
公民館最新入荷図書（1月分）　　一般書：66冊　　児童書：16冊　　計 82冊　（1/1～1/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 クロスステッチで楽しむ　メルヘンハウス刺しゅう　【パターン＆立体ハウス】   朝日新聞出版 594

 ことば検定【語彙】編   朝日新聞出版 810

 ことば検定【漢字】編   朝日新聞出版 810

 県民バズごはん  リュウジ  飛鳥新社 596

 実例でよくわかる！ 人が集まるチラシの作り方  坂田 静香  家の光協会 379

 1冊3分で読めて、99%忘れない読書術 瞬読  山中 恵美子  ＳＢクリエイティブ 019

 クラシックの時間ですよ！  青島 広志  学研マーケティング 762

･  夜汐  東山 彰良  角川グループパブリッシング 913

･  介護士K  久坂部 羊  角川グループパブリッシング 913

･  それでも空は青い  荻原 浩  角川グループパブリッシング 913

 知りたくないではすまされない ―ニュースの裏側を見抜くためにこれだけは学ん
でおきたいこと

 江崎 道朗  角川グループパブリッシング 319

 おひとりさま専用Walker2019 これは、ひとりで読んでください。 ウォーカームック   角川グループパブリッシング 365

 日本国紀 ―私たちは何者なのか―。  百田 尚樹  幻冬舎 210

 メモの魔力 ―The Magic of Memos  前田 裕二  幻冬舎 002

･  1968 三億円事件  日本推理作家協会･編  幻冬舎 913

･  怪盗鼠推参〈3〉  稲葉 稔  幻冬舎 913

･  成就 ―孫連れ侍裏稼業  鳥羽 亮  幻冬舎 913

･  献灯使  多和田 葉子  講談社 913

･  烙印〈上〉  パトリシア・コーンウェル  講談社 933

･  烙印〈下〉  パトリシア・コーンウェル  講談社 933

 秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日本  J・ウォーリー・ヒギンズ  光文社 210

 自炊力 ―料理以前の食生活改善スキル  白央 篤司  光文社 596

･  引導 ―鬼役〈25〉  坂岡 真  光文社 913

 見る力も脳も10歳若返る！！ ビジョントレーニング  飯田 覚士  コスミック出版 491

 古本屋台  Q.B.B.  集英社 726

･  芙蓉の干城  松井 今朝子  集英社 913

 われは歌えどもやぶれかぶれ  椎名 誠  集英社 914

･  本と鍵の季節  米澤 穂信  集英社 913

 空をゆく巨人  川内 有緒  集英社 702

 健康マニア、何が楽しい ―体にいいことばかりやってて疲れない?  新見 正則  集英社 498

 自分に自信が持てる！ ボイトレ 声を磨けば、人生が変わる  ミニー・P  集英社インターナショナル 809

･  南の国のカンヤダ  鈴木 敏夫  小学館 913

 蒼い空へ ―夫・西城秀樹との18年  木本 美紀  小学館 767

 定年後も安心！  桐谷さんの株主優待生活 50歳から始めてこれだけおトク  桐谷 広人  祥伝社 338

 山崎豊子読本   新潮社 910

･  おおあたり ―しゃばけシリーズ〈15〉  畠中 恵  新潮社 913

 冥界からの電話  佐藤 愛子  新潮社 147

 おそうじ＆お洗濯大百科2019   晋遊舎 597

 人事と採用のセオリー 成長企業に共通する組織運営の原理と原則  曽和 利光  ソシム 336

 このミステリーがすごい！ 2019年版   宝島社 901

 ヤギと暮らす ―田舎暮らしの相棒に！   地球丸 645

 JALの奇跡  大田 嘉仁  致知出版社 687

 ホスピタル、徂ったり徠たり ―荻生徂徠が夢みた、理想郷  山田 道幸  千葉日報社 914

 日本のことわざを心に刻む ―処世術が身につく言い伝え ―  岩男 忠幸  東邦出版 159

 ワンダーニット もっと楽しむ棒針編み   日本ヴォーグ社 594

 斉藤謠子の手のひらのたからもの  斉藤 謠子  日本ヴォーグ社 594

･  愉楽にて  林 真理子  日本経済新聞出版社 913

 フリーランス&“複”業で働く！ 完全ガイド   日本経済新聞出版社 335

 カミキィの季節のおりがみ  カミキィ  日本文芸社 754

 冬ぴあ 首都圏版   ぴあ 291

 自分で直せば断然お得！ 身のまわりの修理の教科書   ＰＨＰ研究所 597

 オシャレな人って思われたい！  峰 なゆか  扶桑社 589

 1日でできる簡単おせちと、いつでも役立つおもてなし  小林 まさみ  扶桑社 596

 学校へ行けない僕と9人の先生  棚園 正一  双葉社 726

 ニットで奏でるエクローグ フェアアイルの技法で編むウェアと小物  嶋田 俊之  文化出版局 594



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名
 45歳からは「眠り方」を変えなさい ―闘うビジネスマンの脳と体を最高レベルにす
る方法

 田中 俊一  文響社 498

 休日が楽しみになる昼ごはん  小田 真規子  文響社 596

 文藝春秋 2019年  1月号   文藝春秋 914

･  静おばあちゃんと要介護探偵  中山 七里  文藝春秋 913

･  居眠り磐音 ―奈緒と磐音  佐伯 泰英  文藝春秋 913

 バンバン話すための瞬間英作文「基本動詞」トレーニング CD BOOK  森沢 洋介  ベレ出版 837

 わるい食べもの  千早 茜  ホーム社 914

 スマホを使ってみよう！〈クロワッサン特別編集〉   マガジンハウス 694

 山棲みまんだら  山本 素石  山と溪谷社 914

 毎日耳トレ！ ～1ヵ月で集中脳・記憶脳を鍛える～【CD付】  小松 正史  ヤマハミュージックメディア 491

 こどもをぐんぐん伸ばす「将棋思考」 ―「負けました」が心を強くする―  高野 秀行  ワニブックス 796

＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 きかいのしくみ図鑑   学研マーケティング 530

 えいごえほん百科 スタート   講談社 830

･  よるの ともだち  いわむら かずお  至光社 913

･  ゆきのひはあついあつい  いわむら かずお  至光社 913

･  まっかなせーたー  岩村 和朗  至光社 913

･  もう はるですね  いわむら かずお  至光社 913

･  もりのあかちゃん  いわむら かずお  至光社 913

･  ゆうだちのともだち  いわむら かずお  至光社 913

 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 〈映画オリジナル脚本版〉  J.K.ローリング  静山社 932

 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 〈映画オリジナル脚本版〉  J.K.ローリング  静山社 932

 おしゃれにグレイヘア 染めない選択で美しく!   世界文化社 595

･  14ひきのひっこし  いわむら かずお  童心社 913

･  14ひきのやまいも  いわむら かずお  童心社 913

･  14ひきのせんたく  いわむら かずお  童心社 913

･  14ひきのかぼちゃ  いわむら かずお  童心社 913

 かるた大会で大活躍！ 「百人一首」 必勝のポイント50   メイツ出版 798


