
公民館最新入荷図書（7月分）　　一般書：児童書：39冊　　児童書：16冊　　計 55冊　（7/1～7/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 NHK出版 学びのきほん 本の世界をめぐる冒険  ナカムラ クニオ  ＮＨＫ出版 020

 3歳から始めるお料理レッスン  青空キッチン  海竜社 596

･  おいしくて泣くとき  森沢 明夫  角川春樹事務所 913

 ザシキワラシと婆さま夜語り： 遠野のむかし話  佐々木 喜善  河出書房新社 388

･  縄紋  真梨 幸子  幻冬舎 913

･  明け方の若者たち  カツセ マサヒコ  幻冬舎 913

 ほんとはかわいくないフィンランド  芹澤 桂  幻冬舎 293

･  飛猿彦次人情噺 攫われた娘  鳥羽 亮  幻冬舎 913

 空気を読む脳  中野 信子  講談社 491

･  告解  薬丸 岳  講談社 913

･  じんかん  今村 翔吾  講談社 913

 SNSで売る！： 「いいね」を「買います」に変えるテクニック  鈴木 宏佳  合同出版 675

･  新酒番船  佐伯 泰英  光文社 913

･  黄昏の決闘 若鷹武芸帖  岡本 さとる  光文社 913

･  バケモンの涙  歌川 たいじ  光文社 913

･  なんて嫁だ めおと相談屋奮闘記  野口 卓  集英社 913

･  家族じまい  桜木 紫乃  集英社 913

 1分舌そうじ──健康寿命をのばす！  精田 紀代美  自由国民社 497

 これからのテレワーク──新しい時代の働き方の教科書  片桐 あい  自由国民社 336

 ドラえもん 0巻  藤子・F・ 不二雄  小学館 726

 暗やみの中で一人枕をぬらす夜は ―ブッシュ孝子全詩集  ブッシュ 孝子  新泉社 911

 旅のつばくろ  沢木 耕太郎  新潮社 915

･  迷子のままで  天童 荒太  新潮社 913

 若い読者に贈る美しい生物学講義 感動する生命のはなし  更科 功  ダイヤモンド社 460

･  能楽ものがたり 稚児桜  澤田 瞳子  淡交社 913

･  黄昏坂 七人斬り  門田 泰明  徳間書店 913

 藤井恵の腹凹ごはん  藤井 恵  日経ＢＰ 596

･  きたきた捕物帖  宮部 みゆき  ＰＨＰ研究所 913

･  1日10分のごほうび NHK国際放送が選んだ日本の名作
 赤川 次郎, 江國 香織, 角田 光
代, 田丸 雅智, 中島 京子, 原田
マハ, 森 浩美, 吉本 ばなな

 双葉社 913

･  少年と犬 【第163回 直木賞受賞作】  馳 星周  文藝春秋 913

 女帝 小池百合子  石井 妙子  文藝春秋 289

 文藝春秋 2020年 7月号   文藝春秋 914

 虫とゴリラ  養老 孟司, 山極 寿一  毎日新聞出版 469

 時代へ、世界へ、理想へ 同時代クロニクル2019→2020  髙村 薫  毎日新聞出版 914

 大人のワークマン   マガジンボックス 589

 魔法のストレッチ  黒田 美帆, 大村 佳子  マキノ出版 781

 今の空から天気を予想できる本  武田 康男  緑書房 451

 WOODY LIFE「ハンドメイド・ライフ最前線」   山と溪谷社 527

 乗務員室からみたJR 英語車掌の本当にあった鉄道打ち明け話  関 大地  ユサブル 686



＜児童書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 おいしく たべる   朝日新聞出版 498

 世界のあいさつことば学  稲葉 茂勝  今人舎 801

･  ちっちゃな サリーは みていたよ ひとりでも ゆうきを だせたなら  ジャスティン ロバーツ  岩崎書店 933

 NHK子ども科学電話相談 恐竜スペシャル！   ＮＨＫ出版 457

 NHK子ども科学電話相談 昆虫スペシャル！   ＮＨＫ出版 486

･  ひらがなだいぼうけん  宮下 すずか  偕成社 913

 100円たんけん  中川 ひろたか  くもん出版 337

･  なみきビブリオバトル・ストーリー
 赤羽じゅんこ、松本聡美、お
おぎやなぎちか、森川成美  さ・え・ら書房 913

 普及版 考える練習をしよう  マリリン バーンズ  晶文社 141

･  なんでももってる（？）男の子  イアン・ホワイブラウ  徳間書店 933

 道成寺 ―大蛇になった乙女  片山 清司  ビーエル出版 912

 明日をつくる十歳のきみへ： ─一〇三歳のわたしから  日野原 重明  冨山房インターナショナル 159

･  読書マラソン、チャンピオンはだれ？  クラウディア ミルズ  文溪堂 933

 さかなのたまご： いきのこりを かけた だいさくせん  内山 りゅう  ポプラ社 487

･  貸出禁止の本をすくえ！  アラン グラッツ  ほるぷ出版 933

･  あかりの木の魔法  岡田 淳  理論社 913


