
公民館最新入荷図書（7～8月分）　　一般書：児童書：68冊　　児童書：12冊　　計 80冊　（7/1～8/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  むらさきのスカートの女 【第161回 芥川賞受賞作】  今村 夏子  朝日新聞出版 913

 清潔な暮らしは1枚のタオルからはじまる 年をかさねて しあわせになる手帖  新津 春子  朝日新聞出版 597

 家庭でつくる和食教本 いつもの料理が感動のおいしさに  西芝 一幸  朝日新聞出版 596

 美しい文字で伝えたい 手紙のことばと文字LESSON  神谷 慎軒  朝日新聞出版 728

 県民性マンガ うちのトコでは６  もぐら  飛鳥新社 361

 はがきの名文コンクール 第4回優秀作品集  齋藤 孝  ＮＨＫ出版 816

･  クジラアタマの王様  伊坂 幸太郎  ＮＨＫ出版 913

 プラスチック・フリー生活　―今すぐできる小さな革命  シャンタル・プラモンドン  ＮＨＫ出版 519

 コケはなぜに美しい  大石 善隆  ＮＨＫ出版 475

･  笑え、シャイロック  中山 七里  角川グループパブリッシング 913

･  検事の信義  柚月 裕子  角川グループパブリッシング 913

･  まことの華姫  畠中 恵  角川グループパブリッシング 913

 くり返し作りたい「時短おかず」がギュッと一冊に！   角川グループパブリッシング 596

 いま、ここで輝く。 ～超進学校を飛び出したカリスマ教師「イモニイ」と奇跡の教室  おおたとしまさ  健康ジャーナル社 370

･  恋女房 ―飛猿彦次人情噺  鳥羽 亮  幻冬舎 913

 年齢は捨てなさい  下重 暁子  幻冬舎 159

 ちはやふる　３９  末次 由紀  講談社 726

 ちはやふる　４０  末次 由紀  講談社 726

･  希望の糸  東野 圭吾  講談社 913

 続 昭和の怪物 七つの謎  保阪 正康  講談社 281

･  亥子ころころ  西條 奈加  講談社 913

･  旧友再会  重松 清  講談社 913

 残業学 明日からどう働くか、どう働いてもらうのか？  中原 淳  光文社 366

･  同胞の契り ―人情同心 神鳴り源蔵  小杉 健治  光文社 913

･  春淡し ―吉原裏同心抄〈6〉  佐伯 泰英  光文社 913

 力尽きレシピ  犬飼 つな  光文社 596

 パラスポーツマガジン Vol.5   実業之日本社 780

 日本人は「やめる練習」がたりてない  野本 響子  集英社 302

･  生のみ生のままで〈上〉  綿矢 りさ  集英社 913

･  生のみ生のままで〈下〉  綿矢 りさ  集英社 913

･  カム・ギャザー・ラウンド・ピープル  高山 羽根子  集英社 913

 おからパウダーでスッキリ腸活レシピ  麻生 怜菜  主婦の友社 498

 名探偵コナン　９６  青山 剛昌  小学館 726

 安楽死を遂げた日本人  宮下 洋一  小学館 490

･  玉麒麟 ―羽州ぼろ鳶組  今村 翔吾  祥伝社 913

･  農ガール、農ライフ  垣谷 美雨  祥伝社 913

･  天狗 ―今昔百鬼拾遺  京極 夏彦  新潮社 913

･  ハッピーアワーは終わらない： かがやき荘西荻探偵局  東川 篤哉  新潮社 913

･  百の夜は跳ねて  古市 憲寿  新潮社 913

 漫画 むかわ竜発掘記： 恐竜研究の最前線と未来がわかる  土屋 健  誠文堂新光社 457

 親の「死体」と生きる若者たち  山田 孝明  青林堂 367

 レクリエ 2019年9・10月 制作・ゲーム・運動 介護の現場で役立ちます   世界文化社 369

 俺の弁当。  柴 雄二  大和書房 596

･  注文の多い注文書  小川 洋子  筑摩書房 913

･  落花  澤田 瞳子  中央公論新社 913

 エンジニアが明かすF1の世界  小松 礼雄  東邦出版 788

 絶対に人に見せてはいけない 日野市の職員手帳  日野の魅力発見職員プロジェクトチーム  東邦出版 318

 50歳を過ぎても体脂肪率10%の名医が教える 内臓脂肪を落とす最強メソッド  池谷 敏郎  東洋経済新報社 493

 5Gビジネス  亀井 卓也  日本経済新聞出版社 547

 最強の教訓！  世界史  神野 正史  ＰＨＰ研究所 159

 メンタルローテーション “回転(ローテーション)脳”を鍛える  池谷 裕二  扶桑社 498

 妄想国語辞典  野澤 幸司  扶桑社 917

 Yuuのラクうまベストレシピ　―誰にでもできる簡単なコツでいつものおかずがごちそうに  Yuu  扶桑社 596

･  ひかりの魔女　にゅうめんの巻  山本 甲士  双葉社 913

 60代からのソーイングvol.3   ブティック社 593



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  渦 ―妹背山婦女庭訓 魂結び 【第161回 直木賞受賞作】  大島 真寿美  文藝春秋 913

･  美しき愚かものたちのタブロー  原田 マハ  文藝春秋 913

 東京カラダにいい店うまい店   文藝春秋 596

･  ラッコの家  古川 真人  文藝春秋 913

･  五つ数えれば三日月が  李 琴峰  文藝春秋 913

 文藝春秋2019年7月号   文藝春秋 914

 文藝春秋2019年8月号   文藝春秋 914

･  団塊の後　三度目の日本  堺屋 太一  毎日新聞社 913

 平成史全記録  毎日新聞出版平成史編集室  毎日新聞社 210

 正しい「未来予測」のための武器になる数学アタマのつくり方  髙橋 洋一  マガジンハウス 331

 「食品ロス」をなくしたら1か月5，000円の得！  井出 留美  マガジンハウス 591

 ＆Kyoto　暮らすように街を歩く、京都ガイド。　& Premium特別編集   マガジンハウス 291

 ぬか床を育てて健康になる！ キレイになる！  最高のぬか漬けレシピ  わかさ出版  わかさ出版 498

＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 ポジティブになれる英語名言101  小池 直己  岩波書店 830

 学校では教えてくれない大切なこと〈26〉研究って楽しい ―探究心の育て方―   旺文社 002

 学校では教えてくれない大切なこと〈27〉発表がうまくなる ―スピーチからプレゼ
ンテーションまで―

  旺文社 809

･  学研まんが 三国志　黄巾の乱と桃園の誓い  神武 ひろよし  学研マーケティング 923

･  学研まんが 三国志　ふたりの英雄  神武 ひろよし  学研マーケティング 923

･  学研まんが 三国志　赤壁の激闘  神武 ひろよし  学研マーケティング 923

･  学研まんが 三国志　三国並び立つ  神武 ひろよし  学研マーケティング 923

･  学研まんが 三国志　諸葛亮の最期  神武 ひろよし  学研マーケティング 923

･  学研まんが 三国志　別巻 三国志ビジュアル英雄事典  入澤 宣幸  学研マーケティング 923

･  天気の子  新海 誠  角川グループパブリッシング 913

 平成の天皇  祓川 学  小学館 288

 字のないはがき  向田 邦子  小学館 916


