
一般書   2022年度（2022/4～2023/3）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

220122
答えられないと叱られる!?
チコちゃんの素朴なギモン365

NHK「チコちゃんに叱られる!」監修 宝島社 049チ

220087 80歳の壁 和田秀樹 著 幻冬舎 159ワ

220088 70歳が老化の分かれ道 和田秀樹 著 詩想社 159ワ

220154 るるぶ茨城 : 大洗 つくば 水戸 笠間 '23 JTBパブリッシング 219ル

220169 天路の旅人 沢木耕太郎 著 新潮社 289サ

220113 地球の歩き方ムー異世界の歩き方 学研プラス 290チ

220170 地球の歩き方 J08 地球の歩き方編集室 編集 学研プラス 290チ

220064 首都圏から行くオートキャンプ場ガイド 2022 実業之日本社 291シ

220065 東京の懐かしくて新しい暮らし365日 中川よしこ, 中川マナブ 著 自由国民社 291ナ

220157 るるぶ栃木 : 宇都宮 那須 日光 '23 JTBパブリッシング 291ル

220191 るるぶ伊豆 '24 JTBパブリッシング 291ル

220175 変な絵 雨穴 著 双葉社 312ウ

220176 13歳からの地政学 : カイゾクとの地球儀航海 田中孝幸 著 東洋経済新報社 312タ

220003 アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書 アンドリュー・O・スミス 著桜田直美 訳 SBクリエイティブ 338ス

220066
よけいなひと言をわかりあえるセリフに
変える親子のための言いかえ図鑑

大野萌子 著 サンマーク出版 367オ

220060 ひとりほぐし 崎田ミナ 著 日経BP 492サ

220123 小さな町の精神科の名医が教えるメンタルを強くする食習慣 飯塚浩 著 アチーブメント出版 493イ

220061 60代からの鎌田式ズボラ筋トレ 鎌田實 著 エクスナレッジ 498カ

220138 働くあなたの快眠地図 角谷リョウ 著 フォレスト出版 498ス

220153 LDK家計を助ける安くて良いものthe Best 晋遊舎 590エ

220089 71歳、年金月5万円、あるもので工夫する楽しい節約生活 紫苑 著 大和書房 590シ

220028 87歳、古い団地で愉しむひとりの暮らし 多良美智子 著 すばる舎 590マ

220109 お金が貯まる人は、なぜ部屋がきれいなのか 黒田尚子 著 日経BP 591ク

220029 冷凍王子の冷凍大全 西川剛史 著 サンマーク出版 596ニ

220185 ヒツジメシ 吉田羊 著 講談社 596ハ

220139 平野レミのオールスターレシピ 平野レミ 著 主婦の友社 596ヒ

220013
今日のごはん、これに決まり!
Mizukiのレシピノート500品決定版!

Mizuki 著 学研プラス 596ミ

220114 リュウジ式至高のレシピ リュウジ 著 ライツ社 596リ

220155 新!掃除の解剖図鑑 : やり方次第でこんなに変わる 日本ハウスクリーニング協会 著 エクスナレッジ 597シ

220012 しない掃除 : 手間かけない、時間かけない、頑張らない みな 著 KADOKAWA 597ミ

220115 ディズニーキャストざわざわ日記 笠原一郎 著 フォレスト出版 689カ

220158 東京ディズニーランドパーフェクトガイドブック 2023 ディズニーファン編集部 編 講談社 689ト

220067 老後とピアノ = MY LIFE WITH PIANO 稲垣えみ子 著 ポプラ社 763イ

220068 「私」という男の生涯 石原慎太郎 著 幻冬舎 910イ

220137 夜の道標 = Signposts in the Night 芦沢央 著 中央公論新社 913ア

220007 赤と青とエスキース 青山美智子 著 PHP研究所 913ア

220172 月の立つ林で 青山美智子 著 ポプラ社 913ア

220002 ボタニカ = Botanica 朝井まかて 著 祥伝社 913ア

220039 朽ちゆく庭 伊岡瞬 著 集英社 913イ

220038 マイクロスパイ・アンサンブル 伊坂幸太郎 著 幻冬舎 913イ

220193 この世の喜びよ 井戸川射子 著 講談社 913イ

220186 光のとこにいてね 一穂ミチ 著 文藝春秋 913イ



220033 幸村を討て 今村翔吾 著 中央公論新社 913イ

220177 絶筆 石原慎太郎 著 文藝春秋 913イ

220121 ハヤブサ消防団 池井戸潤 著 集英社 913イ

220035 くるまの娘 宇佐見りん 著 河出書房新社 913ウ

220143 老害の人 内館牧子 著 講談社 913ウ

220140 リバー = river 奥田英朗 著 集英社 913オ

220171 なんとかしなくちゃ。 青雲編 恩田陸 著 文藝春秋 913オ

220189 地図と拳 = THE MAP AND THE FIST 小川哲 著 集英社 913オ

220190 君のクイズ 小川哲 著 朝日新聞出版 913オ

220004 奏鳴曲 = 北里と鷗外 海堂尊 著 文藝春秋 913カ

220037 あきらめません! 垣谷美雨 著 講談社 913カ

220069 もう別れてもいいですか 垣谷美雨 著 中央公論新社 913カ

220027 タラント = Talant 角田光代 著 中央公論新社 913カ

220112 広重ぶるう = HIROSHIGE BLUE 梶よう子 著 新潮社 913カ

220144 我、鉄路を拓かん 梶よう子 著 PHP研究所 913カ

220192 荒地の家族 佐藤厚志 著 新潮社 913ガ

220006 燕は戻ってこない 桐野夏生 著 集英社 913キ

220036 夜に星を放つ 窪美澄 著 文藝春秋 913ク

220092 爆弾 呉勝浩 著 講談社 913ゴ

220040 狂う潮 佐伯泰英 著 文藝春秋 913サ

220070 浮世小路の姉妹 佐伯泰英 著 光文社 913サ

220074 八丁越 佐伯泰英 著 文藝春秋 913サ

220093 御留山 佐伯泰英 著 文藝春秋 913サ

220031 誰かがこの町で 佐野広実 著 講談社 913サ

220041 とあるひととき : 作家の朝、夕暮れ、午後十一時 三浦しをん, 他 著 平凡社 913サ

220118 クロコダイル・ティアーズ 雫井脩介　著 文藝春秋 913シ

220168 英雄 真保裕一 著 朝日新聞出版 913シ

220001 花盛りの椅子 清水裕貴 著 集英社 913シ

220141 掬えば手には 瀬尾まいこ 著 講談社 913セ

220026 おんなの女房 蝉谷めぐ実 著 KADOKAWA 913セ

220075 おいしいごはんが食べられますように 高瀬隼子 著 講談社 913タ

220187 しろがねの葉 千早茜 著 新潮社 913チ

220134 脱北航路 月村了衛　著 幻冬舎 913ツ

220096 噓つきジェンガ 辻村深月 著 文藝春秋 913ツ

220120 二重らせんのスイッチ 辻堂ゆめ 著 祥伝社 913ツ

220073 カレーの時間 寺地はるな 著 実業之日本社 913テ

220091 武漢コンフィデンシャル = Wuhan Confidential 手嶋龍一 著 小学館 913テ

220030 小さき王たち 第1部 堂場瞬一 著 早川書房 913ド

220145 小さき王たち 第2部 堂場瞬一 著 早川書房 913ド

220159 小さき王たち 第3部 堂場瞬一 著 早川書房 913ド　

220174 ミシンと金魚 永井みみ 著 集英社 913ナ

220142 レッドゾーン 夏川草介 著 小学館 913ナ
220167 特殊清掃人 = Postmortem Site Agents 中山七里 著 朝日新聞出版 913ナ
220173 プリンシパル 長浦京 著 新潮社 913ナ
220090 汝、星のごとく 凪良ゆう 著 講談社 913ナ
220010 古本食堂 原田ひ香 [著] 角川春樹事務所 913ハ
220135 財布は踊る = Dances with the Wallet 原田ひ香 著 新潮社 913ハ
220009 八月の母 早見和真 著 KADOKAWA 913ハ
220008 月の王 馳　星周　著 KADOKAWA 913ハ
220005 奇跡 林真理子 著 講談社 913ハ
220011 マスカレード・ゲーム 東野圭吾 著 集英社 913ヒ
220063 スタッフロール = Staffroll 深緑野分 著 文藝春秋 913フ



220071 両手にトカレフ ブレイディみかこ 著 ポプラ社 913ブ
220119 ウクライナにいたら戦争が始まった 松岡圭祐 著 KADOKAWA 913マ
220072 墜落 = FALLING 真山仁 著 文藝春秋 913マ
220111 宙(そら)ごはん 町田そのこ 著 小学館 913マ
220094 その本は 又吉直樹, ヨシタケシンスケ 著 ポプラ社 913マ
220034 子宝船 宮部みゆき 著 PHP研究所 913ミ
220095 よって件のごとし : 三島屋変調百物語八之続 宮部みゆき 著 KADOKAWA 913ミ
220116 いけない　2 = do not 2 道尾秀介 著 文藝春秋 913ミ
220097 親父の納棺 柳瀬博一 著 幻冬舎 913ヤ
220110 #真相をお話しします 結城真一郎 著 新潮社 913ユ
220032 チョウセンアサガオの咲く夏 柚月裕子 著 KADOKAWA 913ユ
220166 教誨 柚月裕子 著 小学館 913ユ
220188 方舟 夕木春央 著 講談社 913ユ
220156 栞と噓の季節 = The Bookmark and The Lie 米澤穂信 著 集英社 913ヨ
220117 嫌いなら呼ぶなよ 綿矢りさ 著 河出書房新社 913ワ
220086 小さいわたし 益田ミリ 著 ポプラ社 914マ
220194 無人島のふたり 山本　文緒著 新潮社 915ヤ


