
■1２月度の新着図書

番号 分類 タイトル 著者

1 歴史 逆説の世界史　３　ギリシア神話と多神教文明の衝突 井沢　元彦著

2 歴史 樺太地上戦　終戦後7日間の悲劇（NHKスペシャル） NHKスペシャル取材班著

3 伝記 令和誕生　退位・改元の黒衣たち 読売新聞政治部著

4 紋章 図説ヨーロッパの紋章（ふくろうの本） 浜本　隆志著

5 旅行 皇居の歩き方　最後の秘境 竹内　正浩著

6 旅行 関口知宏のヨーロッパ鉄道大紀行　鉄道発祥の国・イギリスをゆく～イーストロンドンからグラスゴーまで～関口　知宏著

7 政治 永田町政治の興亡　権力闘争の舞台裏（朝日選書　989） 星　浩著

8 就職 公務員をめざす人の本（合格への近道）２１年版 北里　敏明監修

9 社会 本当の貧困の話をしよう　未来を変える方程式 石井　光太著

10 教育 イスラム世界を訪ねて　目的地は、学校です 井上　直也文・写真

11 科学 科学の謎　研究者が悩む99の素朴な疑問（日経BPムック）

12 医学 いのちは輝く　わが子の障害を受け入れるとき 松永　正訓著

13 医学 老いる自分をゆるしてあげる。 上大岡　トメ著

14 医学 胃を切った人のための毎日おいしいレシピ250　一部摘出・全摘出の方も 木下　敬弘監修

15 医学 惨事ストレスとは何か　救援者の心を守るために 松井　豊著

16 医学 大腸を切った人のための毎日おいしいレシピ200　手術後すぐから、普通の食事まで塩澤　学監修

17 科学 誰が科学を殺すのか　科学技術立国「崩壊」の衝撃 毎日新聞「幻の科学技術立国」取材班著

18 機械 トコトンやさしい機械力学の本（B＆Tブックス） 三好　孝典著

19 素材 よくわかる最新プラスチックの仕組みとはたらき　第3版　最新技術と環境対策まで基本から学ぶ（図解入門）桑嶋　幹著

20 洋服 大人になったら、着たい服（ナチュリラ別冊）’19-’20秋冬

21 洋服 大人のおしゃれに、ほしいもの　ヒールを履かなくてもきれいに見える服選び（ナチュリラ別冊）’19-’20秋冬

22 料理 有元葉子　油揚げ、豆腐、こんにゃく（有元葉子の和の食材） 有元　葉子著

23 料理 有元葉子の料理教室　秋冬レシピ 有元　葉子著

24 料理 日本一おいしい煮もの　私のとっておきの一皿（角川SSCムック）

25 料理 「賛否両論」おせちの本完全版 笠原　将弘著

26 料理 しぜんなおかし　卵、牛乳、バターを使わないのに、驚くほどおいしい 今井　ようこ著

27 料理 基本調味料で作る鍋　野菜たっぷり◎塩分控えめ◎簡単美味 市瀬　悦子著

28 料理 弾丸メシ 堂場　瞬一著

29 育児 探検家とペネロペちゃん 角幡　唯介著

30 農業 図解知識ゼロからのコメ入門　最新版　生産　消費動向　制度　流通　文化八木　宏典監修

31 美術 すぐわかる正倉院の美術　改訂版　見方と歴史 米田　雄介著

32 美術 国宝ロストワールド　写真家たちがとらえた文化財の記録 岡塚　章子著

33 絵本 あのひと マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット構成・絵

34 服飾 手仕事の服　一枚の布に想いを込める-工房のむらのものづくり　続 工房のむら著

35 言語 ますます心とカラダを整えるおとなのための1分音読 山口　謠司著

36 言語 「言いたいこと」から引ける敬語辞典 西谷　裕子編

37 短歌 短歌の詰め合わせ（ことばアソート） 東　直子文

38 随筆 「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い出 角野　栄子著

39 随筆 旅の作法、人生の極意 山本　一力著

40 随筆 97歳の悩み相談（17歳の特別教室） 瀬戸内　寂聴著

41 随筆 本と幸せ　Kaoru　Kitamura　30th　Anniversary 北村　薫著

42 随筆 迷いながら生きていく 五木　寛之著

43 随筆 べらぼうくん 万城目　学著

44 随筆 ひみつのしつもん 岸本　佐知子著

45 手記 ぼけますから、よろしくお願いします。 信友　直子著

46 手記 潜行三千里　完全版　幻の原稿「我等は何故敗けたか」初公開！ 辻　政信著

47 小説 明日の僕に風が吹く 乾　ルカ著

48 小説 不審者 伊岡　瞬著

49 小説 アンジュと頭獅王 吉田　修一著

50 小説 名残の花 澤田　瞳子著

51 小説 鉄の楽園 楡　周平著

52 小説 オーガ〈ニ〉ズム 阿部　和重著

53 小説 Iの悲劇 米澤　穂信著

54 小説 昭和40年男　オリンポスの家族 佐川　光晴著

55 小説 二人のカリスマ　スーパーマーケット編 江上　剛著

56 小説 二人のカリスマ　コンビニエンスストア編 江上　剛著

57 小説 天保十四年のキャリーオーバー 五十嵐　貴久著

58 小説 まほり 高田　大介著

59 小説 逃亡小説集 吉田　修一著
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60 小説 記憶の盆をどり 町田　康著

61 小説 犬 赤松　利市著

62 小説 新青春の門　漂流篇　第９部 五木　寛之著

63 小説 私の家 青山　七恵著

64 小説 奔る男　小説金栗四三 堂場　瞬一著

65 小説 巡礼の家 天童　荒太著

66 小説 小箱 小川　洋子著

67 小説 どうしても生きてる 朝井　リョウ著

68 小説 祝祭と予感 恩田　陸著

69 小説 彼女たちの犯罪 横関　大著

70 小説 人を乞う あさの　あつこ著

71 小説 夏服を着た恋人たち（マイ・ディア・ポリスマン　3） 小路　幸也著

72 小説 ライオンのおやつ 小川　糸著

73 小説 人間 又吉　直樹著

74 小説 飛べないカラス 木内　一裕著

75 小説 きみの正義は　社労士のヒナコ 水生　大海著

76 小説 純、文学　北野武第一短篇集 北野　武著

77 小説 生命式 村田　沙耶香著

78 小説 いもうと 赤川　次郎著

79 小説 ツナグ　想い人の心得 辻村　深月著

80 小説 最果ての決闘者 逢坂　剛著

81 小説 新蔵唐行き 志水　辰夫著

82 小説 背中の蜘蛛 誉田　哲也著

83 小説 わたしは誰も看たくない 小原　周子著

84 小説 夜はおしまい 島本　理生著

85 小説 カエルの小指　a　murder　of　crows 道尾　秀介著

86 小説 十三の海鳴り　蝦夷太平記 安部　龍太郎著

87 小説 潮待ちの宿 伊東　潤著

88 小説 サンズイ 笹本　稜平著

89 小説 神を喰らう者たち 新堂　冬樹著

90 小説 緋色のマドンナ　陶芸家・神山清子物語 那須田　淳著


