
公民館最新入荷図書（10月分）　　一般書：児童書：106冊　　児童書：11冊　　計 117冊　（10/1～10/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 絵を見る技術： 名画の構造を読み解く  秋田 麻早子  朝日出版社 720

･  化物蠟燭  木内 昇  朝日新聞出版 913

･  小箱  小川 洋子  朝日新聞出版 913

 肺炎がいやなら、ご飯に卵をかけなさい  西山 耕一郎  飛鳥新社 491

 最強の糖質制限ガイドブック： みるみるやせる・血糖値が下がる  水野 雅登  アチーブメント出版 498

 薬に頼らず子どもの多動・学習障害をなくす方法  藤川 徳美  アチーブメント出版 493

 うちの夫の不器用な娘愛  チッチママ  イースト・プレス 599

 にっぽん全国たのしい船旅 2019-2020   イカロス出版 291

 いろはで学ぶ！ くずし字・古文書入門  小林 正博  潮出版社 210

 THE デブ脳  工藤 孝文  枻出版社 595

 毎日食べても飽きないサラダ  望月 文子  海竜社 596

 地球生まれで旅育ち： ヤマザキマリ流人生論  ヤマザキ マリ  海竜社 726

 自分でできる認知機能診断テスト   笠倉出版社 493

･  逃亡小説集  吉田 修一  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

 世界一美味しい手抜きごはん： 最速！ やる気のいらない100レシピ  はらぺこグリズリー  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596

 #自分映えメイク： メイクでなりたい私になる  元美容部員 和田さん。  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 595

 母ちゃんだってほめられたい。  ふるえるとり  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 599

 超スゴイ！きのこレシピ   ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596

･  落日  湊 かなえ  角川春樹事務所 913

･  冬晴れの花嫁： くらまし屋稼業  今村 翔吾  角川春樹事務所 913

･  大江戸少女カゲキ団(一)  中島 要  角川春樹事務所 913

･  浮世の豆腐　一膳めし屋丸九（二）  中島 久枝  角川春樹事務所 913

 自分史上最高の柔軟性が手に入るストレッチ  村山 巧  かんき出版 781

 ぱくりぱくられし  木皿 泉  紀伊國屋書店出版部 914

 ドキュメント ひとりが要介護になるとき。： 単身老後に「在宅」は大丈夫ですか！？  山口 道宏  現代書館 367

･  祝祭と予感  恩田 陸  幻冬舎 913

･  どうしても生きてる  朝井 リョウ  幻冬舎 913

 自分のことは話すな： 仕事と人間関係を劇的によくする技術  吉原 珠央  幻冬舎 361

･  カナダ金貨の謎  有栖川 有栖  講談社 913

 ひとりで生きる 大人の流儀9  伊集院 静  講談社 914

 江戸の終活 遺言からみる庶民の日本史  夏目 琢史  光文社 210

･  まよい道： 新・吉原裏同心抄(一)  佐伯 泰英  光文社 913

･  廃墟の白墨  遠田 潤子  光文社 913

 食えなんだら食うな  関 大徹  ごま書房新社 188

 今すぐ出かけたくなる魅惑の鉄道旅  野田 隆  産業編集センター 291

 絶対食べたいベトナムごはん  森泉 麻美子  産業編集センター 596

 発達障害の私が夫と普通に暮らすために書いているノート  ななしのうい  ジー・ビー 493

 戦国 忍びの作法   ジー・ビー 789

･  罪と祈り  貫井 徳郎  実業之日本社 913

･  百舌落とし  逢坂 剛  集英社 913

･  おいしい家族  ふくだ ももこ  集英社 913

 半ダース介護 6人のおジジとおババお世話日記  井上 きみどり  集英社 369

 ONE PIECE　ワンピース　94  尾田 栄一郎  集英社 726

 佐藤優直伝！  最強の働き方  佐藤 優  自由国民社 159

 隠された十字架 江戸の数学者たち：　関孝和はキリシタン宣教師に育てられた  六城 雅敦  秀和システム 419

 大人になったら、着たい服 '19- '20秋冬   主婦と生活社 589

 世界一親切な大好き！ 家おやつ  藤原 美樹  主婦の友社 596

･  アンジュと頭獅王  吉田 修一  小学館 913

 70歳のたしなみ  坂東 眞理子  小学館 159

 ヤットコスットコ女旅  室井 滋  小学館 914

･  狗賓童子の島  飯嶋 和一  小学館 913

･  4分間のマリーゴールド  桐衣 朝子  小学館 913

 上級国民／下級国民  橘 玲  小学館 361

 アーモンド  ソン・ウォンピョン  祥伝社 929

 図書館だよりを作りませんか？ CD-ROM付き  太田和 順子  少年写真新聞社 017

 図書館のための簡単な本の修理   少年写真新聞社 014



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 本格珈琲と絶品スイーツ 東京ベストカフェ   昭文社 596

 よかれと思ってやったのに： 男たちの「失敗学」入門  清田 隆之(桃山商事)  晶文社 367

 絶望の林業  田中 淳夫  新泉社 652

･  罪の轍  奥田 英朗  新潮社 913

･  死にゆく者の祈り  中山 七里  新潮社 913

･  欺す衆生  月村 了衛  新潮社 913

 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー  ブレイディみかこ  新潮社 376

 ラグビー語辞典： ラグビーにまつわる言葉をイラストと豆知識を使いノーサイドの
精神で読み解く

 斉藤 健仁  誠文堂新光社 783

 野菜と果物のキャンドル： シンプルな材料でリアルな表現  兼島 麻里  誠文堂新光社 594

 レクリエ 2019年11・12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

 レクリエ 2019特別号 認知症の人とできる！脳トレレクリエーション大特集  世界文化社  世界文化社 369

 どんな肉でも旨くする： サカエヤ新保吉伸の全仕事  新保 吉伸  世界文化社 648

 「ついやってしまう」体験のつくりかた 人を動かす「直感・驚き・物語」のしくみ  玉樹 真一郎  ダイヤモンド社 675

 頑張らない台所： 60歳からはラクしておいしい  村上 祥子  大和書房 596

 クックパッドの秋レシピ2019   宝島社 596

 東京五輪が待ちきれない！！   宝島社 780

 失われたアートの謎を解く   筑摩書房 702

 82年生まれ、キム・ジヨン  チョ・ナムジュ  筑摩書房 929

 いのちは輝く ―わが子の障害を受け入れるとき  松永 正訓  中央公論新社 490

 僕らはSNSでモノを買う  飯髙 悠太  ディスカヴァー・トゥエンティワン 675

･  メインテーマは殺人  アンソニー・ホロヴィッツ  東京創元社 933

 看取り犬・文福の奇跡  若山 三千彦  東邦出版 369

 正直、仕事のこと考えると憂鬱すぎて眠れない。  じゅえき 太郎  東洋経済新報社 159

･  愚か者の身分  西尾 潤  徳間書店 913

 地の果てのありえない物語 ―地球最後の秘境45のエピソード  クリス・フィッチ  日経ナショナルジオグラフィック社 290

 医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本  中野ジェームズ修一  日経ＢＰ 492

 女性が医師に「運動しなさい」と言われたら最初に読む本  中野ジェームズ修一  日経ＢＰ 492

 SDGs入門  村上 芽  日本経済新聞出版社 335

 警視庁災害対策課ツイッター 防災ヒント110   日本経済新聞出版社 369

 中国「草食セレブ」はなぜ日本が好きか  袁 静  日本経済新聞出版社 689

 新聞という病  門田 隆将  日本工業新聞社 070

 世界の伝統柄を編む ミニチュア ニットコレクション： 世界の伝統柄を編む   日本文芸社 594

 5分トレーニングで翌朝小顔  森 拓郎  扶桑社 595

 “意識高い系”がハマる「ニセ医学」が危ない！  桑満 おさむ  扶桑社 490

 見るだけで目がよくなるガボールパッチ   扶桑社 496

･  カッコウの微笑み  福田 和代  双葉社 913

･  背中の蜘蛛  誉田 哲也  双葉社 913

 子どもをじょうぶにする食事は、時間もお金も手間もかからない  幕内 秀夫  ブックマン社 498

 フェルトで作る大人の花101  PieniSieni  ブティック社 594

 文藝春秋 2019年 10月号   文藝春秋 914

･  楽園の真下  荻原 浩  文藝春秋 913

･  Iの悲劇  米澤 穂信  文藝春秋 913

･  強奪 ―八丁堀「鬼彦組」激闘篇  鳥羽 亮  文藝春秋 913

･  人間  又吉 直樹  毎日新聞出版 913

 トランスジェンダーの私がボクサーになるまで  トーマス・ページ・マクビー  毎日新聞出版 936

 ＃8月31日の夜に。（生きるのがつらい10代のあなたへ）   毎日新聞出版 371

 寅さんの「日本」を歩く： 寅さんの聖地探訪大事典  岡村 直樹  山と溪谷社 778

 狩猟生活 2019VOL.5　「静動あわせもつ好敵手 イノシシ猟を楽しむ」   山と溪谷社 659

 世界のニュースを日本人は何も知らない  谷本 真由美  ワニブックス 304

 紅茶セラピー： 世界で愛される自然の万能薬  斉藤 由美  ワニブックス 498



＜児童書＞ 3

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 おしごと年鑑  朝日新聞社  朝日新聞出版 366

･  きょうのぼくはどこまでだってはしれるよ  荒井 良二  ＮＨＫ出版 913

･  空の青さを知る人よ  額賀 澪  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  ちいさなちいさな ほうせきのもり  さかいさちえ  教育画劇 913

 こども六法  山崎 聡一郎  弘文堂 320

･  そらまめくんの おやすみなさい  なかや みわ  小学館 913

･  妖怪たぬきポンチキン 人間界にやってきた！  山口 理  文溪堂 913

･  妖怪たぬきポンチキン 化けねこ屋敷と消えたねこ  山口 理  文溪堂 913

･  妖怪たぬきポンチキン 雪わらしとのやくそく  山口 理  文溪堂 913

･  妖怪たぬきポンチキン 最強の妖怪あらわる！  山口 理  文溪堂 913

･  ころりん・ぱ！  ひらぎ みつえ  ほるぷ出版 913


