ。暮らしの根っこ 小川　糸著

103 随筆 ヤットコスットコ女旅 室井　滋著

104 随筆 鴻上尚史のほがらか人生相談 鴻上　尚史著

105 手記 愛を知ったのは処刑に駆り立てられる日々の後だった 舟越　美夏著

106 手記 親の介護をしないとダメですか？ 吉田　潮著

107 随筆 吉沢久子すっきり生きる言葉 吉沢　久子著


