
公民館最新入荷図書（8月分）　　一般書：50冊　　児童書：7冊　　計 57冊　（8/1～8/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 魂の秘境から  石牟礼 道子  アルテスパブリッシング 914

･  堕天使たちの夜会  福田 和代  大空出版 913

 まずは、あなたのコップを満たしましょう  玉置 妙憂  飛鳥新社 188

 道徳教育は「いじめ」をなくせるのか ―教師が明日からできること  藤川 大祐  ＮＨＫ出版 375

 はじめてのスマホ　困った！解決ブック  池澤 あやか  ＮＨＫ出版 694

･  神剣 人斬り彦斎  葉室 麟  角川春樹事務所 913

･  選んだ孤独はよい孤独  山内 マリコ  河出書房新社 913

 子どもの心の育てかた  佐々木 正美  河出書房新社 379

 ジ・エンド・オブ・バンキング 銀行の終わりと金融の未来  ジョナサン・マクミラン  かんき出版 338

 記憶力日本一を5度獲った私の奇跡のメモ術  池田 義博  幻冬舎 002

 いろいろあった人へ 大人の流儀 Best Selection  伊集院 静  講談社 914

･  天子蒙塵〈第三巻〉  浅田 次郎  講談社 913

･  宝島  真藤 順丈  講談社 913

･  三毛猫ホームズの復活祭  赤川 次郎  光文社 913

･  巡る桜： 上絵師 律の似面絵帖  知野 みさき  光文社 913

･  無暁の鈴  西條 奈加  光文社 913

 家族のコトバVol.1 子供と向き合う編   光文社 367

 ほどほどのすすめ ―強すぎ・大きすぎは滅びへの道  池田 清彦  さくら舎 304

 「徹子の部屋」の花しごと  石橋 恵三子  産業編集センター 699

･  火影に咲く  木内 昇  集英社 913

･  雨降る森の犬  馳 星周  集英社 913

 日本一の「デパ地下」を作った男 三枝輝行 ナニワの逆転戦略  巽 尚之  集英社インターナショナル 673

 ハーバリウムとボタニカルクラフト   主婦と生活社 594

･  下町ロケット ゴースト  池井戸 潤  小学館 913

 消された信仰： 「最後のかくれキリシタン」――長崎・生月島の人々  広野 真嗣  小学館 198

 タイワニーズ 故郷喪失者の物語  野嶋 剛  小学館 334

 レクリエ2018-9・10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

 欠点の数ほど美人になれる！ ゆにばーす はらの #詐欺メイク  ゆにばーす はら  世界文化社 595

 最低限の単語力でもてっとりばやく英語が話せる ――日本人1万人を教えてわ
かったすぐに話せる50の方法

 デイビッド・セイン  ダイヤモンド社 837

 「水」に価値がついた日 ――おいしい水から機能をもつ水へ  森澤 紳勝  ダイヤモンド社 498

 大富豪からの手紙  本田 健  ダイヤモンド社 159

 ゴルフ歴1年で70台に突入できる30cmトレ  大塚 友広  東邦出版 783

 看護師も涙した 老人ホームの素敵な話  小島 すがも  東邦出版 369

 はじめてのスプレーマム  上村 遙  農山漁村文化協会 627

 ドリーム NASAを支えた名もなき計算手たち  マーゴット・リー シェタリー  ハーレクイン 538

 とりあえずウミガメのスープを仕込もう。  宮下 奈都  扶桑社 914

･  罪なき子  小杉 健治  双葉社 913

 神社に行っても神様に守られない人、行かなくても守られる人。  岡田 能正  双葉社 174

 その悩み、哲学者がすでに答えを出しています  小林 昌平  文響社 104

 文藝春秋 2018年 08 月号 [雑誌]   文藝春秋 914

 主菜1品、副菜2品を選ぶだけ！ おなか痩せの黄金「比」レシピ  花王  文藝春秋 498

･  ミルク・アンド・ハニー  村山 由佳  文藝春秋 913

･  六月の雪  乃南 アサ  文藝春秋 913

･  ファーストラヴ  島本 理生  文藝春秋 913

･  送り火  高橋 弘希  文藝春秋 913

 劉備と諸葛亮 カネ勘定の『三国志』  柿沼 陽平  文藝春秋 222

 看る力 アガワ流介護入門  阿川 佐和子  文藝春秋 369

･  ライト マイ ファイア  伊東 潤  毎日新聞社 913

 BRUTUS特別編集 合本 日本一の「お取り寄せ」&「手みやげ」はこれだ！   マガジンハウス 596

 親子で学習&自由研究 ―関東穴場スポット100  東京新聞 「親子でぶらり」 取材班  山川出版社 291



＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 国際交流を応援する本 10か国語でニッポン紹介〈1〉日本の自然   岩崎書店 801

 国際交流を応援する本 10か国語でニッポン紹介〈2〉日本のまち   岩崎書店 801

 国際交流を応援する本 10か国語でニッポン紹介〈3〉日本のくらし   岩崎書店 801

 国際交流を応援する本 10か国語でニッポン紹介〈4〉日本の食べ物   岩崎書店 801

 国際交流を応援する本 10か国語でニッポン紹介〈5〉日本の文化・スポーツ   岩崎書店 801

･  未来のミライ  細田 守  角川グループパブリッシング 913

･  ぱかっ  森 あさ子  ポプラ社 913


