
公民館最新入荷図書（1月分）　　一般書：児童書：51冊　　児童書：3冊　　計 54冊　（1/1～1/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 俳句は入門できる  長嶋 有  朝日新聞出版 911

 今、行きたい！ 世界の絶景大事典1000   朝日新聞出版 290

 ダンナさまは幽霊 天国からのメッセージ  流光 七奈  イースト・プレス 147

 ○と□ 2つの基本形でつくる こどものニット小物  吉村 雅衣  家の光協会 594

 できるYouTuber式 Excel 現場の教科書（「本×動画」で学ぶ新しい独習～180万
回再生の実績！）

 長内 孝平  インプレス 007

 切らずに1枚で折る十二支と日本を楽しむ折り紙 あっぱれ折り紙  フチモト ムネジ  インプレスコミュニケーションズ 754

 タカラヅカの解剖図鑑  中本 千晶  エクスナレッジ 775

 NHKガッテン！ 暮らし劇的大革命： 物忘れ メタボ 血糖値 免疫力 腰痛・ひざ痛
花粉症 サクサクフライ ふわっトロ煮魚

  ＮＨＫ出版 498

･  勿忘草の咲く町で ～安曇野診療記～  夏川 草介  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  荒城に白百合ありて  須賀 しのぶ  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  首  北野 武  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  小説 アナと雪の女王　影のひそむ森   ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933

･  かか  宇佐見 りん  河出書房新社 913

･  改良  遠野 遥  河出書房新社 913

･  小説 学を喰らう虫  北村 守  現代書林 913

 医者が教える 正しい病院のかかり方  山本 健人  幻冬舎 498

･  掃除婦のための手引き書 ルシア・ベルリン作品集  ルシア・ベルリン  講談社 933

･  治部の礎  吉川 永青  講談社 913

 生命保険の不都合な真実  柴田 秀並  光文社 339

･  展望塔のラプンツェル  宇佐美 まこと  光文社 913

･  光源氏と女君たち　十人十色の終活  石村 きみ子  国書刊行会 913

 文豪たちの悪口本   彩図社 910

 ONE PIECE　ワンピース　９１  尾田 栄一郎  集英社 726

 不良という矜持  下重 暁子  自由国民社 159

 「学力日本一！」 秋田県東成瀬村のすごい学習法   主婦の友社 372

･  後家殺し  山本 一力  小学館 913

･  とるとだす  畠中 恵  新潮社 913

 365日の親孝行  志賀内 泰弘  星雲社 367

 決定版 消しゴムはんこ。で年賀状～十二支と猫とえんぎもの  津久井 智子  大和書房 736

 生命素粒子はすべての病気を完治させる  徳良 悦子  たま出版 147

 捨てきらなくてもいいじゃない？  岸本 葉子  中央公論新社 914

 地図帳の深読み  今尾 恵介  帝国書院 448

･  時空旅行者の砂時計  方丈 貴恵  東京創元社 913

 10秒で新人を伸ばす質問術  島村 公俊  東洋経済新報社 336

 ぼくらの地球の治し方 ――アヤシイ社会活動家の「つながり」と「挑戦」の話  藤原 ひろのぶ  フォレスト出版 335

･  自由は死せず  門井 慶喜  双葉社 913

 東大生も読めない！？やく式難読漢字ドリル  やくみつる  双葉社 811

 父と母へのごはん便 冷蔵・冷凍どちらもおいしい！  上田 淳子  文化出版局 596

 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則  ジョージ・S・クレイソン  文響社 159

 高倉健、その愛。  小田 貴月  文藝春秋 778

･  大名倒産〈上〉  浅田 次郎  文藝春秋 913

･  大名倒産〈下〉  浅田 次郎  文藝春秋 913

 反日種族主義　日韓危機の根源  李 栄薫  文藝春秋 319

 文藝春秋 2020年 1月号   文藝春秋 914

 初心者さんでも簡単！ 手縫いで赤ちゃんグッズ フリース生地版   ベネッセコーポレーション 593

･  殺しの許可証(ライセンス) アンタッチャブル2  馳 星周  毎日新聞出版 913

･  黒武御神火御殿　三島屋変調百物語六之続  宮部 みゆき  毎日新聞出版 913

 戦国名将の本質　明智光秀謀反の真相に見るリーダーの条件  小和田 哲男  毎日新聞出版 281

 マンガでわかる財務3表超入門  國貞 克則  毎日新聞出版 336

 朝10分でできる スープ弁当  有賀 薫  マガジンハウス 596

 ほんのちょっと当事者  青山 ゆみこ  ミシマ社 916



＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 せかいのくにで おめでとう！  野村 たかあき  講談社 386

･  なんと！ようひんてん  石川 基子  講談社 913

 小学生なら知っておきたい教養366： 1日1ページで身につく！  齋藤 孝  小学館 031


