
公民館最新入荷図書（11～12月分）　　一般書：児童書：69冊　　児童書：9冊　　計 78冊　（11/1～12/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 聞こえているのに聞き取れないAPD【聴覚情報処理障害】がラクになる本  平野 浩二  あさ出版 496

･  星と龍  葉室 麟  朝日新聞出版 913

･  グッドバイ  朝井 まかて  朝日新聞出版 913

 はぐれくん、おおきなマルにであう  シェル・シルヴァスタイン  あすなろ書房 726

 妊娠率8割 10秒妊活：子宮の血流が劇的に高まる！  くろせ まき  アチーブメント出版 598

 読む薬：読書こそ万能薬  五十嵐 良雄  アチーブメント出版 019

 写真アルバム長生・夷隅の昭和  佐々木 高史  いき出版

 記者と国家： 西山太吉の遺言  西山 太吉  岩波書店 319

 Windows7かららくらく乗換 Windows10入門  リブロワークス  インプレス 007

 解いて覚える！くずし字・古文書ドリル  小林 正博  潮出版社 210

 ごはんづくりが楽になる！ みんなのきょうの料理ランキング クイック&ストック ベス
ト100レシピ

  ＮＨＫ出版 596

 科学と人間 電池が起こすエネルギー革命　（NHKカルチャーラジオ 科学と人間）   ＮＨＫ出版 572

 私日記10 人生すべて道半ば  曽野 綾子  海竜社 915

･  黄金列車  佐藤 亜紀  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  スワン  呉 勝浩  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

 「賛否両論」 おせちの本 完全版  笠原 将弘  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596

 ゆらゆら じんわり お香ぐらし： 自分らしく生きる贅沢時間の過ごし方  石濵 栞  Ｃｌｏｖｅｒ出版 792

 しらふで生きる： 大酒飲みの決断  町田 康  幻冬舎 914

･  カエルの小指 a murder of crows  道尾 秀介  講談社 913

 頭のいい子に育つ0歳からの親子で音読  山口 謠司  さくら舎 379

 宇宙の謎 暗黒物質と巨大ブラックホール  二間瀬 敏史  さくら舎 443

 刺しゅうでお直し  藤本 裕美  産業編集センター 593

 明智光秀ゆかりの地を歩く   サンライズ出版 289

･  十三の海鳴り： 蝦夷太平記  安部 龍太郎  集英社 913

 マンガでわかるオーラルフレイル：心身の衰えはお口から始まります  大久保 満男  主婦の友社 497

 高齢ドライバーに運転をやめさせる22の方法  川畑 信也  小学館 685

･  太陽はひとりぼっち  鈴木 るりか  小学館 913

･  蜻蛉の理： 風烈廻り与力・青柳剣一郎  小杉 健治  祥伝社 913

･  黄金雛： 羽州ぼろ鳶組 零  今村 翔吾  祥伝社 913

･  白銀の墟 玄の月〈1〉十二国記  小野 不由美  新潮社 913

･  白銀の墟 玄の月〈2〉十二国記  小野 不由美  新潮社 913

･  白銀の墟 玄の月〈3〉十二国記  小野 不由美  新潮社 913

･  白銀の墟 玄の月〈4〉十二国記  小野 不由美  新潮社 913

･  いもうと  赤川 次郎  新潮社 913

 もうすぐいなくなります： 絶滅の生物学  池田 清彦  新潮社 467

 万葉集であるく奈良  上野 誠  新潮社 911

 できる大人の教養 1秒で身につく四字熟語   青春出版社 814

 おせちと一緒に作りたい お正月のもてなし料理  上島 亜紀  成美堂出版 596

 火山のしくみ パーフェクトガイド： 成り立ちから噴火、災害、恩恵まで、火山のす
べてを大解剖！

 高橋 正樹  誠文堂新光社 456

 レクリエ 2020年1・2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

 ビジネス現場で即効で使える 非ネイティブエリート最強英語フレーズ550  岡田 兵吾  ダイヤモンド社 670

･  流浪の月  凪良 ゆう  東京創元社 913

･  定価のない本  門井 慶喜  東京創元社 913

 the four GAFA 四騎士が創り変えた世界  スコット・ギャロウェイ  東洋経済新報社 007

 2030年アパレルの未来： 日本企業が半分になる日  福田 稔  東洋経済新報社 589

 毎日、心地よい自分でいられる 不調と美容のからだ地図  市野 さおり  日経ＢＰ 492

 エッセ史上最強！  おもてなしベストレシピ   扶桑社 596

 切り紙あそび大全集175  桜 まあち  ブティック社 754

 クリスマスのハンドメイドBOOK   ブティック社 594

 ひとり老後、賢く楽しむ  岸本 葉子  文響社 367

 もしも一年後、この世にいないとしたら。： 人生の締切を意識すると明日が変わる  清水 研  文響社 494

 こんな雨の日に： 映画「真実」をめぐるいくつかのこと　真実にたどり着く8年間の物語  是枝 裕和  文藝春秋 778

･  巡礼の家  天童 荒太  文藝春秋 913

 ふたりの桃源郷  佐々木 聰  文藝春秋 778

･  潮待ちの宿  伊東 潤  文藝春秋 913



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  ファースト クラッシュ  山田 詠美  文藝春秋 913

 文藝春秋 2019年11月号   文藝春秋 914

 文藝春秋 2019年12月号   文藝春秋 914

 信長家臣明智光秀  金子 拓  平凡社 289

 かしこい子どもに育つ礼儀と作法： よくわかる小笠原流礼法  小笠原 清基  方丈社 379

･  ライオンのおやつ  小川 糸  ポプラ社 913

 誰が科学を殺すのか： 科学技術立国「崩壊」の衝撃
 毎日新聞「幻の科学技
術立国」取材班

 毎日新聞出版 409

 腎臓病は運動でよくなる！  上月 正博  マキノ出版 494

 キホンが身につく！ 大人のLINEラクラク入門  　 　  マキノ出版 547

 湯通しキャベツでやせる！ くびれる！ 病気が治る！  　 　  マキノ出版 498

 血圧がぐんぐん下がる！やせる！納豆最強レシピ   マキノ出版 498

 知れば知るほど得する税金の本  出口 秀樹  三笠書房 345

 危機にある子育て環境： 子どもの睡眠と低年齢化するゲーム・スマホ依存  増田 彰則  南日本新聞開発センター 498

 手作りハトムギ水でシミ・イボが消え美白肌！ やせる！超健康になる！  わかさ出版  わかさ出版 498

＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  しんごうきピコリ  ザキャビンカンパニー  あかね書房 913

 12歳からはじめよう学びのカタチ： 優くん式「成績アップ」5つの秘密  佐藤 優  ＮＨＫ出版 375

 ロウソクの科学：世界一の先生が教える超おもしろい理科  平野 累次/冒険企画局  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 430

･  ポコポコゼリー  さかい さちえ  教育画劇 913

 月でたんじょうパーティーをひらいたら  Joyce Lapin(ジョイス･ラパン)  廣済堂あかつき 446

 博学王 13 1/2のビックリ大図鑑   集英社 033

 プログラムすごろく アベベのぼうけん おどろきの上巻  ダイスケホンゴリアン  小学館 007

 小学生からはじめるわくわくプログラミング2 Scratch 3.0版  倉本 大資  日経ＢＰ 007

･  サン・サン・サンタ ひみつきち  かこ さとし  白泉社 913


