
公民館最新入荷図書（6月分）　　一般書：45冊　　児童書：27冊　　計 72冊　（6/1～6/30）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 ギガタウン 漫符図譜  こうの史代  大空出版 726

 別冊NHK100分de名著 読書の学校 池上彰 特別授業 『君たちはどう生きるか』  池上 彰  ＮＨＫ出版 159

 面倒くさがりの自分を認めたら部屋がもっとキレイになりました 三日坊主の後回
し虫退治術

 わたなべ ぽん  角川グループパブリッシング 597

 ほのぼのドイツぐらし。 ～国際結婚3年め、南ドイツの田舎町で新生活はじめました～  白乃 雪  角川グループパブリッシング 916

･  あの夏、二人のルカ  誉田 哲也  角川グループパブリッシング 913

･  あやかし草紙 三島屋変調百物語伍之続  宮部 みゆき  角川グループパブリッシング 913

 よつばと！　１４  あずま きよひこ  角川グループパブリッシング 726

･  食堂メッシタ  山口 恵以子  角川春樹事務所 913

･  さざなみのよる  木皿 泉  河出書房新社 913

 脳梗塞・心筋梗塞・高血圧は油が原因 動脈硬化は自分で治せる  真島 康雄  幻冬舎 493

 30歳からの人生設計 女の後半戦  白河 桃子  幻冬舎 159

 この一言で「YES」を引き出す格上の日本語  山口 謠司  幻冬舎 810

 極上の孤独  下重 暁子  幻冬舎 159

 つるで楽しむ素敵な庭 つるバラとクレマチスをメインに使った  村上 敏  講談社 629

 はじめてのボックス水耕栽培 まいにち、無農薬野菜を収穫！  岡部 勝美  講談社 626

･  門前仲町 九頭竜覚山 浮世綴(一)  荒崎 一海  講談社 913

 かみさまは小学５年生  すみれ  サンマーク出版 147

 村の酒屋を復活させる 田沢ワイン村の挑戦  玉村 豊男  集英社 588

･  逢魔が時に会いましょう  荻原 浩  集英社 913

･  ヘイ・ジュード 東京バンドワゴン  小路 幸也  集英社 913

 ONE PIECE　ワンピース　88  尾田 栄一郎  集英社 726

 冷たいフライパンに食材をいれてから火にかけるコールドスタート  上田 淳子  自由国民社 596

 千年の田んぼ  石井 里津子  旬報社 616

･  修羅の契り 風の市兵衛 弐  辻堂 魁  祥伝社 913

 成毛流「接待」の教科書  乾杯までに9割決まる  成毛 眞  祥伝社 336

･  デートクレンジング  柚木 麻子  祥伝社 913

･  出世と左遷  高杉 良  新潮社 913

 定年前後の「やってはいけない」  郡山 史郎  青春出版社 367

 レクリエ2018-7･8月 制作・ゲーム・運動 介護の現場で役立ちます！   世界文化社 369

･  玉村警部補の巡礼  海堂 尊  宝島社 913

 SHIORIの野菜日和  SHIORI  宝島社 596

 おもしろ半島ちば ―地理から学ぼう ちばの魅力  千葉地理学会  千葉日報社 291

 読売新聞朝刊一面コラム - 竹内政明の「編集手帳」傑作選  竹内 政明  中央公論新社 304

･  零れた明日 - 刑事の挑戦・一之瀬拓真  堂場 瞬一  中央公論新社 913

･  黙過  下村 敦史  徳間書店 913

･  爆身  大沢 在昌  徳間書店 913

･  それまでの明日  原 りょう  早川書房 913

 超・アナログ思考 凡人でも天才に勝てる唯一の方法  中村 秀夫  白夜書房 159

･  未来  湊 かなえ  双葉社 913

･  無節の欅 ―おれは一万石〈5〉  千野 隆司  双葉社 913

 文藝春秋 2018年 06 月号 [雑誌]   文藝春秋 914

･  卜伝飄々  風野 真知雄  文藝春秋 913

 ディズニーの待ち時間を劇的に減らす方法  みっこ  ベストセラーズ 689

･  カットバック 警視庁FC2  今野 敏  毎日新聞社 913

 車いす犬ラッキー 捨てられた命と生きる  小林 照幸  毎日新聞社 645



＜児童書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  きみ、なにがすき？  はせがわ さとみ  あかね書房 913

 有害物質のサバイバル  スウィートファクトリー  朝日新聞出版 519

･  一〇五度  佐藤 まどか  あすなろ書房 913

 いのちは贈りもの ホロコーストを生きのびて  フランシーヌ・クリストフ  岩崎書店 956

･  がっこうだって どきどきしてる  アダム・レックス  ＷＡＶＥ出版 933

･  ごろごろかいじゅうさん  きむら ゆういち  偕成社 913

･  ふしぎ駄菓子屋 銭天堂  廣嶋 玲子  偕成社 913

･  ぼくらの七日間戦争  宗田 理  角川グループパブリッシング 913

･  こんぴら狗  今井 恭子  くもん出版 913

･  奮闘するたすく  まはら 三桃  講談社 913

･  森のおくから ―むかし、カナダであったほんとうのはなし  レベッカ ボンド  ゴブリン書房 933

 おもしろい！進化のふしぎ 続々ざんねんないきもの事典   高橋書店 480

 クニマスは生きていた！  池田 まき子  汐文社 664

 すごいね！みんなの通学路  ローズマリー マカーニー  西村書店 384

･  りゆうがあります  ヨシタケ シンスケ  ＰＨＰ研究所 913

･  ぼくとベルさん 友だちは発明王  フィリップ・ロイ  ＰＨＰ研究所 933

･  わたしがいどんだ戦い 1939年  キンバリー・ブルベイカー ブラッドリー  評論社 933

･  太陽と月の大地  コンチャ・ロペス=ナルバエス  福音館書店 963

･  なずず このっぺ？  カーソン エリス  フレーベル館 933

･  りんごかもしれない  ヨシタケ シンスケ  ブロンズ新社 913

･  このあと どうしちゃおう  ヨシタケ シンスケ  ブロンズ新社 913

･  最後のオオカミ  マイケル モーパーゴ  文研出版 933

･  おしりたんてい かいとう VS たんてい  トロル  ポプラ社 913

･  おしりたんてい いせきからのSOS  トロル  ポプラ社 913

･  ルラルさんのだいくしごと  いとう ひろし  ポプラ社 913

 小学生の水泳 最強上達BOOK ライバルに差をつける！   メイツ出版 785

･  レイナが島にやってきた！  長崎 夏海  理論社 913


