
公民館最新入荷図書（11～12月分）　　一般書：児童書：48冊　　児童書：7冊　　計 55冊　（11/1～12/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 親子の法則 人生の悩みが消える「親捨て」のススメ  三凛 さとし  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 367

･  写楽女  森 明日香  角川春樹事務所 913

 美術の物語  エルンスト・H・ゴンブリッチ  河出書房新社 702

 徳川家康という人  本郷 和人  河出書房新社 289

 相棒は秋田犬 現代の縄文犬と共に過ごした3989日  村山二朗  カンゼン 645

 「国の借金は問題ない」って本当ですか？？森永先生！経済ど素人の私に、
MMTの基本を教えてください。

 森永 康平  技術評論社 341

 ほんとうの定年後 「小さな仕事」が日本社会を救う  坂本 貴志  講談社 366

 世界インフレの謎  渡辺 努  講談社 337

･  老害の人  内館 牧子  講談社 913

･  老人ホテル  原田 ひ香  光文社 913

 運動脳  アンデシュ・ハンセン  サンマーク出版 491

･  黒子のバスケ ―Replace 1 ―  平林 佐和子, 藤巻 忠俊  集英社 913

･  黒子のバスケ ―Replace 2 ― キセキの学園祭  平林 佐和子, 藤巻 忠俊  集英社 913

･  黒子のバスケ ―Replace 3 ― ひと夏のキセキ  平林 佐和子, 藤巻 忠俊  集英社 913

･  黒子のバスケ ―Replace 4 ― 1/6のキセキ  平林 佐和子, 藤巻 忠俊  集英社 913

･  黒子のバスケ ―Replace 5 ― ふぞろいのエースたち  平林 佐和子, 藤巻 忠俊  集英社 913

･  黒子のバスケ ―Replace 6 ― キセキの遠征  平林 佐和子, 藤巻 忠俊  集英社 913

･  黒子のバスケ ウインターカップ総集編 ～影と光～  平林 佐和子  集英社 913

･  黒子のバスケ ウインターカップ総集編 ～涙の先へ～  誉司 アンリ  集英社 913

･  黒子のバスケ ウインターカップ総集編 ～扉の向こう～  誉司 アンリ  集英社 913

･  劇場版 黒子のバスケ LAST GAME  平林 佐和子  集英社 913

･  吼えろ道真 大宰府の詩  澤田 瞳子  集英社 913

･  愚者の階梯  松井 今朝子  集英社 913

･  十三夜の焔  月村 了衛  集英社 913

･  栞と嘘の季節  米澤 穂信  集英社 913

 太陽の子 日本がアフリカに置き去りにした秘密  三浦 英之  集英社 334

 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく  川内 有緒  集英社インターナショナル 706

 語学の天才まで1億光年  高野 秀行  集英社インターナショナル 804

 たくましい数学 九九さえ出来れば大丈夫！  吉田 武  集英社インターナショナル 410

･  ひたむきに 風烈廻り与力・青柳剣一郎  小杉 健治  祥伝社 913

 「山田五郎 オトナの教養講座」 世界一やばい西洋絵画の見方入門  山田 五郎  宝島社 723

･  倒産続きの彼女  新川 帆立  宝島社 913

 幸福とは何ぞや-増補新版  佐藤 愛子  中央公論新社 917

･  馬上の星 -小説・馬援伝  宮城谷 昌光  中央公論新社 913

･  連鎖  黒川 博行  中央公論新社 913

 人類の起源-古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」  篠田 謙一  中央公論新社 469

 世界は、愛でできている   テルブックス 159

･  一橋桐子（76）の犯罪日記  原田 ひ香  徳間書店 913

 さあ、才能（じぶん）に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0  トム・ラス  日本経済新聞出版社 159

･  シンプルな情熱  アニー エルノー  早川書房 953

･  嫉妬/事件  アニー・エルノー  早川書房 953

 母の友　2023年 1月号   福音館書店 051

 母の友　2022年12月号   福音館書店 051

･  変な絵  雨穴  双葉社 913

･  機械仕掛けの太陽  知念 実希人  文藝春秋 913

･  なんとかしなくちゃ。 青雲編  恩田 陸  文藝春秋 913

 文藝春秋 2022年 11月号   文藝春秋 914

 文藝春秋 2022年 12月号   文藝春秋 914



＜児童書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  バスが来ましたよ  由美村 嬉々, 松本 春野  アリス館 913

 10歳からのプロジェクトマネジメント： 夢・目標をかなえる力がつく！   くもん出版 002

 考えると楽しい地図： そのお店は、なぜここに？  今和泉 隆行  くもん出版 448

･  おすしが ふくを かいにきた  田中 達也  白泉社 913

 旅するタネの図鑑  多田 多恵子  文一総合出版 471

･  ぞぞぞ  森 あさ子  ポプラ社 913

･  ころりん・ぱ！  ひらぎ みつえ  ほるぷ出版 913


