
公民館最新入荷図書（7月分）　　一般書：54冊　　児童書：8冊　　計 62冊　（7/1～7/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 認知症の脳もよみがえる 頭の体操  川島 隆太  アルテスパブリッシング 498

 翻訳地獄へようこそ  宮脇 孝雄  大空出版 801

 こころに響く方丈記 ～鴨長明さんの弾き語り  木村 耕一  １万年堂出版 914

 NHKスペシャル 大江戸 大江戸 知らないことばかり ―水と商と大火の都   ＮＨＫ出版 213

 小学生がシーンとして聴く道徳話100選 ―教室のモラル！向上的変容の活用授業―  長谷川 博之  学芸みらい社 375

･  ののはな通信  三浦 しをん  角川グループパブリッシング 913

･  青くて痛くて脆い  住野 よる  角川グループパブリッシング 913

･  平城京  安部 龍太郎  角川グループパブリッシング 913

 東京から行く！奇跡の絶景に出会う旅 2018-2019 ウォーカームック   角川グループパブリッシング 291

･  真夜中乙女戦争  F  角川グループパブリッシング 913

･  金の邀撃 ―日雇い浪人生活録〈5〉  上田 秀人  角川春樹事務所 913

 心屋仁之助 最初で最後の講演録 ―人生を大逆転させるには― 【CD付き】  心屋 仁之助  かんき出版 159

 白いシャツは、白髪になるまで待って  光野 桃  幻冬舎 589

･  ウォーターゲーム  吉田 修一  幻冬舎 913

 読書という荒野  見城 徹  幻冬舎 019

 旅作家が本気で選ぶ！ 週末島旅  小林 希  幻冬舎 291

･  能舞台の赤光 ―多田文治郎推理帖  嶋神 響一  幻冬舎 913

･  遠山金四郎が咆える  小杉 健治  幻冬舎 913

･  脱藩 ―孫連れ侍裏稼業  鳥羽 亮  幻冬舎 913

･  お悦さん ―大江戸女医なぞとき譚  和田 はつ子  幻冬舎 913

･  瑕疵借り  松岡 圭祐  講談社 913

 バッタを倒しにアフリカへ  前野ウルド浩太郎  光文社 486

･  雲の果  あさのあつこ  光文社 913

･  本懐  上田 秀人  光文社 913

･  新選組の料理人  門井 慶喜  光文社 913

･  蕎麦、食べていけ！  江上 剛  光文社 913

 フライパン1本 30分でできる フレンチレシピ  小川 奈々  産業編集センター 596

 ONE PIECE　ワンピース　89  尾田 栄一郎  集英社 726

 お釈迦さま以外はみんなバカ  高橋 源一郎  集英社インターナショナル 914

 1日1分で人生が変わるおなかもみ上げ  永井 峻  自由国民社 492

 「あなたに会うと元気になる」といわれる人  斎藤 茂太  新講社 159

･  敦盛おくり ―新・古着屋総兵衛〈16〉  佐伯 泰英  新潮社 913

 生きるとか死ぬとか父親とか  ジェーン・スー  新潮社 914

･  ペインレス〈上巻〉  天童 荒太  新潮社 913

･  ペインレス〈下巻〉  天童 荒太  新潮社 913

 東大ドクターが教える 塾に行かなくても勉強ができる子の習慣  森田 敏宏  総合法令出版 379

･  万引き家族【映画小説化作品】  是枝 裕和  宝島社 913

 歳を取るのも悪くない  養老 孟司  中央公論新社 159

･  老後の資金がありません  垣谷 美雨  中央公論新社 913

 価値ある大学2019年版～就職力ランキング～(日経キャリアマガジン特別編集)  日経HR編集部  日本経済新聞出版社 377

 決定版　夏の大評判レシピ208   扶桑社 596

･  十津川警部 ストーブ列車殺人事件  西村 京太郎  双葉社 913

･  異郷のぞみし ―空也十番勝負 青春篇  佐伯 泰英  双葉社 913

･  片えくぼ ―新・知らぬが半兵衛手控帖〈5〉  藤井 邦夫  双葉社 913

 1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365  デイヴィッド・S・キダー  文響社 033

 文藝春秋 2008年 07月号 [雑誌]   文藝春秋 914

･  泥濘 疫病神シリーズ  黒川 博行  文藝春秋 913

 鈴木亮平の中学英語で世界一周！ Feat.スティーブ・ソレイシィ  鈴木 亮平  マガジンハウス 837

 ベスト・エッセイ2018  日本文藝家協会編  光村図書出版 914

 この本読んで! 67号 (2018夏号)   メディア・パル 015

 野草と暮らす365日  山下 智道  山と溪谷社 470

 村上春樹の100曲  栗原 裕一郎 他  リットーミュージック 910

 健康長寿の医者が教える 人の名前が出てこなくなったときに読む本  松原 英多  ロングセラーズ 498

 脳の最高の休息法 脳マッサージ   わかさ出版 498



＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  おめんです  いしかわ こうじ  偕成社 913

･  2分の1成人式  井上 林子  講談社 913

･  ぜったいに おしちゃダメ？  ビル・コッター  サンクチュアリ・パブリッシング 933

 小学生のかっこいい！！自由研究   成美堂出版 407

 読書感想文書き方ドリル2018  大竹 稽  ディスカヴァー・トゥエンティワン 816

 自由研究 中学生の理科 Newベーシック   永岡書店 407

 ナショジオ式 自由研究　親子でできる　おいしい料理実験  ジョディ・ウィーラー・トッペン  日経ナショナルジオグラフィック社 407

･  つみきくんとつみきちゃん  いしかわこうじ  ポプラ社 913


