
公民館最新入荷図書（9月分）　　一般書：児童書：57冊　　児童書：11冊　　計 68冊　（9/1～9/30）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 図解 鎌田實医師が実践している 認知症にならない29の習慣  鎌田 實  朝日出版社 493

 おかあさん、お空のセカイのはなしをしてあげる！ 胎内記憶ガールの日常  竹内 文香  飛鳥新社 147

 ほんとうのリーダーのみつけかた  梨木 香歩  岩波書店 914

 コロナ後の日本経済  須田 慎一郎  インプレス 332

 ヒロシのソロキャンプ－～自分で見つけるキャンプの流儀～  ヒロシ  学研プラス 786

･  四畳半タイムマシンブルース  森見 登美彦  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  あきない世傳　金と銀〈八〉瀑布篇  高田 郁  角川春樹事務所 913

･  あきない世傳　金と銀〈九〉淵泉篇  高田 郁  角川春樹事務所 913

･  親子の絆にあらがって 親子十手捕物帳〈5〉  小杉 健治  角川春樹事務所 913

･  妻紅　神田職人えにし譚  知野 みさき  角川春樹事務所 913

 さらに、やめてみた。 自分のままで生きられるようになる、暮らし方・考え方  わたなべ ぽん  幻冬舎 590

･  トツ！  麻生 幾  幻冬舎 913

 自閉スペクトラム症 「発達障害」最新の理解と治療革命  岡田 尊司  幻冬舎 493

 ちはやふる〈43〉  末次 由紀  講談社 726

 地磁気逆転と「チバニアン」 地球の磁場は、なぜ逆転するのか  菅沼 悠介  講談社 450

 同調圧力　日本社会はなぜ息苦しいのか  鴻上 尚史, 佐藤 直樹  講談社 361

･  図書館の子  佐々木 譲  光文社 913

 マル農のひと  金井 真紀  左右社 615

 学び効率が最大化するインプット大全  樺沢 紫苑  サンクチュアリ・パブリッシング 002

･  透明な夜の香り  千早 茜  集英社 913

 データ農業が日本を救う  窪田 新之助  集英社インターナショナル 610

 お父さん、日本のことを教えて！ ──はじめての日本国史  赤塚 高仁  自由国民社 210

 すみっコぐらし検定公式ガイドブック すみっコぐらし大図鑑 改訂版   主婦と生活社 726

 ドラえもん 〈8〉  藤子・F・不二雄  小学館 726

 ドラえもん 〈27〉  藤子・F・不二雄  小学館 726

 ドラえもん 〈32〉  藤子・F・不二雄  小学館 726

 ドラえもん 〈36〉  藤子・F・不二雄  小学館 726

･  対極  鬼田 隆治  小学館 913

･  ミライヲウム  水沢 秋生  小学館 913

 eスポーツ選手はなぜ勉強ができるのか： トッププロゲーマーの「賢くなる力」  すいのこ  小学館 798

 名探偵コナン 〈22〉  青山 剛昌  小学館 726

 名探偵コナン 〈98〉  青山 剛昌  小学館 726

 日本の古典を英語で読む  ピーター・J・マクミラン  祥伝社 910

 女たちの本能寺  楠戸 義昭  祥伝社 210

･  夫の骨  矢樹 純  祥伝社 913

･  残照の剣 風の市兵衛〈弐〉  辻堂 魁  祥伝社 913

 あなたのスマホがとにかく危ない～元捜査一課が教える SNS、デジタル犯罪から
身を守る方法

 佐々木 成三  祥伝社 368

 朝鮮戦争の正体 なぜ戦争協力の全貌は隠されたのか  孫崎 享  祥伝社 221

･  まだ温かい鍋を抱いておやすみ  彩瀬 まる  祥伝社 913

･  食王  楡 周平  祥伝社 913

 ビジネス教養 地政学   新星出版社 312

･  カエルの楽園2020  百田 尚樹  新潮社 913

･  邦人奪還： 自衛隊特殊部隊が動くとき  伊藤 祐靖  新潮社 913

 子育てベスト100──「最先端の新常識×子どもに一番大事なこと」が1冊で全部
丸わかり

 加藤 紀子  ダイヤモンド社 379

 とてつもない数学  永野 裕之  ダイヤモンド社 410

 カビとり・殺菌・消毒 命を守るための掃除術   宝島社 597

 世界最強記憶術 場所法  平田 直也  ディスカヴァー・トゥエンティワン 141

 ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる  小竹 貴子  日経ＢＰ 596

 地形と日本人 ―私たちはどこに暮らしてきたか  金田 章裕  日本経済新聞出版社 210

 年収200万円でもたのしく暮らせます コロナ恐慌を生き抜く経済学  森永 卓郎  ＰＨＰ研究所 332

 小屋のすべて   扶桑社 527

･  夢をかなえるゾウ〈4〉ガネーシャと死神  水野 敬也  文響社 913

 緑内障 視神経乳頭陥凹拡大 眼科の名医10人が教える最高の克服法大全 ～聞
きたくても聞けなかった121問に専門医が本音で回答！

 相原一 ほか9名  文響社 496



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 文藝春秋 2020年 9月号   文藝春秋 914

 【マイナビ文庫】幸せが授かる 日本の神様事典 ～あなたを護り導く97柱の神々たち  CR & LF研究所  マイナビ 172

 ぜんぶ本の話  池澤 夏樹, 池澤 春菜  毎日新聞出版 904

 もっと美しき小さな雑草の花図鑑  多田 多恵子  山と溪谷社 470

＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 水族館のサバイバル〈1〉  ゴムドリco.  朝日新聞出版 480

･  モモ   岩波書店 943

 なぜ僕らは働くのか - 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと  佳奈  学研プラス 366

 長くつ下のピッピ   学研プラス 949

･  美女と野獣   ＫＡＤＯＫＡＷＡ 953

 どっちが強い！？ 動物オリンピック編 スポーツ王決定戦  Xベンチャーオールスターズ  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 480

･  ちいさなちいさな うみのおさんぽ  さかい さちえ  教育画劇 913

 [新版]科学の実験 DVDつき： あそび・工作・手品   小学館 407

 プラスチックのうみ  ミシェル・ロード  小学館 519

･  本好きの下剋上 第一部 兵士の娘〈4〉  香月 美夜  ＴＯブックス 913

 大人も知らない！ ？ スポーツの実は…   文響社 780


