
公民館最新入荷図書（12月分）　　一般書：50冊　　児童書：9冊　　計 59冊　（12/1～12/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 貧困脱出マニュアル  タカ 大丸  飛鳥新社 159

 つくろうよ！ アンビグラム  野村 一晟  飛鳥新社 727

 才能の正体  坪田 信貴  幻冬舎 141

 自分を好きになりたい。 自己肯定感を上げるためにやってみたこと  わたなべ ぽん  幻冬舎 146

･  明日はきっと楽になる！  狩俣 和沙  幻冬舎 913

 こんにちは、民生委員です。  鶴石 悠紀  幻冬舎 369

･  どんまい  重松 清  講談社 913

･  すぐ死ぬんだから  内館 牧子  講談社 913

･  雑賀のいくさ姫  天野 純希  講談社 913

･  幻影城市  柳 広司  講談社 913

･  エムエス ―継続捜査ゼミ2  今野 敏  講談社 913

･  草々不一  朝井 まかて  講談社 913

 誰かを幸せにするために ―大人の流儀〈8〉  伊集院 静  講談社 914

･  ルージュ ―硝子の太陽  誉田 哲也  光文社 913

･  姫の一分 ―若鷹武芸帖  岡本 さとる  光文社 913

 ボケないレシピ  麻生 れいみ  光文社 498

 “介護後”うつ 「透明な箱」脱出までの13年間  安藤 和津  光文社 916

 60歳からの「届け出」だけでもらえるお金   三才ブックス 364

･  フーガはユーガ  伊坂 幸太郎  実業之日本社 913

 間違いだらけの大人のおしゃれ ―老けてる場合じゃないでしょ？  横森 美奈子  集英社インターナショナル 589

 NHKガッテン！  健康プレミアム・プラス vol.15   主婦と生活社 498

 予約のとれない料理教室 ライクライクキッチン「おいしい！」の作り方  小堀 紀代美  主婦の友社 596

 美味サライ ―「日本ワイン」を究める  小学館  小学館 588

 名探偵コナン　９５  青山 剛昌  小学館 726

･  東京輪舞  月村 了衛  小学館 913

･  春は始まりのうた マイ・ディア・ポリスマン  小路 幸也  祥伝社 913

･  いざ帰りなん ―新・古着屋総兵衛〈17〉  佐伯 泰英  新潮社 913

 七〇歳年下の君たちへ ―こころが挫けそうになった日に  五木 寛之  新潮社 914

･  野の春 ―流転の海〈第9部〉  宮本 輝  新潮社 913

･  二十五年後の読書  乙川 優三郎  新潮社 913

 心に折り合いをつけて うまいことやる習慣  中村 恒子  すばる舎 159

 レクリエ　２０１９－１・２月　制作・ゲーム・運動　介護の現場で役立ちます！   世界文化社

･  スマホを落としただけなのに  志駕 晃  宝島社 913

 情報生産者になる  上野 千鶴子  筑摩書房 002

 よみきかせのきほん ―保育園・幼稚園・学校での実践ガイド   東京子ども図書館 019

･  探偵は教室にいない  川澄 浩平  東京創元社 913

 巻き肩は治る！  小池 義孝  東邦出版 498

 すいません、ほぼ日の経営。  川島 蓉子  日経ＢＰ 007

 たっきーママの混ぜて入れるだけのかんたん可愛いスイーツの本  奥田 和美  扶桑社 596

 世界でたったひとりの自分を大切にする 聖心会シスターが贈る大きな愛のことば  鈴木 秀子  文響社 159

 文藝春秋 2018年12月号   文藝春秋 914

･  熱帯  森見 登美彦  文藝春秋 913

･  彼女は頭が悪いから  姫野 カオルコ  文藝春秋 913

･  昨日がなければ明日もない  宮部 みゆき  文藝春秋 913

･  ラストライン  堂場 瞬一  文藝春秋 913

 保育で使えるこどものうた230曲！ 季節行事で使おう！ 編   リットーミュージック 767

 僕の好きな車  横山 剣  リットーミュージック 537

 西村式 最高の入れ歯の作り方  西村 雅興  ロングセラーズ 497

 リタイアライフが10倍楽しくなる定年デジタル  吉越 浩一郎  ワニブックス 694

 ぼくたちは習慣で、できている。  佐々木 典士  ワニブックス 159
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＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  まいにちがプレゼント  いもと ようこ  金の星社 913

･  おいも！  石津 ちひろ  小峰書店 913

 あなただけの人生をどう生きるか  渡辺 和子  筑摩書房 498

 4つのたからもの ぼくのわたしのちばしじまん  千葉市千葉市教育委員会  千葉日報社 291

･  もいもい  市原 淳  ディスカヴァー・トゥエンティワン 913

 くろくんとちいさいしろくん  なかや みわ  童心社 007

･  お正月  桂 文我  ビーエル出版 913

 失敗図鑑 すごい人ほどダメだった！  大野 正人  文響社 588

 おしりたんてい ププッ ゆきやまの しろい かいぶつ！？  トロル  ポプラ社 798


