
公民館最新入荷図書（5～6月分）　　一般書：児童書：80冊　　児童書：23冊　　計 103冊　（5/1～6/30）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  ひこばえ〈下〉  重松 清  朝日新聞出版 913

 アタックPTA  細川 貂々  朝日新聞出版 374

 一門 “冴えん師匠"がなぜ強い棋士を育てられたのか？  神田 憲行  朝日新聞出版 796

 たった3行でわかる！ 仕事のパソコン最短解決   朝日新聞出版 007

 めんどうな遺伝子検査をしなくても自分の遺伝子がわかる本  植前 和之  アスコム 491

 キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン  マーク・アロンソン&マリナ・ブドーズ  あすなろ書房 740

 介護保険が危ない！   岩波書店 364

 異論のススメ 正論のススメ  佐伯 啓思  エイアンドエフ 304

 天、共に在り アフガニスタン三十年の闘い  中村 哲  ＮＨＫ出版 333

 北欧女子オーサ日本を学ぶ  オーサ・イェークストロム  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 302

･  医学のたまご  海堂 尊  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  宮廷神官物語〈八〉  榎田 ユウリ  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  宮廷神官物語〈九〉  榎田 ユウリ  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  宮廷神官物語〈十〉  榎田 ユウリ  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  丸の内魔法少女ミラクリーナ  村田 沙耶香  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

･  暴虎の牙  柚月 裕子  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913

 人気店の味をおうちで！週末が楽しくなる再現ごはん  かっちゃん  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596

･  ピカソになれない私たち  一色 さゆり  幻冬舎 913

･  逃亡者  中村 文則  幻冬舎 913

 ホームレス消滅  村田 らむ  幻冬舎 368

･  御社のチャラ男  絲山 秋子  講談社 913

･  おっぱい先生  泉 ゆたか  光文社 913

･  黙(しじま)  辻堂 魁  光文社 913

 彼らを書く  片岡 義男  光文社 764

 ホハレ峠;ダムに沈んだ徳山村 百年の軌跡  大西 暢夫  彩流社 289

 英語でガイド！ 外国人がいちばん不思議に思う日本のくらし  デイビッド・セイン  Ｊリサーチ出版 361

･  クスノキの番人  東野 圭吾  実業之日本社 913

･  坂下あたると、しじょうの宇宙  町屋 良平  集英社 913

･  言の葉は、残りて  佐藤 雫  集英社 913

･  逆ソクラテス  伊坂 幸太郎  集英社 913

･  嫁ぐ日 狸穴あいあい坂  諸田 玲子  集英社 913

･  できない男  額賀 澪  集英社 913

･  怖い患者  久坂部 羊  集英社 913

･  カケラ  湊 かなえ  集英社 913

 ONE PIECE　ワンピース　96  尾田 栄一郎  集英社 726

･  君はるか 古関裕而と金子の恋  古関 正裕  集英社インターナショナル 913

･  十字架のカルテ  知念 実希人  小学館 913

･  赤ちゃんをわが子として育てる方を求む  石井 光太  小学館 913

 蝶の唆え： 現代のファーブルが語る自伝エッセイ  奥本 大三郎  小学館 914

 120歳まで生きたいので、最先端医療を取材してみた  堀江 貴文  祥伝社 490

･  輪舞曲  朝井 まかて  新潮社 913

･  MISSING 失われているもの  村上 龍  新潮社 913

 本当の「頭のよさ」ってなんだろう？： 勉強と人生に役立つ、一生使える ものの考え方  齋藤 孝  誠文堂新光社 159

 レクリエ 2020 7・8月 制作・ゲーム・運動 介護現場で役立ちます  世界文化社  世界文化社 369

 未来の授業 私たちのSDGs探究BOOK   宣伝会議 375

 生き物の死にざま  稲垣 栄洋  草思社 481

 話すチカラ  齋藤 孝, 安住 紳一郎  ダイヤモンド社 809

 業務スーパーやみつきレシピ   宝島社 596

･  合唱 岬洋介の帰還  中山 七里  宝島社 913

 食べない子が変わる魔法の言葉  山口 健太  辰巳出版 599

･  廉太郎ノオト  谷津 矢車  中央公論新社 913

･  流人道中記〈下〉  浅田 次郎  中央公論新社 913

･  四神の旗  馳 星周  中央公論新社 913

 ビジュアル パンデミック・マップ 伝染病の起源・拡大・根絶の歴史
 監修：竹田 誠, 監修：竹田
美文, 編集：ナショナル ジオ
グラフィック, 翻訳：関谷 冬華

 日経ナショナル
ジオグラフィック社

493



＜一般書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 派遣添乗員ヘトヘト日記 ――当年66歳、本日も“日雇い派遣"で旅に出ます  梅村 達  フォレスト出版 689

 老～い、どん！ あなたにも「ヨタヘロ期」がやってくる  樋口 恵子  婦人之友社 367

･  楡の墓  浮穴 みみ  双葉社 913

･  緋色の残響  長岡 弘樹  双葉社 913

 志らくの食べまくら  立川 志らく  双葉社 779

 ビレッジプライド 「0円起業」の町をつくった公務員の物語  寺本 英仁  ブックマン社 601

 “老いを楽しむ"川柳 老いてこそ 老いるショックを 楽しもう！  山﨑 恭江  文芸社 911

 ぷかり 喜界島  ぼんたろう  文芸社 291

 文藝春秋 2020年 5月号   文藝春秋 914

 サル化する世界  内田 樹  文藝春秋 304

 将棋指しの腹のうち  先崎 学  文藝春秋 796

･  わかれ縁  西條 奈加  文藝春秋 913

･  東京、はじまる  門井 慶喜  文藝春秋 913

･  罪人の選択  貴志 祐介  文藝春秋 913

･  木になった亜沙  今村 夏子  文藝春秋 913

 猫を棄てる 父親について語るとき  村上 春樹  文藝春秋 914

･  燃えよ剣  司馬 遼太郎  文藝春秋 913

 無理難題が多すぎる  土屋 賢二  文藝春秋 914

･  おこん春暦 新・居眠り磐音  佐伯 泰英  文藝春秋 913

･  僕が殺した人と僕を殺した人  東山 彰良  文藝春秋 913

･  暗鬼夜行  月村 了衛  毎日新聞出版 913

 志村流 ―当たり前のことが出来れば、仕事も人生も絶対に成功する  志村 けん  三笠書房 779

 海釣り 完全BOOK 基礎と上達がまるわかり！ 仕掛け・釣り方最強のコツ〈新版〉   メイツユニバーサルコンテンツ 787

 生花から自在にアレンジ プリザーブドフラワー 素敵な70のアイデア〈新版〉   メイツユニバーサルコンテンツ 594

 材料2つから作れる！ 魔法のてぬきおやつ  てぬキッチン  ワニブックス 596

 子どもの未来は100% 朝ごはん ―子育てに必要なのは「愛情」と「栄養」だけ〈―〉  西山 由美  ワニブックス 493

＜児童書＞

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

･  タヌキのきょうしつ  山下 明生  あかね書房 913

 今解き教室 2019年 12月号 L1基礎   朝日新聞出版

 今解き教室 2019年 12月号 L2発展   朝日新聞出版

･  おれ、よびだしになる  中川 ひろたか  アリス館 913

 カイルのピアノ 紀平凱成 よろこびの音 音符があふれだす！ 発達障害の少年
夢への第一歩

 高山 リョウ  岩崎書店 762

･  飛ぶための百歩  ジュゼッペ・フェスタ  岩崎書店 973

 北極と南極のへぇ～ くらべてわかる地球のこと  中山 由美  学研プラス 402

 風を切って走りたい！ 夢をかなえるバリアフリー自転車  高橋 うらら  金の星社 536

 平和のバトン： 広島の高校生たちが描いた8月6日の記憶
 広島平和記念資料館, 原
爆資料館=, 弓狩 匡純

 くもん出版 319

･  月と珊瑚  上條 さなえ  講談社 913

･  その声は、長い旅をした  ささめや ゆき, 中澤 晶子  国土社 913

 ポリぶくろ、1まい、すてた  ミランダ ポール  さ・え・ら書房 289

･  フラミンゴボーイ  マイケル モーパーゴ  小学館 933

･  山のちょうじょうの木のてっぺん  最上 一平  新日本出版社 913

･  11番目の取引  アリッサ・ホリングスワース  鈴木出版 933

･  おんせんたまご  中尾 昌稔  大日本図書 913

･  天使のにもつ  いとう みく  童心社 913

･  ねこと王さま  ニック・シャラット  徳間書店 933

 気になるあの病気から自分を守る！ 感染症キャラクター図鑑   日本図書センター 493

 まほうのおまめ だいずのたび   文藝春秋 616

･  青いあいつがやってきた！？  松井 ラフ  文研出版 913

 ヒロシマ 消えたかぞく  指田 和  ポプラ社 210

･  ながーい5ふん みじかい5ふん
 リズ・ガートン スキャンロ
ン, オードリー ヴァーニック

 光村教育図書 933


