
公民館最新入荷図書（2～3月分）　　一般書：児童書：65冊　　児童書：4冊　　計 69冊　（2/1～3/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  騒がしい楽園  中山 七里  朝日新聞出版 913

 英文法の鬼100則  時吉 秀弥  明日香出版社 835

 マンガでなるほど！ 親子で学ぶ プログラミング教育   インプレス 007

･  新火盗改鬼与力　最後の秘剣  鳥羽 亮  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  超・殺人事件  東野 圭吾  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

 パリ在住の料理人が教える もらって嬉しいチョコレートレシピ  えもじょわ  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596

 ボクはやっと認知症のことがわかった 自らも認知症になった専門医が、日本人に
伝えたい遺言

 長谷川 和夫, 猪熊 律子  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 493

 47都道府県の歴史と地理がわかる事典  伊藤 賀一  幻冬舎 291

･  令和元年のゲーム・キッズ  渡辺 浩弐  講談社 913

･  medium 霊媒探偵城塚翡翠  相沢 沙呼  講談社 913

･  瓦礫の死角  西村 賢太  講談社 913

 食べものが劣化する日本  安田 節子  合同出版 615

･  競歩王  額賀 澪  光文社 913

 るるぶ千葉房総 '20   ＪＴＢパブリッシング 291

･  あっけらかん　よろず相談屋繁盛記  野口 卓  集英社 913

･  地面師たち  新庄 耕  集英社 913

･  背高泡立草　【第162回 芥川賞受賞作】  古川 真人  集英社 913

･  人面瘡探偵  中山 七里  小学館 913

 校則なくした中学校 たったひとつの校長ルール： 定期テストも制服も、いじめも
不登校もない！笑顔あふれる学び舎はこうしてつくられた

 西郷 孝彦  小学館 376

･  希みの文 風の市兵衛〈弐〉  辻堂 魁  祥伝社 913

･  妻の終活  坂井 希久子  祥伝社 913

･  さんかく  千早 茜  祥伝社 913

 首都圏発 日帰り 大人の小さな旅 社寺めぐり   昭文社 291

 創作する遺伝子 僕が愛したMEMEたち  小島 秀夫  新潮社 019

･  清明： 隠蔽捜査8  今野 敏  新潮社 913

･  君がいないと小説は書けない  白石 一文  新潮社 913

 レクリエ 2020年 3・4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

 夫婦・パートナー関係も それでいい。  細川 貂々, 水島 広子  創元社 146

 世界最高のエビデンスでやさしく伝える 最新医学で一番正しい アトピーの治し方  大塚 篤司  ダイヤモンド社 494

 経営や会計のことはよくわかりませんが、 儲かっている会社を教えてください！  川口 宏之  ダイヤモンド社 336

･  大江戸科学捜査 八丁掘のおゆう 北からの黒船  山本 巧次  宝島社 913

 スマホの中身も「遺品」です-デジタル相続入門  古田 雄介  中央公論新社 007

 無気力の心理学　改版-やりがいの条件  波多野 誼余夫, 稲垣 佳世子  中央公論新社 141

･  おいしい給食  紙吹 みつ葉  中央公論新社 913

 鳥・虫・草木と楽しむ オーガニック植木屋の剪定術
 ひきちガーデンサービス
（曳地トシ＋曳地義治）

 築地書館 627

 下級武士の田舎暮らし日記： 奉公・金策・獣害対策  支倉 清, 支倉 紀代美  築地書館 212

 AIに負けない子どもを育てる  新井 紀子  東洋経済新報社 370

 こころのたね。 yasuyoさんのかわいいお菓子  こころのたね。 yasuyo  永岡書店 596

 絶対に休めない医師がやっている最強の体調管理  大谷 義夫  日経ＢＰ 498

 世界「倒産」図鑑 波乱万丈25社でわかる失敗の理由  荒木 博行  日経ＢＰ 335

 アンチ整理術  森 博嗣  日本実業出版社 914

･  ザ・チェーン 連鎖誘拐〈上〉  エイドリアン マッキンティ  早川書房 933

･  ザ・チェーン 連鎖誘拐〈下〉  エイドリアン マッキンティ  早川書房 933

 デジタル・ミニマリスト： 本当に大切なことに集中する  カル・ニューポート  早川書房 007

 ポチらせる文章術  大橋 一慶  ぱる出版 674

 ラク速レシピ  五十嵐 ゆかり  扶桑社 596

･  むかしむかしあるところに、死体がありました。  青柳 碧人  双葉社 913

･  ムゲンのi〈上〉  知念 実希人  双葉社 913

･  ムゲンのi〈下〉  知念 実希人  双葉社 913

･  あなたのゼイ肉、落とします  垣谷 美雨  双葉社 913

･  小説「安楽死特区」  長尾 和宏  ブックマン社 913

 年中使える手作りの通園通学グッズ2020年版   ブティック社 594

 新装版「分かりやすい表現」の技術 意図を正しく伝えるための16のルール  藤沢 晃治  文響社 816



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  熱源　【第162回 直木賞受賞作】  川越 宗一  文藝春秋 913

 月曜断食ビジュアルBOOK  関口 賢  文藝春秋 498

 男子御三家　麻布・開成・武蔵の真実  矢野 耕平  文藝春秋 376

 文藝春秋 2020年 3月号   文藝春秋 914

･  湯島天神坂 お宿如月庵へようこそ 上弦の巻  中島 久枝  ポプラ社 913

 Tarzan特別編集 自衛隊ダイエットBOOK
 自衛隊、防衛省, 自衛隊体
育学校、自衛隊中央病院

 マガジンハウス 595

 続・無肥料栽培を実現する本（ビギナーからプロまで食の安全を願う全ての人々へ）  岡本 よりたか  マガジンランド 615

 犬の愛と人の愛　涙があふれる25の物語  石川 利昭  緑書房 645

 ひと口で人間をダメにするウマさ！ リュウジ式 悪魔のレシピ  リュウジ  ライツ社 596

 「年金20万・貯金1000万」でどう生きるか： 60歳からのマネー防衛術  岩崎 博充  ワニブックス 591

 どこに行っても治らなかったひざ痛を10日で治す私の方法  高田 祐希  ワニブックス 494

 yujiの星読み語り  yuji  ワニブックス 148

＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  スライムぴぴぴ   スクウェア・エニックス 913

 おにぎりをつくる  長野 陽一  ブロンズ新社 596

･  かいけつゾロリ スターたんじょう  原 ゆたか  ポプラ社 913

 パンツをさがせ！ ―パンツがぬげちゃった怪獣パルゴンの妖怪病院で人体大ぼ
うけん―

 小室 尚子  ワニブックス 491


