
川辺公民館　新着図書　　５月

書籍名 作者

1 レッドネック 相場 英雄

2  居酒屋ぼったくり　おかわり！（2） 秋川滝美

3 正欲  朝井 リョウ

4  花下に舞う あさのあつこ

5  絶叫学級 転生 12 いしかわ えみ

6  絶叫学級 転生 13 いしかわ えみ

7  子どもの長所を伸ばす5つの習慣 石田 勝紀

8  ひとりをたのしむ　大人の流儀10 伊集院 静

9 スモールワールズ  一穂 ミチ

10  囚われの山 伊東 潤

11  在宅ひとり死のススメ 上野 千鶴子

12  再建の神様 江上 剛

13 SPY×FAMILY 7 遠藤 達哉

14  炎炎ノ消防隊（24） 大久保 篤

15  炎炎ノ消防隊（25） 大久保 篤

16  新型コロナ自宅療養完全マニュアル  岡田　晴恵/小林　弘幸

17  薔薇のなかの蛇 恩田 陸

18 アンソーシャル ディスタンス  金原 ひとみ

19 MR 久坂部 羊

20  バラバラ家族の遺言 黒瀬木綿希

21  うんちの行方  神舘 和典/西川 清史

22  曲亭の家 西條奈加

23  掟上今日子の鑑札票 西尾 維新

24  姫ばあちゃんとナイト  佐倉　イサミ

25  メンタル強め美女白川さん 獅子

26 これでおしまい 篠田 桃紅

27  田舎のポルシェ 篠田 節子

28  日々白目むいてます  白目みさえ
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29  なごり雪  新堂　冬樹

30  発達障害の子のためのハローワーク  鈴木慶太/飯島さなえ

31  ひとりなら、それでいいじゃない。  曽野　綾子

32  心に染み入る 日本の美しい大和言葉  高橋 こうじ

33 半逆光  谷村　志穂

34  琥珀の夏 辻村 深月

35  つまらない住宅地のすべての家 津村記久子

36  材料2つから！ オーブン不使用！ もっと！ 魔法のてぬきおやつ てぬキッチン

37  水を縫う  寺地 はるな

38  刑事の枷  堂場　瞬一

39  子どもを守る言葉「同意」って何? YES、NOは自分が決める!
 レイチェル・ブライアン/中井 は
るの

40  カード師 中村文則

41  ヒポクラテスの悔恨 中山七里

42  臨床の砦 夏川 草介

43 ニキ  夏木　志朋

44  ねこしき　哀しくてもおなかは空くし、明日はちゃんとやってくる。  猫沢　エミ

45  小説8050 林 真理子

46  FACTFULNESS（ファクトフルネス）
ハンス・ロスリング/オーラ・ロス
リング

47 きのうのオレンジ 藤岡 陽子

48  きみの傷跡  藤野　恵美

49
 がんが消えていく生き方　外科医ががん発症から13年たって初めて書ける克
服法

船戸崇史

50  最高のアフタヌーンティーの作り方 古内 一絵

51 スナック キズツキ  益田ミリ

52
 血管をよみがえらせる食事　最新医学が証明した心臓病・脳疾患の予防と回
復

コールドウェル・B・エセルスティ
 ン/松田麻美子

53 泡 松家 仁之

54  エレジーは流れない  三浦しをん

55  蝶の眠る場所  水野　梓

56  MAJOR 2nd（メジャーセカンド）（21） 満田 拓也
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57  MAJOR 2nd（メジャーセカンド）（22） 満田 拓也

58  100日後、きみのいない春が来る。 miNato

59  魂手形 三島屋変調百物語七之続（7）  宮部　みゆき

60  余命3000文字 村崎 羯諦

61
 突然ですが占ってもいいですか？ PRESENTS とにかく「運のいい家」に住み
 たい！

村野弘味

62  小福ときどき災難  群 ようこ

63  ぼくのお父さん 矢部 太郎

64  黒牢城（1）  米澤　穂信

65  ママ、怒らないで。(新装改訂版)

66  ねこねこほいくえん　おさんぽカー  石崎 洋司/北岸 由美

67  あおぞらこども食堂はじまります！  いとう　みく/丸山　ゆき

68  かっこいいぞ！じえいたい　せんとうき／せんしゃ／ごえいかん 菊池雅之

69  おばけトリックアート（3）  グループ・コロンブス/北岡明佳

70  角川の集める図鑑GET！ 動物  小菅　正夫/天野　雅男

71  角川の集める図鑑GET！ 恐竜  小林　快次/千葉　謙太郎

72 いつか あなたを わすれても  桜木 紫乃/オザワ ミカ

73  都会のトム＆ソーヤ（12）《IN　THE　ナイト》 はやみね かおる/にし けいこ

74  都会のトム＆ソーヤ（13）《黒須島クローズド》 はやみね かおる/にし けいこ

75 キミとはのうた  平山　カンタロウ

76  新　JR・私鉄人気車両ベスト100点  広田 尚敬/広田 泉

77  角川の集める図鑑GET！ 昆虫  丸山　宗利/矢後　勝也

78  ようこそみんなの世界へ
モイラ・バターフィールド/ハリ
エット・ライナス

79 はやくちレストラン  もぎ あきこ/森 あさ子

80  これが鳥獣戯画でござる 結城 昌子

81 にげてさがして ヨシタケシンスケ

82 あきらがあけてあげるから  ヨシタケ　シンスケ

83 はじめてのくるまずかん
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