
一般書   2021年度（2021/4～2022/3）曽谷公民館図書室　購入図書
分類順に並んでいます

書籍№ 書      名 著者名 出版社 分類

210076 YouTube基本+活用ワザ : 最新決定版 田口和裕, 森嶋良子, できるシリーズ編集部 著 インプレス 007ユ

210155 100万回死んだねこ : 覚え違いタイトル集 福井県立図書館 編著 講談社 015ヒ

210018 幸せ上手さん習慣 星ひとみ 著 小学館 148ホ

210037 父渋沢栄一 渋沢秀雄 著 実業之日本社 289シ

210109 闇の盾 : 政界・警察・芸能界の守り神と呼ばれた男 寺尾文孝 著 講談社 289テ

210156 地図で読み解く東京 岡田直 監修 三才ブックス 291チ

210161 ぶら鉄 : 親子でGO!電車見まくりスポット首都圏版 レイルマンフォトオフィス 著 昭文社 291ブ

210125 タイムズ : 「未来の分岐点」をどう生きるか 真山仁 著 朝日新聞出版 304マ

210074 株・投資信託・iDeCo・NISAがわかる今さら聞けない投資の超基本 泉美智子 著奥村彰太郎 監修 朝日新聞出版 338イ

210127 よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑 大野萌子 著 サンマーク出版 361オ

210104 老いの福袋 : あっぱれ!ころばぬ先の知恵88 樋口恵子 著 中央公論新社 367ヒ

210017 老後の年表 横手彰太 著 かんき出版 367ヨ

210075 スマホで防災 : 家族も自分も守る!スマホで始める最新防災マニュアル 宮下由多加 著 ジャムハウス 369ミ

210114 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　２ ブレイディみかこ 著 新潮社 376ブ

210157 すばらしい人体 : あなたの体をめぐる知的冒険 山本健人 著 ダイヤモンド社 490ヤ

210001 スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 著久山葉子 訳 新潮社 491ハ

210040 うつ・適応障害・双極性障害 : 心の名医7人が教える最高の治し方大全 文響社 493ウ

210158 認知症世界の歩き方 筧裕介 著認知症未来共創ハブ ほか 監修 ライツ社 493カ

210142 ボクはやっと認知症のことがわかった 長谷川和夫, 猪熊律子 著 KADOKAWA 493ハ

210041 精神科医が教えるストレスフリー超大全 樺沢紫苑 著 ダイヤモンド社 498カ

210077 ひとり暮らしレスキューBOOK 成美堂出版編集部 編 成美堂出版 590ヒ

210107 なくす家事 : 暮らしのムダをなくしてシンプルに マキ 著 KADOKAWA 590マ

210078 本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長 著 朝日新聞出版 591リ

210186 人気作家のかわいい刺しゅう740 北村絵里, 田村里香, 千葉美波子, マカベアリス 著 西東社 594ニ

210182 10年かかって地味ごはん 和田明日香 著 主婦の友社 596ワ

210143 汚部屋がピカピカになると世界が変わる!業者の(秘)家そうじ 入江慎也 著 主婦の友社 597イ

210079 子どもが片づけしたくなる104のアイディア 小堀愛生 著 文化学園文化出版局 597コ

210141 1日5分からの断捨離 : モノが減ると、時間が増える やましたひでこ 著 大和書房 597ヤ

210111 植物の病気と害虫 防ぎ方・なおし方 草間祐輔 著 主婦の友社 623ク

210112 植物と暮らすアイデア : 家にもっとグリーンを 朝日新聞出版 編著 朝日新聞出版 627シ

210113 小さな庭を自分でつくる簡単アイデア 主婦と生活社 編 主婦と生活社 629チ

210115 ダーリンの進化論 : わが家の仁義ある戦い 高嶋ちさ子 著 小学館 762タ

210073 わが人生に悔いなし : 時代の証言者として なかにし礼 著 河出書房新社 911ナ

210051 フルーツポンチ村上健志の俳句修行 村上健志 著 春陽堂書店 911ム

210036 人生ムダなことはひとつもなかった : 私の履歴書 橋田壽賀子 著 大和書房 912ハ

210184 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬 著 早川書房 913ア

210086 兵諫 浅田次郎 著 講談社 913ア

210087 白光 朝井まかて 著 文藝春秋 913ア



210002 正欲 朝井リョウ 著 新潮社 913ア

210046 にぎやかな落日 朝倉かすみ 著 光文社 913ア

210150 翼の翼 朝比奈あすか 著 光文社 913ア

210118 みとりねこ 有川ひろ 著 講談社 913ア

210071 スモールワールズ = SMALL WORLDS 一穂ミチ 著 講談社 913イ

210120 民王 : シベリアの陰謀 池井戸潤 著 KADOKAWA 913イ

210003 羊は安らかに草を食み 宇佐美まこと 著 祥伝社 913ウ

210016 アクティベイター = ACTIVATOR 冲方丁 著 集英社 913ウ

210006 灰の劇場 恩田陸 著 河出書房新社 913オ

210140 とにもかくにもごはん 小野寺史宜 著 講談社 913オ

210124 結 : 妹背山婦女庭訓波模様 大島真寿美 著 文藝春秋 913オ

210154 吾妻おもかげ 梶よう子 著 KADOKAWA 913カ

210144 ははのれんあい 窪美澄 著 KADOKAWA 913ク

210117 たまごの旅人 近藤史恵 著 実業之日本社 913コ

210084 神よ憐れみたまえ = Erbarme dich,mein Gott 小池真理子 著 新潮社 913コ

210082 テスカトリポカ = TEZCATLIPOCA 佐藤究 著 KADOKAWA 913サ

210005 三つ巴 佐伯泰英 著 文藝春秋 913サ

210153 雪見酒 佐伯泰英 著 文藝春秋 913サ

210043 曲亭の家 西條奈加 [著] 角川春樹事務所 913サ

210083 星落ちて、なお 澤田瞳子 著 文藝春秋 913サ

210088 博覧男爵 志川節子 著 祥伝社 913シ

210188 霧をはらう 雫井脩介 著 幻冬舎 913シ

210148 かぞえきれない星の、その次の星 重松清 著 KADOKAWA 913シ

210004 元彼の遺言状 新川帆立 著 宝島社 913シ

210081 高瀬庄左衛門御留書 砂原浩太朗 著 講談社 913ス

210007 その扉をたたく音 瀬尾まいこ 著 集英社 913セ

210123 硝子の塔の殺人 = THE GLASS TOWER MURDER 知念実希人 著 実業之日本社 913チ

210032 つまらない住宅地のすべての家 津村記久子 著 双葉社 913ツ

210105 琥珀の夏 辻村深月 著 文藝春秋 913ツ

210147 ガラスの海を渡る舟 寺地はるな 著 PHP研究所 913テ

210145 やさしい猫 中島京子 著 中央公論新社 913ナ

210152 夜が明ける 西加奈子 著 新潮社 913ニ

210080 ランチ酒 [3] 原田ひ香 著 祥伝社 913ハ

210108 ランチ酒 [2] おかわり日和 原田ひ香 著 祥伝社 913ハ

210187 三千円の使いかた 原田ひ香 著 中央公論新社 913ハ

210047 リボルバー = LE REVOLVER 原田マハ 著 幻冬舎 913ハ

210185 黄金旅程 : EgonUrrea 馳星周 著 集英社 913ハ

210072 小説8050 林真理子 著 新潮社 913ハ

210160 李王家の縁談 林真理子 著 文藝春秋 913ハ

210159 二人の噓 一雫ライオン 著 幻冬舎 913ヒ

210009 白鳥とコウモリ 東野圭吾 著 幻冬舎 913ヒ

210119 透明な螺旋 東野圭吾 著 文藝春秋 913ヒ

210044 最高のアフタヌーンティーの作り方 古内一絵 著 中央公論新社 913フ



210126 執行 = Execution 深谷忠記 著 徳間書店 913フ

210038 空洞のなかみ 松重豊 著 毎日新聞出版 913マ

210050 プリンス = Prince 真山仁 著 PHP研究所 913マ

210151 星を掬う 町田そのこ 著 中央公論新社 913マ

210106 もしも徳川家康が総理大臣になったら : ビジネス小説 眞邊明人 著 サンマーク出版 913マ

210008 魂手形 : 三島屋変調百物語七之続 宮部みゆき 著 KADOKAWA 913ミ

210045 エレジーは流れない 三浦しをん 著 双葉社 913ミ

210048 雷神 道尾秀介 著 新潮社 913ミ

210042 いのちの停車場 南杏子 [著] 幻冬舎 913ミ

210116 ドキュメント = DOCUMENT 湊かなえ 著 KADOKAWA 913ミ

210149 本が紡いだ五つの奇跡 森沢明夫 著 講談社 913モ

210033 華麗なる一族　上　 山崎豊子　著 新潮社 913ヤ

210146 ばにらさま 山本文緒 著 文藝春秋 913ヤ

210085 ブレイクニュース = BREAK NEWS 薬丸岳 著 集英社 913ヤ

210103 月下のサクラ 柚月裕子 著 徳間書店 913ユ

210049 黒牢城 = Arioka Citadel case 米澤穂信 著 KADOKAWA 913ヨ

210121 アガワ流生きるピント 阿川佐和子 著 文藝春秋 914ア

210010 大人の流儀  10 伊集院静 著 講談社 914イ

210012 木皿食堂 4 木皿泉 著 双葉社 914キ

210122 九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤愛子 著 小学館 914サ

210011 Go To マリコ 林真理子 著 文藝春秋 914ハ

210013 小福ときどき災難 群ようこ 著 集英社 914ム

210069 老いる意味 : うつ、勇気、夢 森村誠一 著 中央公論新社 914モ

210034 華麗なる一族　中 山崎豊子　著 新潮社 914ヤ

210014 往復書簡老親友のナイショ文 瀬戸内寂聴, 横尾忠則 著 朝日新聞出版 915セ

210035 華麗なる一族　下 山崎豊子　著 新潮社 915ヤ

210015 クララとお日さま カズオ・イシグロ 著土屋政雄 訳 早川書房 933イ


