
公民館最新入荷図書（9月分）　　一般書：児童書：112冊　　児童書：29冊　　計 141冊　（9/1～9/30）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 原発に挑んだ裁判官  磯村 健太郎  朝日新聞出版 543

 心を強くする 「世界一のメンタル」50のルール  サーシャ・バイン  飛鳥新社 783

 あらゆる不調をなくす毒消し食  小垣 佑一郎  アチーブメント出版 498

 超絶レタッチ術 ―思い描いた世界観を表現する仕上げの技法  北村 佑介  インプレス 007

 地元を再発見する！ 手書き地図のつくり方  手書き地図推進委員会  学芸出版社 379

 最短の時間で最大の成果を手に入れる 超効率勉強法  メンタリストDaiGo  学研マーケティング 379

 虫と皮膚炎　Dr.夏秋の臨床図鑑  夏秋 優  学研メディカル秀潤社 494

 容器に入れてチンするだけ！ ほぼ1ステップで作れるレンジ飯  リュウジ  角川グループパブリッシング 596

･  COVER ―東京駅おもてうら交番・堀北恵平  内藤 了  角川グループパブリッシング 913

･  氷獄  海堂 尊  角川グループパブリッシング 913

 1回で伝わる 短い英語  mami  角川グループパブリッシング 837

･  炎天夢　―東京湾臨海署安積班  今野 敏  角川春樹事務所 913

･  店長がバカすぎて  早見 和真  角川春樹事務所 913

･  天狗そば ―料理人季蔵捕物控  和田 はつ子  角川春樹事務所 913

･  あの日の親子丼 ―食堂のおばちゃん〈6〉  山口 恵以子  角川春樹事務所 913

･  さよならの儀式  宮部 みゆき  河出書房新社 913

･  某  川上 弘美  幻冬舎 913

 晩節の研究　偉人・賢人の「その後」  河合 敦  幻冬舎 281

･  鬼 ―今昔百鬼拾遺  京極 夏彦  講談社 913

･  線は、僕を描く  砥上 裕將  講談社 913

･  サリエルの命題  楡 周平  講談社 913

 東京ディズニーリゾート グッズコレクション 2019‐2020   講談社 689

･  献上の祝酒 ―下り酒一番〈3〉  千野 隆司  講談社 913

 宇宙兄弟 ３６  小山 宙哉  講談社 726

 宇宙兄弟 ３５  小山 宙哉  講談社 726

 ちはやふる　４１  末次 由紀  講談社 726

 ちはやふる　４２  末次 由紀  講談社 726

 やわらかな兄　征爾  小澤 幹雄  光文社 762

･  未来を、11秒だけ  青柳 碧人  光文社 913

 女はいつも四十雀  林 真理子  光文社 914

 将来の学力・コミュ力は10歳までの「言葉かけ」で決まる ――フィンランド式子育て  水橋 史希子  コスモトゥーワン 379

 旅のアイデアノート  森井 ユカ  産業編集センター 290

 私でもスパイスカレー作れました！  こいしゆうか  サンクチュアリ・パブリッシング 596

 見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル  池田 義博  サンマーク出版 141

 罪と祈り  貫井 徳郎  実業之日本社

･  6月31日の同窓会  真梨 幸子  実業之日本社 913

･  弥勒  篠田 節子  集英社 913

･  そりゃないよ ―よろず相談屋繁盛記  野口 卓  集英社 913

･  明日死んだ男 ―怪異名所巡り〈10〉  赤川 次郎  集英社 913

 70歳、医師の僕がたどり着いた 鎌田式 「 スクワット 」 と 「 かかと落とし 」  鎌田 實  集英社 498

 ONE PIECE　ワンピース　92  尾田 栄一郎  集英社 726

 ONE PIECE　ワンピース　93  尾田 栄一郎  集英社 726

 税のタブー  三木 義一  集英社インターナショナル 345

 あなたの指先、変形していませんか？──指先が変形して痛い「ヘバーデン結
節」の予防と治し方

 笠原 巖  自由国民社 494

 障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて   自由国民社 369

 まなの本棚  芦田 愛菜  小学館 019

･  虚ろ陽 ―風烈廻り与力・青柳剣一郎  小杉 健治  祥伝社 913

 首都圏発 日帰り 大人の小さな旅 美食ドライブ   昭文社 291

･  トリニティ  窪 美澄  新潮社 913

･  夏の騎士  百田 尚樹  新潮社 913

 大家さんと僕 これから  矢部 太郎  新潮社 726

･  わたし、定時で帰ります。 ハイパー  朱野 帰子  新潮社 913

･  八本目の槍  今村 翔吾  新潮社 913

･  猫をおくる  野中 柊  新潮社 913

･  てんげんつう  畠中 恵  新潮社 913



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 スマホ決済完全ガイド【完全ガイドシリーズ248】   晋遊舎 338

 マンガと図解 新・くらしの税金百科 2019→2020   清文社 345

･  催眠ガール  大嶋 信頼  清流出版 913

 正義の教室 ―善く生きるための哲学入門  飲茶  ダイヤモンド社 158

 ネイティブにほめられる英語  西 真理子  ダイヤモンド社 670

 もう銀行はいらない  上念 司  ダイヤモンド社 338

 ソフトテニスのメザトレ！ ―5つのチカラで強くなる   高橋書店 783

 卓球のメザトレ！ ―5つのチカラで強くなる   高橋書店 783

 そろそろ、大好きなことで生きていこうよ！  クリス・モンセン  宝島社 159

 本業はオタクです。 ―シュミも楽しむあの人の仕事術  劇団雌猫  中央公論新社 366

 サッカーラボ 1カ月でプレーがどんどん進化する！   東邦出版 783

 世界を救う100歳老人  ヨナス ヨナソン  西村書店 949

 時間(とき)の花束 Bouquet du temps [幸せな出逢いに包まれて]   日本ヴォーグ社 594

 株主優待ハンドブック 2019-2020年版   日本経済新聞出版社 338

 ニュートン式 超図解 最強に面白い！！ 統計   ニュートンプレス 417

･  暗殺者の追跡 〈上〉  マーク グリーニー  早川書房 933

･  暗殺者の追跡 〈下〉  マーク グリーニー  早川書房 933

･  三体  劉 慈欣  早川書房 923

･  婚活食堂〈1〉  山口 恵以子  ＰＨＰ研究所 913

 交通誘導員ヨレヨレ日記 ――当年73歳、本日も炎天下、朝っぱらから現場に立ちます  柏 耕一  フォレスト出版 673

 転職と副業のかけ算 生涯年収を最大化する生き方  moto  扶桑社 366

 20万人以上を診察した専門医が教える ならない・治す認知症   扶桑社 493

 在宅避難で役立つ食まわりの知恵から日ごろの備えまで クックパッド防災レシピ
BOOK

  扶桑社 369

･  極限の婚約者たち  新堂 冬樹  双葉社 913

･  落花狼藉  朝井 まかて  双葉社 913

 緩和ケア医が、がんになって  大橋 洋平  双葉社 916

･  タカラモノ  和田 裕美  双葉社 913

･  警官の目  五十嵐 貴久  双葉社 913

 文藝春秋2019年9月号   文藝春秋 914

･  119  長岡 弘樹  文藝春秋 913

･  剣樹抄  冲方 丁  文藝春秋 913

･  いけない  道尾 秀介  文藝春秋 913

･  夏物語  川上 未映子  文藝春秋 913

･  飛雲のごとく  あさの あつこ  文藝春秋 913

 水害列島  土屋 信行  文藝春秋 369

･  旅仕舞 ―新・酔いどれ小籐次〈14〉  佐伯 泰英  文藝春秋 913

 経営者の孤独。  土門 蘭  ポプラ社 335

･  プラスマイナスゼロ  若竹 七海  ポプラ社 913

 初心者でも必ず上達するジョギング&ランニング入門   マイナビ 782

 最善手を探せ！ 実戦次の一手トレーニング180  本間 博  マイナビ 796

･  待ち遠しい  柴崎 友香  毎日新聞社 913

･  我らが少女A  髙村 薫  毎日新聞社 913

 準備はたった1分！  家政婦makoのずぼら冷凍レシピ  mako  マガジンハウス 596

 そのうちなんとかなるだろう  内田 樹  マガジンハウス 289

 ベスト・エッセイ2019  日本文藝家協会編  光村図書出版 914

 子育てが上手くいく！ 「ママのココロ貯金」のすすめ 親と子の自己肯定感を上
げる33のポイント

 東 ちひろ  メイツ出版 379

 自転車キャンプがよくわかる本   八重洲出版 786

 教育委員会の活性化　元文部科学事務次官 小野元之の直言  小野 元之  悠光堂 373

 日本列島地震の科学   洋泉社 453

 3年後、確実にジャズ・ピアノが弾ける練習法 (CD付)  平戸 祐介  リットーミュージック 763

 健康食品・サプリ そのネーミングにだまされてますよ (ワニプラス)  若村 育子  ワニブックス 498

 お菓子の箱だけで作る空箱工作  はるきる  ワニブックス 754



＜一般書＞ 3

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 植民地朝鮮の開発と民衆  許 粹烈  明石書店

 朝鮮近代の歴史民族誌  板垣 竜太  明石書店

 日本と朝鮮 比較・交流史入門 ―近世、近代そして現代 ―  原尻 英樹編著  明石書店

 国際共同研究 韓国強制併合一〇〇年 歴史と課題  都 時煥  明石書店

 朝鮮を知る事典  伊藤 亜人  平凡社

＜児童書＞　

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 かがくのとびらシリーズ ぼくたちは みんな 旅をする  ローラ ノウルズ  講談社 481

･  きょうりゅう あっちむいて ホイ！   講談社 913

 クジラのおなかからプラスチック  保坂 直紀  旬報社 519

 スポーツと君たち ―10代のためのスポーツ教養  佐藤 善人  大修館書店 780

 勉強脳のつくり方 親子で学ぼう！ 脳のしくみと最強の勉強法   日本図書センター 375

＜児童書＞　図鑑（多数入れ替え）

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）　地球（3歳～小学生向け）【DVD付】   学研マーケティング 450

 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）　古生物（3歳～小学生向け）【DVD付】   学研マーケティング 457

 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）　星・星座（3歳～小学生向け）  藤井 旭  学研マーケティング 443

 学研の図鑑ＬＩＶＥ（ライブ）　カブトムシ・クワガタムシ   学研マーケティング 486

 ゆるゆる恐竜図鑑   学研マーケティング 457

 小学館の図鑑 NEO　人間 ～いのちの歴史   小学館 491

 小学館の図鑑 NEO　飼育と観察  筒井 学  小学館 460

 小学館の図鑑 NEO　科学の実験 ～あそび・工作・手品～   小学館 407

 小学館の図鑑 NEO　岩石・鉱物・化石  萩谷 宏  小学館 458

 小学館の図鑑 NEO　花　【DVD付】  多田 多恵子  小学館 470

 小学館の図鑑 NEO　野菜と果物   小学館 626

 小学館の図鑑 NEO　危険生物　【DVD付】  塩見 一雄  小学館 480

 小学館の図鑑 NEO　イモムシとケムシ ～チョウ・ガの幼虫図鑑　【DVD付】  鈴木 知之  小学館 486

 小学館の図鑑 NEO　動物　【DVD付】   小学館 480

 小学館の図鑑 NEO　昆虫　【DVD付】  小池 啓一  小学館 486

 小学館の図鑑 NEO　魚　【DVD付】   小学館 487

 小学館の図鑑 NEO　鳥 ～恐竜の子孫たち～【DVD付】   小学館 488

 小学館の図鑑 NEO　両生類・はちゅう類　【DVD付】  松井 正文  小学館 487

 小学館の図鑑 NEO　水の生物　【DVD付】  白山 義久  小学館 483

 小学館の図鑑 NEO　宇宙　【DVD付】  大内 正己  小学館 440

 小学館の図鑑 NEO　恐竜　【DVD付】  冨田 幸光  小学館 457

 小学館の図鑑 NEO　植物　【DVD付】  門田 裕一  小学館 470

 小学館の図鑑 NEO　乗りもの ～鉄道・自動車・飛行機・船～〔改訂版〕   小学館 536

 小学館の図鑑 NEO　きのこ　【DVD付】  保坂 健太郎  小学館 474


