
公民館最新入荷図書（4, 5月分）　　一般書：70冊　　児童書：7冊　　計 77冊　（4/1～5/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  風神の手  道尾 秀介  アルテスパブリッシング 913

 世界の最新医学が証明した 長生きする食事  満尾 正  大空出版 498

 筋膜リリースで肩こり解消！  竹井 仁  イースト・プレス 493

 ひとはなぜ戦争をするのか ――脳力のレッスンV  寺島 実郎  岩波書店 304

 おカネの教室 僕らがおかしなクラブで学んだ秘密  高井 浩章  インプレス 330

 1分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術  伊藤 羊一  ＳＢクリエイティブ 336

･  小説 1ミリシーベルト  松崎 忠男  エネルギーフォーラム 913

 日本人の知らない日本語 2爆笑！ 日本語「再発見」コミックエッセイ  蛇蔵&海野凪子  角川グループパブリッシング 810

･  かくりよの宿飯 八 あやかしお宿が町おこしします。  友麻 碧  角川グループパブリッシング 913

･  凶犬の眼  柚月 裕子  角川グループパブリッシング 913

･  魔力の胎動  東野 圭吾  角川グループパブリッシング 913

･  流転の虹 沼里藩留守居役忠勤控  鈴木 英治  角川グループパブリッシング 913

･  流れの勘蔵 鎌倉河岸捕物控〈32〉  佐伯 泰英  角川春樹事務所 913

･  牡丹ずし 料理人季蔵捕物控  和田 はつ子  角川春樹事務所 913

･  Q&A  小林 大輝  幻冬舎 913

 酒の渚  さだまさし  幻冬舎 914

 糖尿病がイヤなら歯を磨きなさい?内科医が教えるお口と体の健康の新常識  西田 亙  幻冬舎 497

･  風は西から  村山 由佳  幻冬舎 913

 十五の夏〈上〉  佐藤 優  幻冬舎 293

 十五の夏〈下〉  佐藤 優  幻冬舎 293

 卵を買いに  小川 糸  幻冬舎 914

 「その病気」入院ナシで治せます  日帰り手術がさらに進化した「超短時間手術」  柳 健  幻冬舎 494

 勝ちきる頭脳  井山 裕太  幻冬舎 795

 内臓脂肪を最速で落とす 日本人最大の体質的弱点とその克服法  奥田 昌子  幻冬舎 493

 続ぼくを探しに  ビッグ・オーとの出会い  シェル・シルヴァスタイン  講談社 726

･  独り舞  李 琴峰  講談社 913

 ちはやふる　37  末次 由紀  講談社 726

･  烈火の裁き： 人情同心 神鳴り源蔵  小杉 健治  光文社 913

 自分に似合うイヤリング・ピアスができる！  MartイヤアクセサリーBOOK  Mart編集部  光文社 594

 人生で一度はやってみたいアメリカ横断の旅 バイリンガールちかの旅ログ  吉田 ちか  実業之日本社 295

･  砂の王宮  楡 周平  集英社 913

･  爽年  石田 衣良  集英社 913

 ONE PIECE ワンピース　87  尾田 栄一郎  集英社 726

 高学歴モンスター： 一流大学卒の迷惑な人たち  片田 珠美  小学館 145

･  汝よさらば(一) 浮世絵宗次日月抄  門田 泰明  祥伝社 913

･  わたし、定時で帰ります。  朱野 帰子  新潮社 913

 続けられるおべんとう： 毎日無理なく作るための 手間なしレシピと美しい詰め方
のこつ

 いづいさちこ  誠文堂新光社 596

 レクリエ2018-5・6月 制作・ゲーム・運動 介護の現場で役立ちます！   世界文化社

･  おまじない  西 加奈子  筑摩書房 913

･  青空と逃げる  辻村 深月  中央公論新社 913

 日本軍兵士 ―アジア・太平洋戦争の現実  吉田 裕  中央公論新社 391

 読む力 ―現代の羅針盤となる150冊  松岡 正剛  中央公論新社 019

 婦人公論の本 vol.11 -ラクして身につく!  長寿時代のがんばらない健康法   中央公論新社 498

 科学的に正しい英語勉強法  メンタリストDaiGo  ディーエイチシー 830

 幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿  無藤 隆  東洋館出版社 376

･  雨と詩人と落花と  葉室 麟  徳間書店 913

･  相嵌 ―禁裏付雅帳〈6〉  上田 秀人  徳間書店 913

 バーベキューレシピ100選！  下城 民夫  ネコ　パブリッシング 596

 幸服論 ――人生は服で簡単に変えられる  MB  扶桑社 589

 週末1時間で1週間分のおかずを作りおき！ たっきーママの朝作らない！ 作り
おきおかずのお弁当

 奥田 和美  扶桑社 596

･  罪人が祈るとき  小林 由香  双葉社 913

 文藝春秋 2018年 04 月号 [雑誌]   文藝春秋 914

 文藝春秋 2018年 05 月号 [雑誌]   文藝春秋 914

･  死の島  小池 真理子  文藝春秋 913



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 元号 年号から読み解く日本史  所 功  文藝春秋 210

･  異人たちの館  折原 一  文藝春秋 913

･  状箱騒動 酔いどれ小籐次〈19〉 ［決定版］  佐伯 泰英  文藝春秋 913

･  警視庁公安部・青山望 爆裂通貨  濱 嘉之  文藝春秋 913

 最新! 育児新百科mini   ベネッセコーポレーション 599

･  スイート・ホーム  原田 マハ  ポプラ社 913

 極小農園日記  荻原 浩  毎日新聞社 914

 スマートフォン疑問と悩み 一発解消！  特選街編集部  マキノ出版 694

 パソコン疑問と悩みズバリ解消！  福多 利夫  マキノ出版 007

 「また会いたい」と思われる人： 「人に好かれる」絶対ルール  鹿島 しのぶ  三笠書房 361

 大谷翔平86のメッセージ  児玉 光雄  三笠書房 783

 この本読んで！ 66号 (2018春号)   メディア・パル 015

 副鼻腔炎 アレルギー性鼻炎が一気に退く 鼻腔スッキリ1分ケア   わかさ出版 496

 逆流性食道炎 胸・のどやけ体質克服大全   わかさ出版 493

 スマホ首病が日本を滅ぼす - 首を治せば生まれ変われる -  松井 孝嘉  ワニブックス 493

 伝説の家政婦mako 魔法のポリ袋レシピ  mako  ワニブックス 596

＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 イワンの馬鹿  レフ トルストイ  あすなろ書房 983

 森を育てる生きものたち 雑木林の絵本  谷本 雄治  岩崎書店 653

 キミたちはどう生きるか？ こどものための道徳 生き方編  齋藤 孝  ビジネス社 150

 キミたちはどう学ぶか？ こどものための道徳 学び方編  齋藤 孝  ビジネス社 150

 紙芝居／ねこのえきちょうさん  のしさやか・作/絵  教育画劇

 紙芝居／まんまるまんま たんたかたん  荒木 文子  童心社

 紙芝居／かけっこ どん！  ひろかわ さえこ  童心社


