
公民館最新入荷図書（2月分）　　一般書：154冊　　児童書：30冊　　計 184冊　（2/1～2/28）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 中学受験 6年生の親がすべきこと 53の悩みにお答えします  安浪 京子  朝日学生新聞社 376

 ゲッターズ飯田の『五星三心占い』決定版  ゲッターズ飯田  朝日新聞出版 148

･  帰去来  大沢 在昌  朝日新聞出版 913

 歴史道 vol.1   朝日新聞出版 210

 歴史道 vol.2   朝日新聞出版 210

 災害からお金を守る   朝日新聞出版 369

 しょぼい起業で生きていく  えらいてんちょう  イースト・プレス 335

 「学びの公共空間」としての公民館 ――九条俳句訴訟が問いかけるもの  佐藤 一子  岩波書店 379

 日本の同時代小説  斎藤 美奈子  岩波書店 910

 ロードバイク即効上達本   枻出版社 786

 寿命の9割は「尿」で決まる  堀江 重郎  ＳＢクリエイティブ 494

 Photoshop & Illustratorデザインテクニック大全  楠田 諭史  ＳＢクリエイティブ 007

 医者の本音  中山 祐次郎  ＳＢクリエイティブ 490

 Illustrator しっかり入門 増補改訂 第２版 【CC完全対応】［Mac & Windows 対応］  高野 雅弘  ＳＢクリエイティブ 007

 読書する人だけがたどり着ける場所  齋藤 孝  ＳＢクリエイティブ 019

･  発現  阿部 智里  ＮＨＫ出版 913

 人と暮らしと、台所   ＮＨＫ出版 596

 寿命をのばしたかったら「便秘」を改善しなさい!  松生 恒夫  海竜社 493

 中学英語 生徒がどんどん話せるようになる!  即興スピーキング活動  胡子 美由紀  学陽書房 375

 だから私はメイクする 悪友たちの美意識調査  劇団雌猫  柏書房 596

 ナチュラルガーデニング2019   学研マーケティング 629

 家庭菜園でできる自然農法   学研マーケティング 626

･  木曜日の子ども  重松 清  角川グループパブリッシング 913

･  信長の原理  垣根 涼介  角川グループパブリッシング 913

 ブラタモリ〈1〉長崎 金沢 鎌倉  NHK「ブラタモリ」制作班  角川グループパブリッシング 291

 ブラタモリ〈2〉富士山 東京駅 真田丸スペシャル  NHK「ブラタモリ」制作班  角川グループパブリッシング 291

 ブラタモリ〈3〉函館 川越 奈良 仙台   角川グループパブリッシング 291

 ブラタモリ〈4〉松江 出雲 軽井沢 博多・福岡   角川グループパブリッシング 291

 ブラタモリ〈5〉札幌 小樽 日光 熱海 小田原   角川グループパブリッシング 291

 ブラタモリ〈6〉松山 道後温泉 沖縄 熊本   角川グループパブリッシング 291

 ブラタモリ〈7〉京都（嵐山・伏見）志摩 伊勢   角川グループパブリッシング 291

 ブラタモリ〈8〉横浜 横須賀 会津 会津磐梯山 高尾山   角川グループパブリッシング 291

 ブラタモリ〈9〉平泉 新潟 佐渡 広島 宮島   角川グループパブリッシング 291

 ブラタモリ〈10〉富士の樹海 富士山麓 大阪 大坂城 知床   角川グループパブリッシング 291

 ブラタモリ〈11〉初詣スペシャル成田山 目黒 浦安 水戸 香川   角川グループパブリッシング 291

 ブラタモリ〈12〉別府 神戸 奄美   角川グループパブリッシング 291

･  BURN〈上〉猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子  内藤 了  角川グループパブリッシング 913

･  BURN〈下〉猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子  内藤 了  角川グループパブリッシング 913

･  ゴールデン街コーリング  馳 星周  角川グループパブリッシング 913

･  麒麟児  冲方 丁  角川グループパブリッシング 913

･  つくもがみ笑います  畠中 恵  角川グループパブリッシング 913

･  指揮権発動  笹本 稜平  角川グループパブリッシング 913

･  宮廷神官物語〈5〉  榎田 ユウリ  角川グループパブリッシング 913

 しいたけ.の部屋 ドアの外から幸せな予感を呼び込もう  しいたけ.  角川グループパブリッシング 148

 新世界  西野 亮廣  角川グループパブリッシング 779

･  散歩するネコ ―れんげ荘物語  群 ようこ  角川春樹事務所 913

･  鴨ぱりぱり ―料理人季蔵捕物控  和田 はつ子  角川春樹事務所 913

･  しき  町屋 良平  河出書房新社 913

･  夢も見ずに眠った。  絲山 秋子  河出書房新社 913

 暮しの手帖別冊 『暮らしのヒント集5』   暮しの手帖社 590

 美肌をつくる酒粕BOOK  1日50gで肌コラーゲンがよみがえる!   芸文社 498

 もっと、やめてみた。  わたなべ ぽん  幻冬舎 590

 おつまみ便利帖  濱守 球維  幻冬舎 596

 本当に怖いのは、第三の脂肪  秋津 壽男  幻冬舎 493

 大阪的 「おもろいおばはん」は、こうしてつくられた  井上 章一  幻冬舎 361



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 大人体型の「きれい」を引き出す着こなしの作戦  窪田 千紘  講談社 589

 妻のトリセツ  黒川 伊保子  講談社 143

･  世にも奇妙な君物語  朝井 リョウ  講談社 913

･  完全無罪  大門 剛明  講談社 913

･  神の島のこどもたち  中脇 初枝  講談社 913

･  掟上今日子の推薦文  西尾 維新  講談社 913

･  ニムロッド【第160回芥川賞受賞】  上田 岳弘  講談社 913

･  スカーフェイスⅡデッドリミット ―警視庁特別捜査第三係・淵神律子  富樫 倫太郎  講談社 913

･  マーダーズ  長浦 京  講談社 913

 世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 経営における「アート」と「サイエンス」  山口 周  光文社 159

 認知症の人の心の中はどうなっているのか?  佐藤 眞一  光文社 493

･  動揺 ―聡四郎巡検譚〈3〉  上田 秀人  光文社 913

･  神のダイスを見上げて  知念 実希人  光文社 913

 日本一心を揺るがす新聞の社説4  水谷 もりひと  ごま書房新社 304

 一瞬で子どもの心をつかむ１５人の教師！  中野 敏治  ごま書房新社 370

･  思い出が消えないうちに  川口 俊和  サンマーク出版 913

 「胃のむくみ」をとると健康になる  今中 健二  サンマーク出版 490

 るるぶこどもとあそぼ！首都圏 '20   ＪＴＢパブリッシング 291

 気軽におでかけ！首都圏日帰り花景色12カ月   ＪＴＢパブリッシング 291

 名古屋 東海 北陸 絶景さんぽ   ＪＴＢパブリッシング 291

 学校の「当たり前」をやめた。 ― 生徒も教師も変わる!  公立名門中学校長の改革 ―  工藤 勇一  時事通信社 376

 おもてなし幻想 デジタル時代の顧客満足と収益の関係  マシュー・ディクソン  実業之日本社 675

･  ふたたび嗤う淑女  中山 七里  実業之日本社 913

･  まさかまさか ―よろず相談屋繁盛記  野口 卓  集英社 913

･  この恋は世界でいちばん美しい雨  宇山 佳佑  集英社 913

･  あなたの愛人の名前は  島本 理生  集英社 913

･  わるもん  須賀 ケイ  集英社 913

 光の量子コンピューター  古澤 明  集英社インターナショナル 007

 料理が苦痛だ  本多 理恵子  自由国民社 596

 皇室女子　“鏡”としてのロイヤル・ファミリー  香山 リカ  秀和システム 288

 やせ鍋   主婦の友社 596

･  新章　神様のカルテ  夏川 草介  小学館 913

･  ひと  小野寺 史宜  祥伝社 913

･  富山地方鉄道殺人事件  西村 京太郎  新潮社 913

 母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。  宮川 サトシ  新潮社 726

･  1R1分34秒【第160回芥川賞受賞】  町屋 良平  新潮社 913

 最新栄養医学でわかった!  ボケない人の最強の食事術  今野 裕之  青春出版社 493

 レクリエ 2019-3・4月 制作・ゲーム・運動 介護の現場で役立ちます!   世界文化社

 マンガでわかる 最速最短! 英語学習マップ  StudyHacker ENGLISH COMPANY  セブン＆アイ出版 830

 僕たちは、宇宙のことぜんぜんわからない この世で一番おもしろい宇宙入門  ジョージ・チャム  ダイヤモンド社 440

 一流の人はなぜ風邪をひかないのか? ――MBA医師が教える本当に正しい予
防と対策33

 裴 英洙  ダイヤモンド社 493

 物忘れ・認知症を撃退! 脳がよみがえる きくち体操  菊池 和子  宝島社 498

･  怪物の木こり【2019年・第17回「このミステリーがすごい! 大賞」大賞受賞作】  倉井 眉介  宝島社 913

 山崎元の“やってはいけない”資産運用 もう銀行・証券会社にだまされない!   宝島社 338

 樹木希林 120の遺言 ～死ぬときぐらい好きにさせてよ  樹木 希林  宝島社 778

 柴田元幸ベスト・エッセイ  柴田 元幸  筑摩書房 914

･  ベルリンは晴れているか  深緑 野分  筑摩書房 913

･  雪の階  奥泉 光  中央公論新社 913

･  歌舞伎町ゲノム  誉田 哲也  中央公論新社 913

 街間格差  牧野 知弘  中央公論新社 365

 日本人が勘違いしているカタカナ英語120  キャサリン・クラフト  中央公論新社 834

 タネと内臓‐有機野菜と腸内細菌が日本を変える  吉田 太郎  築地書館 615

 使えるフレーズがどんどん頭に入る! シミュレーション英会話  有子山 博美  デルタプラス 837

 小鍋でいろいろアヒージョ  田村 つぼみ  東京書店 596

･  秘密〈上〉  ケイト・モートン  東京創元社 933

･  秘密〈下〉  ケイト・モートン  東京創元社 933



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  カササギ殺人事件〈上〉  アンソニー・ホロヴィッツ  東京創元社 933

･  カササギ殺人事件〈下〉  アンソニー・ホロヴィッツ  東京創元社 933

 THE LAST GIRLーイスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語 ―  ナディア・ムラド  東洋館出版社 302

･  W県警の悲劇  葉真中 顕  徳間書店 913

･  スクエア ―横浜みなとみらい署暴対係  今野 敏  徳間書店 913

 年収3万円のお笑い芸人でも1億円つくれたお金の増やし方5.0  井村 俊哉  日経ＢＰ 591

 FACTFULNESS（ファクトフルネス）10の思い込みを乗り越え、データを基に世界
を正しく見る習慣

 ハンス・ロスリング  日経ＢＰ 002

 図解でわかる 改正相続法入門  碓井 孝介  日本加除出版 324

 白秋期 地図のない明日への旅立ち  五木 寛之  日本経済新聞出版社 914

 天才を殺す凡人 職場の人間関係に悩む、すべての人へ  北野 唯我  日本経済新聞出版社 159

 「王室」で読み解く世界史  宇山 卓栄  日本実業出版社 209

 いちばんていねいな、基本のデッサン  小椋 芳子  日本文芸社 725

･  大統領失踪〈上巻〉  ビル クリントン  早川書房 933

･  大統領失踪〈下巻〉  ビル クリントン  早川書房 933

 NO HARD WORK!： 無駄ゼロで結果を出すぼくらの働き方  ジェイソン フリード  早川書房 159

 ひふみの言葉  加藤 一二三  ＰＡＲＣＯ出版 796

･  らんちう  赤松 利市  双葉社 913

･  コヨーテの翼  五十嵐 貴久  双葉社 913

･  未だ行ならず〈上〉―空也十番勝負 青春篇  佐伯 泰英  双葉社 913

･  未だ行ならず〈下〉―空也十番勝負 青春篇  佐伯 泰英  双葉社 913

 「好き」を仕事にする働き方 東京下町のクリエイティブな起業   Ｂｏｏｋ＆Ｄｅｓｉｇｎ 335

 ねこあつめのフェルトマスコット  寺西 恵里子  ブティック社 594

 手ほどき七緒 大久保信子さんのきもの読本   プレジデント社 593

 古着女子   ぶんか社 589

 「本能寺の変」は変だ!  435年目の再審請求  明智 憲三郎  文芸社 210

 文藝春秋 2019年  2月号   文藝春秋 914

･  そして、バトンは渡された  瀬尾 まいこ  文藝春秋 913

･  平成くん、さようなら  古市 憲寿  文藝春秋 913

 泥沼スクリーン これまで観てきた映画のこと  春日 太一  文藝春秋 778

･  幽霊解放区  赤川 次郎  文藝春秋 913

･  跳ぶ男  青山 文平  文藝春秋 913

 THE MAGIC POCKET「ふしぎな ポケット」〈改訂版〉  まど・みちお  文藝春秋 911

 還暦着物日記  群 ようこ  文藝春秋 593

･  まつらひ  村山 由佳  文藝春秋 913

 ヴィオラ母さん 私を育てた破天荒な母・リョウコ  ヤマザキマリ  文藝春秋 726

 仏教抹殺 なぜ明治維新は寺院を破壊したのか  鵜飼 秀徳  文藝春秋 182

 うつ消しごはん ―タンパク質と鉄をたっぷり摂れば心と体はみるみる軽くなる!  藤川 徳美  方丈社 493

･  その話は今日はやめておきましょう  井上 荒野  毎日新聞社 913

 針と糸  小川 糸  毎日新聞社 914

 りえさん手帖 ホントにやせた編  西原 理恵子  毎日新聞社 726

 頑固なかゆみもアトピーも1分肌活で必ずよくなる  豊田 雅彦  三笠書房 494

 俳句でつかう季語の植物図鑑   山川出版社 911

 成功する音楽家の新習慣 ～練習・本番・身体の戦略的ガイド～  ジェラルド・クリックスタイン  ヤマハミュージックメディア 760



＜児童書＞ 4

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 ＮＨＫダーウィンが来た！　生きものクイズブック　進化のふしぎ編  ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ  ＮＨＫ出版 480

 ＮＨＫダーウィンが来た！　生きものクイズブック　からだのヒミツ編  ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ  ＮＨＫ出版 480

 ＮＨＫダーウィンが来た！　生きものクイズブック　行動のナゾ編  ＮＨＫ「ダーウィンが来た！」番組スタッフ  ＮＨＫ出版 480

 学校では教えてくれない大切なこと〈23〉文章がうまくなる  関 和之  旺文社 816

･  小公女セーラ  フランシス・ホジソン バーネット  学研マーケティング 933

･  家なき子  エクトール・アンリ マロ  学研マーケティング 963

･  王子とこじき  マーク トウェイン  学研マーケティング 933

･  海底二万マイル  ジュール ベルヌ  学研マーケティング 953

･  十二支のはじまり  岩崎 京子  教育画劇 913

 新 13歳のハローワーク  村上 龍  幻冬舎 366

 池上彰のはじめてのお金の教科書  池上 彰  幻冬舎 330

 絵でわかる なぜなぜ会話ルールブック： これでわかるコミュニケーションのなぞ  藤野 博  合同出版 361

 こども「折々のうた」１００：１０歳から読みたい日本詩歌の決定版！  大岡 信  小学館 911

 金栗四三  大谷 じろう  小学館 782

 ナージャの5つのがっこう  キリーロバ ナージャ  大日本図書 379

 ①助けを呼ぶ／火起こし   太郎次郎社エディタス 369

 ②安全な水／ナイフと道具   太郎次郎社エディタス 369

 ③シェルター／食べもの   太郎次郎社エディタス 369

 ④応急手当／チームワーク   太郎次郎社エディタス 269

･  未来少年コナン  アレグサンダー ケイ  徳間書店 933

･  パンダコパンダ  宮崎 駿  徳間書店 913

･  もののけ姫〈上〉  宮崎 駿  徳間書店 913

･  もののけ姫〈下〉  宮崎 駿  徳間書店 913

･  猫の恩返し  柊 あおい  徳間書店 913

･  ハウルの動く城  ダイアナ・ウィン・ジョーンズ  徳間書店 933

･  コクリコ坂から  宮崎 駿  徳間書店 913

･  風立ちぬ  宮崎 駿  徳間書店 913

･  おばあちゃんのわすれもの  森山 京  のら書店 913

･  ノラネコぐんだん アイスのくに  工藤 ノリコ  白泉社 913

･  かいけつゾロリ ロボット大さくせん  原 ゆたか  ポプラ社 913


