
公民館最新入荷図書（10月分）　　一般書：児童書：53冊　　児童書：10冊　　計 63冊　（10/1～10/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 エモい古語辞典  堀越 英美  朝日出版社 814

･  天下大乱  伊東 潤  朝日新聞出版 913

 僕の心臓は右にある  大城 文章（チャンス大城）  朝日新聞出版 779

 新しい英語力の教室 同時通訳者が教える本当に使える英語術  田中 慶子  インプレス 830

 momo vol.20 クラフト特集号  momo編集部  インプレス 590

 犯罪心理学者が教える子どもを呪う言葉・救う言葉  出口 保行  ＳＢクリエイティブ 379

･  流浪地球  劉 慈欣  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 923

 ホモ・デウス〈上〉テクノロジーとサピエンスの未来  ユヴァル・ノア・ハラリ  河出書房新社 204

 ホモ・デウス〈下〉テクノロジーとサピエンスの未来  ユヴァル・ノア・ハラリ  河出書房新社 204

 限りある時間の使い方  オリバー・バークマン  かんき出版 159

･  かんむり  彩瀬 まる  幻冬舎 913

･  落語DE古事記  桂 竹千代  幻冬舎 913

･  此の世の果ての殺人  荒木 あかね  講談社 913

 1日4分 世界標準の科学的トレーニング 今日から始める「タバタトレーニング」  田畑 泉  講談社 780

･  乱鴉の空  あさの あつこ  光文社 913

 SF作家の地球旅行記  柞刈 湯葉  産業編集センター 915

･  地図と拳  小川 哲  集英社 913

･  リバー  奥田 英朗  集英社 913

･  掌に眠る舞台  小川 洋子  集英社 913

･  ハヤブサ消防団  池井戸 潤  集英社 913

 医者の僕が認知症の母と過ごす23年間のこと  森田 豊  自由国民社 493

 世界のビジネスエリートを魅了する 教養としての着物  上杉 惠理子  自由国民社 383

･  レッドゾーン  夏川 草介  小学館 913

 瓢箪から人生  夏井 いつき  小学館 911

 1歳の君とバナナへ  岡田 悠  小学館 599

 千葉のトリセツ   昭文社 291

 編めば編むほどわたしはわたしになっていった  三國 万里子  新潮社 914

･  家裁調査官・庵原かのん  乃南 アサ  新潮社 913

 ドキュメント小説 ケーキの切れない非行少年たちのカルテ  宮口 幸治  新潮社 368

･  いつもの木曜日  青山 美智子  宝島社 913

･  夜の道標  芦沢 央  中央公論新社 913

･  水底のスピカ  乾 ルカ  中央公論新社 913

 83歳、脱サラ農家の終農術 ―おいしく・はつらつ・愉快に生きる  杉山 経昌  築地書館 610

 地図帳の深読み 鉄道編  今尾 恵介  帝国書院 448

 ANA 苦闘の1000日  高尾 泰朗  日経ＢＰ 687

 自分の頭で考える読書 変化の時代に、道が拓かれる「本の読み方」  荒木 博行  日本実業出版社 019

 眠れなくなるほど面白い 図解 仏教  渋谷 申博  日本文芸社 180

 母の友　2022年11月号　特別企画こどもに聞かせる一日一話   福音館書店 051

 「神様」のいる家で育ちました～宗教2世な私たち～  菊池 真理子  文藝春秋 916

 ルポ　誰が国語力を殺すのか  石井 光太  文藝春秋 372

･  噓つきジェンガ  辻村 深月  文藝春秋 913

･  SLやまぐち号殺人事件  西村 京太郎  文藝春秋 913

 歴史をこじらせた女たち  篠 綾子  文藝春秋 281

･  クロコダイル・ティアーズ  雫井 脩介  文藝春秋 913

 お天気ハンター、異常気象を追う  森 さやか  文藝春秋 451

･  名乗らじ　　空也十番勝負〈8〉  佐伯 泰英  文藝春秋 913

 文藝春秋 2022年 10月特別号   文藝春秋 914

 怖い血栓症はこうしたら防げる！ 治せる！  金田 一子  平原社 493

 小さいわたし  益田 ミリ  ポプラ社 914

 天才たちの未来予測図
 高橋弘樹 （編著）, 斎藤幸平,
小島武仁, 内田舞, 成田悠輔  マガジンハウス 304

 眠れないほど面白い空海の生涯： 1200年前の巨人の日常が甦る！  由良 弥生  三笠書房 188

 こわいほど自分の強みがわかる！すごい手相学 脳の動きは手にあらわれる  寺島 みさお  ユサブル 148

 リュウジ式至高のレシピ 人生でいちばん美味しい！ 基本の料理100 【料理レシ
ピ本大賞2022大賞受賞】

 リュウジ  ライツ社 596



＜児童書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  そらの100かいだてのいえ   偕成社 913

･  パンどろぼう　おにぎりぼうやのたびだち  柴田 ケイコ  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

 お菓子はすごい！： パティシエが先生！ 小学生から使える、子どものためのはじ
めてのお菓子の本

  柴田書店 596

 ドラえもんの英語おもしろ攻略 ひみつ道具で学ぶ英語のルール   小学館 835

･  大きな絵本 にゃーご  宮西 達也  鈴木出版 913

･  トスカのクリスマス  マシュー・スタージス  徳間書店 913

 子どもの本の世界を変えたニューベリーの物語  ミシェル・マーケル  西村書店 289

･  こどもに聞かせる一日一話 「母の友」特選童話集   福音館書店 913

 どんぐりころころむし  澤口 たまみ  福音館書店 486

･  しろくまのパンツ  tupera tupera  ブロンズ新社 913


