
公民館最新入荷図書（4～5月分）　　一般書：60冊　　児童書：13冊　　計 73冊　（4/1～5/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  キンモクセイ  今野 敏  朝日新聞出版 913

･  傲慢と善良  辻村 深月  朝日新聞出版 913

･  マジカルグランマ  柚木 麻子  朝日新聞出版 913

 池上彰が聞く韓国のホンネ  池上 彰  朝日新聞出版 302

･  ニワトリは一度だけ飛べる  重松 清  朝日新聞出版 913

 「あなた担当の神様」のみつけかた  真壁 辰郎  飛鳥新社 172

 寝る前1分の壁立ちで一生歩ける！  山本 江示子  アチーブメント出版 498

 身近なアレを数学で説明してみる 「なんでだろう？」が「そうなんだ！」に変わる  佐々木 淳  ＳＢクリエイティブ 410

 幸せになる 暮らしの道具の使い方。   ＮＨＫ出版 590

 おいしさ再発見　魅惑の日本茶   ＮＨＫ出版 596

･  予言の島  澤村 伊智  角川グループパブリッシング 913

･  みかんとひよどり  近藤 史恵  角川グループパブリッシング 913

 東大の先生！ 文系の私に超わかりやすく数学を教えてください！  西成 活裕  かんき出版 410

･  麦本三歩の好きなもの  住野 よる  幻冬舎 913

･  とめどなく囁く  桐野 夏生  幻冬舎 913

 チックタック 約束の時計台  にしの あきひろ  幻冬舎 726

 宇宙兄弟 17  小山 宙哉  講談社 726

 大量廃棄社会 アパレルとコンビニの不都合な真実  仲村 和代  光文社 519

･  金座： 鬼役〈26〉  坂岡 真  光文社 913

 自分で作る ありがとうファイル  財前 直見  光文社 324

 その子、発達障害ではありません IN-Childの奇跡  韓 昌完  さくら舎 378

･  口中医桂助事件帖 さくら坂の未来へ  和田 はつ子  小学館 913

 なぜ、いま小学校で外国語を学ぶのか  浅原 孝子  小学館 375

 まっぷる 家族でおでかけ 関東周辺   昭文社 291

 まっぷる おとなの旅と宿 神戸・有馬・淡路島   昭文社 291

･  ボダ子  赤松 利市  新潮社 913

･  同潤会代官山アパートメント  三上 延  新潮社 913

 レクリエ2019-5･6月　制作・ゲーム・運動 介護の現場で役立ちます！  世界文化社  世界文化社 369

 たった1枚の紙で「続かない」「やりたくない」「自信がない」がなくなる  大平 信孝  大和書房 159

 リンネル特別編集 太らない、わたしの習慣   宝島社 498

･  死にがいを求めて生きているの  朝井 リョウ  中央公論新社 913

･  シーソーモンスター  伊坂 幸太郎  中央公論新社 913

 教育激変 ―2020年、大学入試と学習指導要領大改革のゆくえ  池上 彰  中央公論新社 376

･  運転者 未来を変える過去からの使者  喜多川 泰  ディスカヴァー・トゥエンティワン 913

 宮中歌会始全歌集：歌がつむぐ平成の時代   東京書籍 911

 思春期コロシアム 決戦のゴング 開幕編  高野 優  東京新聞出版部（中日新聞東京本社） 379

 日本の365日を愛おしむ ―毎日が輝く生活暦―  本間 美加子  東邦出版 386

 ドリブルデザイン 日本サッカーを変える「99%抜けるドリブル理論」  岡部 将和  東洋館出版社 783

 最小の努力で「トップ内定」し「仕事力」も高める 就活テクニック大全  坂本 直文  東洋経済新報社 377

 そうだ 魔法使いになろう！ ： 望む豊かさを手に入れる  吉本ばなな  徳間書店 147

 未来経済都市 沖縄  安里 昌利  日本経済新聞出版社 332

 なぜ秀吉はバテレンを追放したのか ―世界遺産「潜伏キリシタン」の真実  三浦 小太郎  ハート出版 210

 親から始まるひきこもり回復 心理学が導く奇跡を起こす5つのプロセス  桝田 智彦  ハート出版 367

･  『迷路の外には何がある?』 ――『チーズはどこへ消えた？』その後の物語  スペンサー・ジョンソン  扶桑社 933

 100円グッズでもっとすてきなインテリア   扶桑社 597

･  転生 ―越境捜査―  笹本 稜平  双葉社 913

･  藁一本 ―藍染袴お匙帖〈12〉  藤原 緋沙子  双葉社 913

 イラストレーションで奏でる童謡・唱歌の道づれ  松田 抱空  文芸社 767

･  おまえの罪を自白しろ  真保 裕一  文藝春秋 913

 ドナルド・キーンのオペラへようこそ！ われらが人生の歓び  ドナルド キーン  文藝春秋 766

･  フィデル誕生 ポーラースター3  海堂 尊  文藝春秋 913

 文藝春秋 2019年 04 月号 [雑誌]   文藝春秋 914

 文藝春秋 2019年 05 月号 [雑誌]   文藝春秋 914

 妙手に俗手、駒余りもあり！ 実戦詰め筋事典  本間 博  マイナビ 796

 一手ずつ解説！ 碁の感覚がわかる棋譜並べ上達法  大橋 成哉  マイナビ 795



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 キラッキラの君になるために ビリギャル真実の物語  小林さやか  マガジンハウス 916

 1分で決まる！ 志麻さんの献立の作り方  志麻  マガジンハウス 596

 保育士てぃ先生のつぶやき日誌 きょう、ほいくえんでね…！！  てぃ先生  マガジンハウス 376

 人生うまくいく人の感情リセット術  樺沢 紫苑  三笠書房 498

 大きくなぁれ！ ―子どもたちのほっこりエピソード集―  こつばん  ワニブックス 376

＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 10才までに覚えておきたい ぴったりことばさがしブック  福田 尚弘 813

 もぐらはすごい  アヤ井 アキコ  アリス館 489

 日本の米づくり (1) お米って、なんだろう？  根本 博  岩崎書店 616

 日本の米づくり (2) 日本各地の米づくり  根本 博  岩崎書店 616

 日本の米づくり (3) イネ・米・田んぼの歴史  常松 浩史  岩崎書店 616

 日本の米づくり (4) お米の研究最前線 付録：世界の米づくり  根本 博  岩崎書店 616

･  こんな子きらいかな？ (3) やましたくんはしゃべらない  山下 賢二  岩崎書店 913

･  鹿の王 水底の橋  上橋 菜穂子  角川グループパブリッシング 913

 しゅつどう！ しょうぼうたい  鎌田 歩  金の星社 317

･  ぼくはなきました： 学校がもっと好きになるシリーズ4  くすのきしげのり  東洋館出版社 913

 やさいのせなか  きうち かつ  福音館書店 626

 くだもの なんだ  きうち かつ  福音館書店 625

 超超超超超超超超超超超超超超超超超超 むずかしすぎる まちがいさがし  むずかしすぎる まちがいさがし制作委員会  ワニブックス 798


