
公民館最新入荷図書（10月分）　　一般書：児童書：46冊　　児童書：8冊　　計 54冊　（10/1～10/31）

＜一般書＞ 1

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 素手のふるまい 芸術で社会をひらく  鷲田 清一  朝日新聞出版 704

･  夜の声を聴く  宇佐美 まこと  朝日新聞出版 913

･  25の短編小説   朝日新聞出版 913

 食べても太らず、免疫力がつく食事法  石黒 成治  インプレス 498

 エリック・カールの えいごがいっぱい   偕成社 834

･  推し、燃ゆ  宇佐見 りん  河出書房新社 913

 Joy at Work　片づけでときめく働き方を手に入れる  近藤麻理恵, スコット・ソネンシェイン  河出書房新社 159

 パン屋ではおにぎりを売れ　想像以上の答えが見つかる思考法  柿内 尚文  かんき出版 141

･  もう、聞こえない  誉田 哲也  幻冬舎 913

･  虚構推理短編集　岩永琴子の出現  城平 京  講談社 913

･  虚構推理  城平 京  講談社 913

･  虚構推理　スリーピング・マーダー  城平 京  講談社 913

･  半沢直樹 アルルカンと道化師  池井戸 潤  講談社 913

 万葉学者、墓をしまい母を送る  上野 誠  講談社 916

･  駆ける百合　上絵師 律の似面絵帖  知野 みさき  光文社 913

 東京裏返し　社会学的街歩きガイド  吉見 俊哉  集英社 361

･  灯台からの響き  宮本 輝  集英社 913

･  類  朝井 まかて  集英社 913

 フライパン煮込み  若山 曜子  主婦と生活社 596

･  始まりの木  夏川 草介  小学館 913

 ぼくの「自学ノート」  梅田 明日佳  小学館 379

 家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった  岸田 奈美  小学館 914

 その犬の名を誰も知らない  嘉悦 洋  小学館集英社プロダクション 916

･  ハリネズミは月を見上げる  あさの あつこ  新潮社 913

･  サキの忘れ物  津村 記久子  新潮社 913

 家呑み完全ガイド 【完全ガイドシリーズ293】   晋遊舎 596

 自宅LIFEに良いモノベストコレクション   晋遊舎 590

 レクリエ 2020年 11・12月 制作・ゲーム・運動 介護の現場で役立ちます！  世界文化社  世界文化社 369

 レクリエ 2020-2021 特別号 感染予防対策特集  世界文化社  世界文化社 369

 あたらしい、あしらい。　 あしらいに着目したデザインレイアウトの本  ingectar‐e  ソシム 674

 14歳で"おっちゃん"と出会ってから、15年考えつづけてやっと見つけた「働く意味」  川口 加奈  ダイヤモンド社 368

 地下アイドルの法律相談  深井 剛志, 姫乃 たま, 西島 大介  日本加除出版 767

 13歳から分かる！ 7つの習慣　自分を変えるレッスン   日本図書センター 159

 バンクシー 壁に隠れた男の正体 BANKSY THE MAN BEHIND THE WALL  ウィル エルスワース=ジョーンズ  ＰＡＲＣＯ出版 723

 妄想国語辞典2  野澤 幸司  扶桑社 917

 バズレシピ ベジ飯編　進化した“野菜の食べ方"がここにある！  リュウジ  扶桑社 596

･  沖晴くんの涙を殺して  額賀 澪  双葉社 913

･  遥かに届くきみの聲  大橋 崇行  双葉社 913

 血糖値がみるみる下がる！7秒スクワット 1回7秒！ 薬に頼らずヘモグロビンA1c
が下がる！

 宇佐見 啓治  文響社 493

 簡単解説 今さら聞けない アメリカ大統領選のしくみ   文響社 314

･  げいさい  会田 誠  文藝春秋 913

 Au オードリー・タン　天才IT相7つの顔  アイリス チュウ, 鄭 仲嵐  文藝春秋 289

･  斬鬼たち　八丁堀「鬼彦組」激闘編  鳥羽 亮  文藝春秋 913

 文藝春秋 2020年 10月号   文藝春秋 914

 アスク・ミー・ホワイ  古市 憲寿  マガジンハウス 013

 マンガ版 ちょっとだけ・こっそり・素早く「言い返す」技術  ゆうきゆう  三笠書房 361



＜児童書＞ 2

図　　書　　名 著 者 名 出版者名

 よみがえった奇跡の紅型  中川 なをみ  あすなろ書房 753

･  ハンカチともだち  なかがわ ちひろ  アリス館 913

･  かわにくまがおっこちた  リチャード・T・モリス  岩崎書店 933

･  モアナと伝説の海  水上 じろう  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 933

 ポコポコ アイスクリーム  さかい さちえ  教育画劇 596

･  ちいさなちいさな ひみつのたから  さかいさちえ  教育画劇 913

 星のカービィ： デデデでプププなものがたり 〈7〉  ひかわ 博一  小学館 726

 戦場の秘密図書館 ～シリアに残された希望  マイク トムソン  文溪堂 010


