
公民館最新入荷図書（9月分）　　一般書：47冊　　児童書：6冊　　計 53冊　（9/1～9/30）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 最後まで、あるがまま行く  日野原 重明  アルテスパブリッシング 914

 池上彰の 世界を知る学校  池上 彰  大空出版 304

 自律神経どこでもリセット!  も～っと ずぼらヨガ  崎田 ミナ  飛鳥新社 498

 ぐっと身近に！アジアごはん   ＮＨＫ出版 596

･  長兵衛天眼帳  山本 一力  角川グループパブリッシング 913

･  スケルトン・キー  道尾 秀介  角川グループパブリッシング 913

･  悪玉伝  朝井 まかて  角川グループパブリッシング 913

･  じっと手を見る  窪 美澄  幻冬舎 913

･  引火点 組織犯罪対策部マネロン室  笹本 稜平  幻冬舎 913

 ツバキ文具店の鎌倉案内  ツバキ文具店  幻冬舎 910

･  極道大名2 窮虎、将軍を嚙む  風野 真知雄  幻冬舎 913

 ちはやふる　３８  末次 由紀  講談社 726

 少子高齢化でも老後不安ゼロ シンガポールで見た日本の未来理想図  花輪 陽子  講談社 302

 ママと赤ちゃんのぐっすり本 「夜泣き・寝かしつけ・早朝起き」解決ガイド  愛波 文  講談社 599

･  焦土の刑事  堂場 瞬一  講談社 913

･  鶴亀横丁の風来坊  鳥羽 亮  講談社 913

 昭和の怪物 七つの謎  保阪 正康  講談社 281

･  検断 ―聡四郎巡検譚〈2〉  上田 秀人  光文社 913

 北欧式 眠くならない数学の本  クリスティン ダール  三省堂 410

 るるぶ埼玉 川越 秩父 鉄道博物館 '19   ＪＴＢパブリッシング 291

 るるぶ名古屋 '19   ＪＴＢパブリッシング 291

 るるぶ にっぽんの博物館   ＪＴＢパブリッシング 069

･  鏡の背面  篠田 節子  集英社 913

 ONE PIECE　ワンピース　90  尾田 栄一郎  集英社 726

･  骨を弔う  宇佐美 まこと  小学館 913

 俺、つしま  おぷうの きょうだい  小学館 645

･  スーツケースの半分は  近藤 史恵  祥伝社 913

･  地に滾る  あさの あつこ  祥伝社 913

 まっぷる 超詳細! 京都さんぽ地図mini '19   昭文社 291

･  文字渦  円城 塔  新潮社 913

 恨みっこなしの老後  橋田 壽賀子  新潮社 914

･  大奥づとめ  永井 紗耶子  新潮社 913

･  ハレルヤ  保坂 和志  新潮社 913

 こんなに変わった！小中高・教科書の新常識   青春出版社 375

 星座の見つけ方と神話がわかる 星空図鑑  永田 美絵  成美堂出版 443

 佳く生きる  天野 篤  セブン＆アイ出版 490

 抗癌剤の副作用で苦しまないために  横内 正典  たま出版 494

･  マトリョーシカ・ブラッド  呉 勝浩  徳間書店 913

･  鯖  赤松 利市  徳間書店 913

 つゆつきの 365日のつまみ細工  土田 由紀子  日本ヴォーグ社 594

 気持ちを「言葉にできる」魔法のノート  梅田 悟司  日本経済新聞出版社 141

 忙しい人専用 「つくりおき食堂」の超簡単レシピ  まりえ  扶桑社 596

 文藝春秋　2018年 09 月号 [雑誌]   文藝春秋 914

･  風に恋う  額賀 澪  文藝春秋 913

･  天地に燦たり  川越 宗一  文藝春秋 913

･  夏の雪 ―新・酔いどれ小籐次〈12〉  佐伯 泰英  文藝春秋 913

 運転免許認知機能検査まるわかり本 75歳からの免許更新に備えよう   メディア・パル 685

＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  ネコヅメのよる  町田 尚子  ＷＡＶＥ出版 913

 うまくなる卓球  大富寺 航  学研マーケティング 783

 ひとりでできる 子どもキッチン  上田 淳子  講談社 596

･  ポレポレやまのぼり  たしろ ちさと  大日本図書 913

 わけあって絶滅しました。 世界一おもしろい絶滅したいきもの図鑑  丸山 貴史  ダイヤモンド社 482

･  かいけつゾロリのドラゴンたいじ2  原 ゆたか  ポプラ社 913


