
公民館最新入荷図書（6月分）　　一般書：児童書：48冊　　児童書：22冊　　計 70冊　（6/1～6/30）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 土を育てる： 自然をよみがえらせる土壌革命  ケイブ・ブラウン  ＮＨＫ出版 613

･  棘の家  中山 七里  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  きみは雪をみることができない  人間 六度  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  あの頃な  マンボウ やしろ  角川春樹事務所 913

･  あきない世傳 金と銀〈12〉出帆篇  高田 郁  角川春樹事務所 913

･  くるまの娘  宇佐見 りん  河出書房新社 913

 てづくり推しぬいBOOK　きせかえできるぬいぐるみ  平栗 あずさ  グラフィック社 594

･  マイクロスパイ・アンサンブル  伊坂 幸太郎  幻冬舎 913

･  脱北航路  月村 了衛  幻冬舎 913

 80歳の壁  和田 秀樹  幻冬舎 159

 フィンランドはなぜ「世界一幸せな国」になったのか  岩竹 美加子  幻冬舎 302

 さらば、欲望　資本主義の隘路をどう脱出するか  佐伯 啓思  幻冬舎 304

･  黛家の兄弟  砂原 浩太朗  講談社 913

･  スクイッド荘の殺人  東川 篤哉  光文社 913

･  石礫　機捜235  今野 敏  光文社 913

 世界滅亡国家史  ギデオン・デフォー  サンマーク出版 209

･  朽ちゆく庭  伊岡 瞬  集英社 913

 今日は、これをしました  群 ようこ  集英社 914

 お気軽移住のライフハック100  宇都宮 ミゲル  集英社インターナショナル 365

･  宙ごはん  町田 そのこ  小学館 913

･  刑事弁護人  薬丸 岳  新潮社 913

･  ミトンとふびん  吉本 ばなな  新潮社 913

 不倫と正義  中野 信子, 三浦 瑠麗  新潮社 367

 自律神経を整えるお得技ベストセレクション　【お得技シリーズ213】  晋遊舎  晋遊舎 498

 はじめての離乳食完全ガイド　【完全ガイドシリーズ345】  晋遊舎  晋遊舎 599

 70歳からは超シンプル調理で「栄養がとれる」食事に変える！  塩野﨑 淳子  すばる舎 498

 すごいタイトル㊙法則  川上 徹也  青春出版社 674

 ゼンリン住宅地図　千葉県長生郡睦沢町 202205  ゼンリン  ゼンリン 291

 「ネコひねり問題」を超一流の科学者たちが全力で考えてみた 「ネコの空中立ち
直り反射」という驚くべき謎に迫る

 グレゴリー・J・グバー  ダイヤモンド社 404

 ゆるキャン△キャンプ道具 増補改訂版   宝島社 786

･  幸村を討て  今村 翔吾  中央公論新社 913

･  Y字橋  佐藤 洋二郎  鳥影社 913

 先生、どうか皆の前でほめないで下さい： いい子症候群の若者たち  金間 大介  東洋経済新報社 371

 無限　Newtonライト2.0   ニュートンプレス 404

･  ミッドナイト・ライブラリー  マット ヘイグ  ハーレクイン 933

･  子宝船　きたきた捕物帖〈2〉  宮部 みゆき  ＰＨＰ研究所 913

 母の友　2022年7月号　特集「気になるみんなの24時間」  母の友  福音館書店 051

 セールス・イズ 科学的に「成果をコントロールする」営業術  今井 晶也  扶桑社 673

･  雨滴は続く  西村 賢太  文藝春秋 913

･  風に訊け　空也十番勝負〈7〉  佐伯 泰英  文藝春秋 913

･  傑作はまだ  瀬尾 まいこ  文藝春秋 913

･  夢見る帝国図書館  中島 京子  文藝春秋 913

･  小隊  砂川 文次  文藝春秋 913

 文藝春秋 2022年5月号
 藤原正彦(著), 船橋洋
一(著), 塩野七生(著)

 文藝春秋 914

 にゃんこLOVE ぜんぶ盛り　anan特別編集 合本   マガジンハウス 645

 70代で死ぬ人、80代でも元気な人  和田 秀樹  マガジンハウス 159

 ちいさい世界（もの）づくり ―身近なものでできるジオラマとドールハウス―  Hanabira工房  ワニブックス 759

 上沼恵美子のおしゃべりクッキング 永久保存版 BESTおかず   ワン・パブリッシング 596



＜児童書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  どうぶつたいじゅうそくてい  聞かせ屋。けいたろう  アリス館 913

･  どうぶつしんちょうそくてい  聞かせ屋。けいたろう  アリス館 913

･  てんじつきさわるえほん 音にさわる：はるなつあきふゆをたのしむ「手」  広瀬 浩二郎  偕成社 913

･  もりの100かいだてのいえ  いわい としお  偕成社 913

 この世界からサイがいなくなってしまう ― アフリカでサイを守る人たち  味田村 太郎  学研プラス 489

･  ちいさな ちいさな ほしのあかり  さかい さちえ  教育画劇 913

･  せんろはつづく にほんいっしゅう   金の星社 913

 牛の教え   群羊社 645

 豚・鶏の教え   群羊社 645

 オールウルトラマン　まるごと 大図鑑  講談社  講談社 778

 おやすみルーシー ウイルスがやってきた！  ルーシー, 新妻 耕太  サンクチュアリ・パブリッシング 491

･  戦国姫 ―花の巻―  藤咲 あゆな  集英社 913

･  戦国姫 ―鳥の巻―  藤咲 あゆな  集英社 913

･  戦国姫 ―風の巻―  藤咲 あゆな  集英社 913

･  戦国姫 ―月の巻―  藤咲 あゆな  集英社 913

 世界を変えた知っておくべき100人の発見： インフォグラフィックスで学ぶ楽しい
サイエンス

 レオナール デュポン,
アビゲイル ウィートリー

 小学館 404

 科学について知っておくべき100のこと： インフォグラフィックスで学ぶ楽しいサイエンス   小学館 404

･  ぼくの弱虫をなおすには  K・L・ゴーイング  徳間書店 933

･  つくしちゃんとおねえちゃん  いとう みく  福音館書店 913

･  チョコレートタッチ  パトリック・スキーン・キャトリング  文研出版 933

･  すうがくでせかいをみるの  ミゲル タンコ  ほるぷ出版 933

･  111本の木  リナ・シン  光村教育図書 933


