
川辺公民館　新着図書　　２月

書籍名 作者 出版社

1  哀愁しんでれら　もう一人のシンデレラ  秋吉理香子／著 双葉社

2  逆ソクラテス  伊坂幸太郎／著 集英社

3  自転車に乗って  伊藤礼／〔ほか〕著 河出書房新社

4 日本怪異伝説事典
 えいとえふ／著　朝里樹／監
修

笠間書院

5  ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ　６  遠藤達哉／著 集英社

6  炎炎ノ消防隊　０６  大久保篤／著 講談社

7  炎炎ノ消防隊　２３  大久保篤／著 講談社

8  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

9 母影  尾崎世界観／著 新潮社

10  渋沢栄一　天命を楽しんで事を成す  鹿島茂／監修 平凡社

11  思考力・読解力・伝える力が伸びるハーバードで学んだ最高の読み聞かせ  加藤映子／著  かんき出版

12  カカ・ムラド～ナカムラのおじさん
 ガフワラ／原作　さだまさし／
 他訳・文

双葉社

13 ははのれんあい  窪美澄／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

14  本屋さんで探す「明日のカルタ」　ことば絵本
 倉本美津留／作　ヨシタケシン
 スケ／絵

 主婦の友社

15  デス・ゾーン　栗城史多のエベレスト劇場  河野啓／著 集英社

16  オートミール米化ダイエットレシピ　おいしく食べて、健康的にやせる！
 これぞう／著　石原新菜／監
修

 学研プラス

17  天を測る  今野敏／著 講談社

18  心淋（うらさび）し川  西條奈加／著 集英社

19  ひろぽと暮らせば  三丁目いちこ／著 ワニブックス

20  遺言未満、  椎名誠／著 集英社

21  不思議な島旅　千年残したい日本の離島の風景  清水浩史／著 朝日新聞出版

22  元彼の遺言状  新川帆立／著 宝島社

23  鎌倉ひとり１０ｋｍ  新橋典呼／著 文芸社

24  当確師十二歳の革命  真山仁／著 中央公論新社

25  淹れる・選ぶ・楽しむコーヒーのある暮らし  鈴木樹／監修 池田書店

26  おもしろ大発見！世界スゴすぎ事典  須藤健一／監修 池田書店

27  麦本三歩の好きなもの　　　２  住野　よる　著 幻冬舎

28
 伝説の家政婦志麻さんがうちに来た！　ワーママでも簡単！子どもが喜ぶお
うちレシピ６１

 タサン志麻／著 世界文化社

29  地球にちりばめられて  多和田葉子／著 講談社

30  透明な夜の香り  千早茜／著 集英社

31  ３６５日のしあわせ
ディスカヴァー・クリエイティブ
 ／編

ディスカヴァー・
トゥエンティワン

32 共謀捜査  堂場瞬一／著 集英社

33  太郎の窓  中島信子／著 汐文社
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34 ウィズ・ユー
 濱野京子／作　中田いくみ／
 装画・挿画

 くもん出版

35
 ダ名言　しがないピン芸人が気づいた気持ちが軽くなる言葉　「闘わない」「無
 理しない」「自分を守る」

 浜ロン／著  主婦の友社

36  世界一やさしい！アロマ図鑑
 林真一郎／監修　松本麻希／
イラスト

新星出版社

37  心が元気になる美しい絶景と勇気のことば  パイインターナショナル／編著
パイインターナ
ショナル

38  髪の明るさは女性の一生を照らす  百瀬三香／著 扶桑社

39  野良犬の値段  百田尚樹／著 幻冬舎

40  鬼滅の刃〈外伝〉
 平野稜二／著　吾峠呼世晴／
原作

集英社

41  じい散歩  藤野千夜／著 双葉社

42  氷室教授のあやかし講義は月夜にて  古河樹／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

43  夜に駆ける　ＹＯＡＳＯＢＩ小説集
 星野舞夜／著　いしき蒼太／
 著　しなの／著　水上下波／著

双葉社

44  自律神経を整えたいなら上咽頭を鍛えなさい　脳の不調は鼻奥から治せ  堀田修／著 世界文化社

45  時間革命　１秒もムダに生きるな  堀江貴文／著 朝日新聞出版

46  終わりの歌が聴こえる  本城雅人／著 幻冬舎

47  韓国ドラマ食堂　あの名シーンを食べる！
 本田朋美／著　八田靖史／著
 西村オコ／絵

イースト・プレス

48  子育て後に「何もない私」にならない３０のルール  ボーク重子／著 文藝春秋

49 おひめさまになれるまほうのとびら  真瀬ひかる／著 永岡書店

50  いぬほん　犬のほんねがわかる本
 道雪葵／マンガ　今泉忠明／
監修

西東社

51  ＭＡＪＯＲ　２ｎｄ　１９  満田拓也／著 小学館

52  ＭＡＪＯＲ　２ｎｄ　２０  満田拓也／著 小学館

53 ブロードキャスト  湊かなえ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

54  平熱のまま、この世界に熱狂したい　「弱さ」を受け入れる日常革命  宮崎智之／著 幻冬舎

55  あなたはブンちゃんの恋　１  宮崎夏次系／著 講談社

56  透明な耳。  村本大志／著 双葉社

57  おれは無関心なあなたを傷つけたい  村本大輔／著  ダイヤモンド社

58  おいしいパターンで気ままに作るごはん  ムラヨシマサユキ／著 西東社

59  野の古典  安田登／〔著〕 紀伊國屋書店

60  あのこは貴族  山内マリコ／著 集英社

61  サトコとナダ　１
 ユペチカ／著　西森マリー／監
修

星海社

62  ２０２１年ＮＨＫ大河ドラマ「青天を衝け」完全読本 産経新聞出版

63 どすこいすしずもう  アンマサコ／作 講談社

64 まいにちがプレゼント  いもとようこ／作絵  金の星社

65  ガリガリ君ができるまで
 岩貞るみこ／文　黒須高嶺／
絵

講談社

66 アパートのひとたち
 エイナット・ツァルファティ／作
 青山南／訳

光村教育図書
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67 パンダどうぶつえん  おおのこうへい／さく・え  ＰＨＰ研究所

68  渋沢栄一の論語と算盤  加地伸行／監修 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

69 しんごうぴよぴよぴーい
 くにすえたくし／え　視覚デザイ
 ン研究所／さく

 視覚デザイン研
究所

70  ほねほねザウルス　７
 カバヤ食品株式会社／原案・
 監修　ぐるーぷ・アンモナイツ／
 作・絵

岩崎書店

71  ほねほねザウルス　８
 カバヤ食品株式会社／原案・
 監修　ぐるーぷ・アンモナイツ／
 作・絵

岩崎書店

72 みち  さいとうしのぶ／作・絵
ひさかたチャイル
ド

73  図書室の奥は秘密の相談室  櫻井とりお／著  ＰＨＰ研究所

74  ひらめいた！遊びのレシピふきさんのアイデアおもちゃ大百科  佐藤蕗／著 偕成社

75  パンどろぼうｖｓにせパンどろぼう  柴田ケイコ／作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

76  ヤバいけどおいしい！？せいぶつ図鑑  成島悦雄／監修 世界文化社

77 アリ
 スージー・ウィリアムズ／作　ハ
 ンナ・トルソン／絵　渡邊真里
 ／訳

化学同人

78  ジャングルにいるのはだれかな？
 ソニア・バレッティ／イラスト　山
 本萌／訳

パイインターナ
ショナル

79  うさぎのモニカのケーキ屋さん
 小手鞠るい／さく　たかすかず
 み／え

講談社

80  ミステリー案内人さんのコワイハナシ　タチイリキンシ
 クロネコの部屋／原作　一夜月
 夜／著　高橋佐理／著　星森
 香／著　シライシユウコ／イラ

ＫＡＤＯＫＡＷＡ

81  世界一トホホな地球科学事典  地球のふしぎ観測室／編著 西東社

82  まじょのナニーさんプリンセスと月夜のパーティー
 藤真知子／作　はっとりななみ
 ／絵

 ポプラ社

83  はたらく細胞ウイルス＆細菌図鑑　感染症を正しく学べる！
 講談社／編　シリウス編集部
 ／監修　はたらく細胞製作委員
 会／監修　原田知幸／医療監

講談社

84 ちゅ
 はるな檸檬／作・絵　山口創／
監修

文響社

85  放課後はミステリーとともに
 東川篤哉／作　カスヤナガト／
絵

実業之日本社

86  銭天堂　ふしぎ駄菓子屋　１３  廣嶋玲子／作　ｊｙａｊｙａ／絵 偕成社

87  銭天堂　ふしぎ駄菓子屋　１４  廣嶋玲子／作　ｊｙａｊｙａ／絵 偕成社

88  レ・ミゼラブル　ああ無情　愛の力で、どんな困難も乗りこえてみせる！
 ビクトル・ユゴー／作　岡田好
 惠／編訳　スギ／絵

 学研プラス

89 もりのとしょかん  ふくざわゆみこ／作・絵  学研プラス

90 ぎょうれつのできるスパゲッティやさん  ふくざわゆみこ／さく 教育画劇

91 くぬぎのもりのりすのがっこう  ふくざわゆみこ／作  アリス館

92 はりねずみのおいしゃさん  ふくざわゆみこ／作 世界文化社

93  東大松丸式ナゾトキスクール  松丸亮吾／監修 小学館

94  図解宇宙のひみつ　面白いほど科学的な物の見方が身につく  宮本英昭／監修 宝島社

95  会えるかも！？妖怪ずかん
 よしながこうたく／著　ようかい
 ガマとの／著

 あかね書房

96  細菌ラボ　感染症とたたかう研究所
 リチャード・プラット／文　ジョ
 ン・ケリー／絵　竹内薫／訳・
監修

小学館

97  からだのクイズ図鑑  学研プラス

98  カーズのわくわくポケットえほん　６巻セット  ポプラ社
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