
公民館最新入荷図書（6月分）　　一般書：児童書：72冊　　児童書：17冊　　計 89冊　（6/1～6/30）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 眠っているがんを起こしてはいけない。  近藤誠  飛鳥新社 494

 すべては救済のために ――デニ・ムクウェゲ自伝  デニ・ムクウェゲ  あすなろ書房 289

 できるWord & Excel 2019　Office 2019/Office 365両対応 （無料電話サポート付）  田中亘  インプレス 007

･  死を招く盗作　イヴ&ローク47  J・D・ロブ  ヴィレッジブックス 933

 はじめてママも安心！ 子ども大満足！ 園児べんとうBEST260  阪下 千恵  枻出版社 596

 Windows 10完全ガイド　基本操作+疑問・困った解決+便利ワザ 改訂2版  井上 香緒里  ＳＢクリエイティブ 007

 離れたくても離れられないあの人からの「攻撃」がなくなる本  Joe  ＳＢクリエイティブ 361

･  行きたくない  加藤 シゲアキ  角川グループパブリッシング 913

･  影の斜塔 警視庁文書捜査官  麻見 和史  角川グループパブリッシング 913

 いま持っている株は手放しなさい！  塚澤 健二  角川グループパブリッシング 330

 交通事故で頭を強打したらどうなるか？  大和 ハジメ  角川グループパブリッシング 916

･  金の記憶 ―日雇い浪人生活録〈7〉  上田秀人  角川春樹事務所 913

･  ポルシェ太郎  羽田 圭介  河出書房新社 913

 介護の流儀 ―人生の大仕事をやりきるために  曾野 綾子  河出書房新社 914

 人を操る禁断の文章術  メンタリストDaiGo  かんき出版 816

 博物館資料取扱いガイドブック ―文化財、美術品等梱包・輸送の手引き ―<改
訂版>

  ぎょうせい 069

 ぬちまーすの力  高安 正勝  幻冬舎 498

 ゴルフは名言でうまくなる  岡上 貞夫  幻冬舎 783

 古いのに新しい！ リノベーション名建築の旅  常松 祐介  講談社 523

 死にゆく人の心に寄りそう　医療と宗教の間のケア  玉置妙憂  光文社 490

 世界の危険思想 悪いやつらの頭の中  丸山 ゴンザレス  光文社 368

･  本所の女 ―夜叉萬同心  辻堂 魁  光文社 913

･  父の海 ―若鷹武芸帖  岡本 さとる  光文社 913

 嫌われずに人を動かす すごい叱り方  田辺晃  光文社 336

 #ひとりじめ飯  細川 芙美  光文社 596

 一字違いの語彙力 ―肝に命じる？肝に銘じる？弱冠？若冠？  山口 謠司  さくら舎 810

 “全国のおいしいもの”をカンタン再現！ おうちで旅レシピ  渡部 和泉  ＪＴＢパブリッシング 596

 アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」  中川 裕  集英社 382

 天井のない監獄 ガザの声を聴け！  清田 明宏  集英社 302

･  アタラクシア  金原 ひとみ  集英社 913

 ちいさなあなたへ  アリソン・マギー  主婦の友社 726

 ヒマラヤに学校をつくる ？カネなしコネなしの僕と、見捨てられた子どもたちの挑戦  吉岡大祐  旬報社 372

 あぶない！ 聞こえの悪さがボケの始まり： 「耳」を知る、治す、鍛える  坂田 英明  小学館 496

 きみまろ「夫婦川柳」傑作選： 決定版！〈3〉   小学館 911

･  突きの鬼一　赤蜻  鈴木 英治  小学館 913

･  悪魔のトリック  青柳碧人  祥伝社 913

 レンタルなんもしない人のなんもしなかった話  レンタルなんもしない人  晶文社 916

 脳のため光を浴びよ肉を食べよう  和田 秀樹  新講社 498

･  日の昇る国へ ―新・古着屋総兵衛〈18〉  佐伯 泰英  新潮社 913

･  月まで三キロ  伊与原 新  新潮社 913

 孤独の意味も、女であることの味わいも  三浦 瑠麗  新潮社 914

 本当の翻訳の話をしよう   スイッチ・パブリッシング 801

 できる大人の教養 1秒で読む漢字   青春出版社 811

 レクリエ　２０１９年７・８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

 育てて楽しむタケ・ササ 手入れのコツ  内村 悦三  創森社 629

･  ノーサイド・ゲーム  池井戸 潤  ダイヤモンド社 913

･  蒼色の大地  薬丸 岳  中央公論新社 913

･  つみびと  山田 詠美  中央公論新社 913

 にっぽん醤油蔵めぐり  高橋 万太郎  東海教育研究所 588

 『お金持ち列車』の乗り方 すべての幸せを手に入れる「切符」をあなたへ  末岡よしのり  東邦出版 159

 お年寄りとコミュニケーションが深まる！ 楽しく盛り上がるレクリエーション100   ナツメ社 369

 一生劣化せず今すぐ若返る 整筋・顔体大全  村木 宏衣  日経ＢＰ 596

 タケノコ ―栽培・加工から竹材活用まで  野中 重之  農山漁村文化協会 657

 竹 徹底活用術 ―荒れた竹林を宝に変える！   農山漁村文化協会 653

･  ヒッキーヒッキーシェイク  津原 泰水  早川書房 913



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 「あの人とうまく話せない」がなくなる本  石原加受子  ＰＨＰ研究所 361

･  十津川警部 スーパー北斗殺人事件  西村 京太郎  双葉社 913

･  アンサーゲーム  五十嵐 貴久  双葉社 913

 歩き続ける力  三浦 雄一郎  双葉社 498

 週刊誌記者が本気で追いかけた「本当かもしれない都市伝説」  ミステリー特別取材班  双葉社 388

･  囲米の罠 ―おれは一万石〈8〉  千野 隆司  双葉社 913

 主婦のミシン おもしろい仕掛けの布こもの  主婦のミシン  ブティック社 594

 PIXAR <ピクサー> 世界一のアニメーション企業の今まで語られなかったお金の話  ローレンス・レビー  文響社 778

 会話は、とぎれていい ―愛される48のヒント  加藤綾子  文響社 361

･  若葉の頃に  長田　黎  文芸社 913

 文藝春秋 2019年 06 月号 [雑誌]   文藝春秋 914

 選べなかった命 出生前診断の誤診で生まれた子  河合 香織  文藝春秋 495

･  百花  川村 元気  文藝春秋 913

 おやつが好き  坂木 司  文藝春秋 914

 天才と発達障害  岩波 明  文藝春秋 493

 おサボり筋トレ  森谷 敏夫  毎日新聞社 780

 定本 柳宗民の雑草ノオト 夏  柳 宗民  毎日新聞社 470

＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  スタンリーとちいさな火星人  サイモン・ジェームズ  あすなろ書房 933

･  ザ・ヘイト・ユー・ギヴ あなたがくれた憎しみ  アンジー・トーマス  岩崎書店 933

･  ある晴れた夏の朝  小手鞠 るい  偕成社 913

 しょうがっこうがだいすき  うい  学研マーケティング 376

･  心ってどこにあるのでしょう？  こんの ひとみ  金の星社 913

･  ぼくとニケ  片川 優子  講談社 913

 星の旅人 ―伊能忠敬と伝説の怪魚  小前 亮  小峰書店 289

･  子ぶたのトリュフ  ヘレン ピータース  さ・え・ら書房 933

 そうだったのか！ しゅんかん図鑑  伊知地 国夫  小学館 746

･  魔女ののろいアメ  草野 あきこ  ＰＨＰ研究所 913

･  かべのむこうになにがある？  ブリッタ・テッケントラップ  ビーエル出版 933

･  サイド・トラック ―走るのニガテなぼくのランニング日記  ダイアナ・ハーモン アシャー  評論社 933

 もうひとつの屋久島から ―世界遺産の森が伝えたいこと  武田 剛  フレーベル館 291

･  マザンナの風にのせて  ロイス セパバーン  文研出版 933

･  かみさまにあいたい  当原 珠樹  ポプラ社 913

 季節のごちそうハチごはん  横塚 眞己人  ほるぷ出版 383

･  この川のむこうに君がいる  濱野京子  理論社 913


