
公民館最新入荷図書（H31年3月分）　　一般書：119冊　　児童書：19冊　　計 138冊　（3/1～3/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 誰のために法は生まれた  木庭 顕  朝日出版社 320

･  ピーク  堂場 瞬一  朝日新聞出版 913

･  あちらにいる鬼  井上 荒野  朝日新聞出版 913

･  明治・金色キタン  畠中 恵  朝日新聞出版 913

 ひとりメシの極意  東海林 さだお  朝日新聞出版 596

 負動産時代 ―マイナス価格となる家と土地  朝日新聞取材班  朝日新聞出版 365

 絶望名言 ―NHKラジオ深夜便  頭木弘樹  飛鳥新社 902

 漂流児童  石井 光太  潮出版社 369

 想定外の人体解剖学   枻出版社 491

 ビッグ・クエスチョン ―〈人類の難問〉に答えよう  スティーヴン・ホーキング  ＮＨＫ出版 440

 願いを叶える！ 古今東西、すごい御朱印だけ集めました。   笠倉出版社 186

 心と身体の疲れに効く最高の食事術   笠倉出版社 498

･  メゾン・ド・ポリス ―退職刑事のシェアハウス  加藤 実秋  角川グループパブリッシング 913

･  父と私の桜尾通り商店街  今村 夏子  角川グループパブリッシング 913

･  不治 ―表御番医師診療禄〈13〉  上田 秀人  角川グループパブリッシング 913

 大丈夫、君は可愛いから。君は絶対、幸せになれるから。  yuzuka  角川グループパブリッシング 141

･  童の神  今村 翔吾  角川春樹事務所 913

･  あったかけんちん汁 ―居酒屋ぜんや  坂井 希久子  角川春樹事務所 913

 総特集 森見登美彦： 作家は机上で冒険する！   河出書房新社 910

 英単語の語源図鑑  清水 建二  かんき出版 834

 祖父母学 ―5つの心得と32の視点で考える孫とのかかわり  大森 弘  グッドブックス 379

･  オーディションから逃げられない  桂 望実  幻冬舎 913

 宇宙兄弟  1～34 （※第17巻は4月入荷）  小山 宙哉  講談社 726

 選ばれる女におなりなさい ―デヴィ夫人の婚活論  ラトナ・サリ・デヴィ・スカルノ  講談社 152

･  スイート・マイホーム  神津 凛子  講談社 913

 目の見えない人は世界をどう見ているのか  伊藤 亜紗  光文社 369

･  店長がいっぱい  山本 幸久  光文社 913

･  夢を釣る ―吉原裏同心抄〈5〉  佐伯 泰英  光文社 913

 字幕屋のホンネ  太田 直子  光文社 801

･  平場の月  朝倉 かすみ  光文社 913

 薬に頼らず病気に克つ最強の食事術 ――熊本地震で被災者を救った酵素玄
米食のチカラ

 高浜 はま子  コスモトゥーワン 498

 るるぶ ギリシア エーゲ海   ＪＴＢパブリッシング 293

 るるぶ インド   ＪＴＢパブリッシング 292

 るるぶ エジプト   ＪＴＢパブリッシング 294

 るるぶ ニュージーランド   ＪＴＢパブリッシング 297

 るるぶ パリ   ＪＴＢパブリッシング 293

 るるぶ 秩父 長瀞 奥多摩 高尾山   ＪＴＢパブリッシング 291

 るるぶ オーストラリア   ＪＴＢパブリッシング 297

 るるぶ 高野山   ＪＴＢパブリッシング 291

 るるぶ せとうち島旅 しまなみ海道   ＪＴＢパブリッシング 291

 るるぶ レゴランドR・ジャパン・リゾート   ＪＴＢパブリッシング 689

 わかりやすさの罠 ―池上流「知る力」の鍛え方  池上 彰  集英社 002

･  星に願いを、そして手を。  青羽 悠  集英社 913

･  真実の航跡  伊東 潤  集英社 913

 血管がぐんぐん若返る！！ 豆乳オリーブオイル  小山 浩子  集英社インターナショナル 498

 暮らしのおへそ　Vol.27   主婦と生活社 590

 一生使えるおさいほうの基本  ミカ*ユカ  主婦の友社 594

 世界一親切な12カ月おやつ  藤原 美樹  主婦の友社 596

 天皇メッセージ  矢部 宏治  小学館 288

･  小説「映画 ドラえもん のび太の月面探査記」  藤子・F・ 不二雄  小学館 913

･  てらこや青義堂 師匠、走る  今村 翔吾  小学館 913

 旅する天皇 ―平成30年間の旅の記録と秘話  竹内 正浩  小学館 288

･  縁の川　―風の市兵衛〈2〉  辻堂 魁  祥伝社 913

･  汝よさらば ―浮世絵宗次日月抄〈2〉  門田 泰明  祥伝社 913

 まっぷる ロンドン・イギリス   昭文社 293



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 まっぷる 滋賀・びわ湖 長浜・彦根・大津 '20   昭文社 291

･  火のないところに煙は  芦沢 央  新潮社 913

･  エリザベスの友達  村田 喜代子  新潮社 913

･  ノースライト  横山 秀夫  新潮社 913

 四つだたみ編みで作る クラフトバンドの和モダンなバッグとかご： 作って、見せ
て、持ち歩きたい作品が30点

 松田 裕美  誠文堂新光社 754

 骨粗鬆症は骨強化すれば防げる！治せる！  犬山 康子  総合科学出版 493

 利用者の思いにこたえる　介護のことばづかい  遠藤 織枝  大修館書店 369

 子どもが幸せになることば  田中 茂樹  ダイヤモンド社 379

 思いつきで世界は進む  橋本 治  筑摩書房 304

･  続 横道世之介  吉田 修一  中央公論新社 913

･  魔眼の匣の殺人  今村 昌弘  東京創元社 913

 すぐ読める！ すぐ話せる！ 文字から身につく 韓国語単語集  石田 美智代  永岡書店 829

 ミドリ薬品漢方堂のまいにち漢方 ―体と心をいたわる365のコツ  櫻井 大典  ナツメ社 490

 なんで、その価格で売れちゃうの？ ―行動経済学でわかる「値づけの科学」  永井 孝尚  ＰＨＰ研究所 675

 年金だけでも暮らせます  荻原 博子  ＰＨＰ研究所 591

 syunkonカフェ どこにでもある素材でだれでもできるレシピを一冊にまとめた「作
る気になる」本

 山本 ゆり  扶桑社 596

 魔法のつっぱり棒でお部屋が変わる  竹内 香予子  扶桑社 597

･  姑の遺品整理は、迷惑です  垣谷 美雨  双葉社 913

･  隠居の初恋 ―新・知らぬが半兵衛手控帖〈7〉  藤井 邦夫  双葉社 913

･  ひゃっか！  全国高校生花いけバトル  今村 翔吾  文響社 913

 文藝春秋 2019年 03 月号 [雑誌]   文藝春秋 914

･  かわたれどき  畠中 恵  文藝春秋 913

 極夜行前  角幡 唯介  文藝春秋 297

･  陰陽師 女蛇ノ巻  夢枕 獏  文藝春秋 913

 一切なりゆき ～樹木希林のことば～  樹木 希林  文藝春秋 778

 承久の乱 日本史のターニングポイント  本郷 和人  文藝春秋 210

 南極ではたらく：かあちゃん、調理隊員になる  渡貫 淳子  平凡社 297

 初めてママ&パパのための365日の離乳食カレンダー   ベネッセコーポレーション 599

･  不死鳥少年 ―アンディ・タケシの東京大空襲  石田 衣良  毎日新聞社 913

 志麻さんの何度でも食べたい極上レシピ  志麻  マガジンハウス 596

 心と住まいが整う「家事時間」  井田 典子  マガジンハウス 590

 至福のどんぶりレシピ ―10分でいただきます。飲める！ 天津飯から火を使わな
いどんぶりまで、気分で選べる100レシピ

 今井 亮  リットーミュージック 596

＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  みえるとか  みえないとか  ヨシタケシンスケ  アリス館 913

 マンガでよくわかる将棋入門   大泉書店 796

･  オズのまほうつかい  ライマン・フランク ボーム  学研マーケティング 933

 どっちが強い！？ クラゲvsデンキウナギ 水中ビリビリ対決  ジノ  角川グループパブリッシング 483

･  おにぎりに はいりたいやつ よっといで  岡田 よしたか  佼成出版社 913

 ありちゃん あいうえお ―かこさとしの71音  かこ さとし  講談社 911

 るるぶ 地図でよくわかる 都道府県大百科   ＪＴＢパブリッシング 291

･  耳をすませば  柊 あおい  徳間書店 913

 わたしは女の子だから ―世界を変える夢をあきらめない子どもたち  ローズマリー マカーニー  西村書店 367

 よのなかルールブック　―メシが食える大人になる！   日本図書センター 159

･  ウインナさん  YUMOCAM (ゆもきゃん)  白泉社 913

 侵略！外来いきもの図鑑 ―もてあそばれた者たちの逆襲  ウラケン・ボルボックス  ＰＡＲＣＯ出版 481

･  おしっこちょっぴりもれたろう  ヨシタケ シンスケ  ＰＨＰ研究所 913

 こんやのおかず  ピーマンみもと  雲母書房

 紙芝居／おおきくおおきくおおきくなあれ  まつい のりこ  童心社

 紙芝居／あわてない あわてない  仲川 道子  童心社

 紙芝居／おばけのゆきがっせん  おおたか 蓮  童心社

 紙芝居／まめまき まかせて！  苅田 澄子  童心社

 紙芝居／おむすびくん  とよた かずひこ  童心社


