
 新刊本は月初めに貸出しを始めています。

タイトル 作者 分類

●府中三億円事件を計画・実行したのは私です。 白田 著 93-ｼ-

心　人生を意のままにする力 稲盛和夫 著 15--

自分が高齢になるということ 和田秀樹 著 367-A-

50歳からのついでヨガ 深堀真由美 著 49--

内臓脂肪がストン！と落ちる食事術 江部康二 著 49--

医者の本音 中山祐次郎 著 49-A-

●女の子の大好きなお弁当 藤野嘉子 著 596--

●３歳からのおべんとう 上田淳子 著 596--

あちらにいる鬼 井上荒野 著 93-ｲ-

むらさきのスカートの女 今村夏子 著 93-ｲ-

渦／妹背山婦女庭訓魂結び 大島真寿美 著 93-ｵ-

ウナノハテノガタ 大森兄弟 著 93-ｵ-

夏物語 川上未映子 著 93-ｶ-

トリニティ 窪美澄 著 93-ｸ-

傑作はまだ 瀬尾まいこ 著 93-ｾ-

笑え、シャイロック 中山七里 著 93-ﾅ-

希望の糸 東野圭吾 著 93-ﾋ-

百の夜は跳ねて 古市憲寿 著 93-ﾌ-

天使も怪物も眠る夜 吉田篤弘 著 93-ﾖ-

友情　2／平尾誠二を忘れない 山中伸弥 編 96--

大家さんと僕　これから 矢部太郎 著 96--

樹木希林120の遺言／死ぬときぐらい好きにさせてよ 樹木希林 著 96--

●深川にゃんにゃん横丁 宇江佐真理 著 93-ｳ-B-

●オーダーは探偵に ／謎解き満ちるティーパーティー 近江泉美 著 93-ｵ-B-

●穴屋でございます　３　穴めぐり八百八町 風野真知雄 著 93-ｶ-B-03

●穴屋でございます　４　六文銭の穴の穴 風野真知雄 著 93-ｶ-B-04

●深川澪通り木戸番小屋／たからもの　 北原亞以子 著 93-ｷ-B-

●ばんぱいやのパフェ屋さん／「マジックアワー」へようこそ 佐々木禎子 著 93-ｻ-B-

●ウォリス家の殺人 D.M.ディヴァイン 著 ; 中村有希 訳 93-ﾃ-B

●大富豪同心／御前試合 幡大介 著 93-ﾊ-B-

●並木拍子郎種取帳／一の富 松井今朝子 著 93-ﾏ-B-

●ぶらり平蔵／風花ノ剣 吉岡道夫 著 93-ﾖ-B-

●パリジェンヌ流今を楽しむ!自分革命 ドラ・トーザン 著 94-B-

　　　◎「むらさきのスカートの女」

　　　　　　　　　　　今村夏子 著　　朝日新聞出版

　　　　　　　　　　　　◎「渦／妹背山婦女庭訓魂結び」

　　　　　　　　　　　　　　　　大島真寿美 著　　文藝春秋

　　　　　

　　　　　　　　青葉台コミュニテイハウス「本の家」　８月　新刊本  
一　　　般　　　書

 ●寄贈本または弁償本です。

※※※以下文庫本となります※※※

分類のAは新書、Bは文庫、Ｎはノベル版です

　　

直木賞

芥川賞

芥川賞

直木賞

新しい雑誌として 「一個人」 を所蔵

致しました。



 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●寄贈本または弁償本です。

タイトル 作者 分類

           新・はたらく犬とかかわる人たち１／福祉でがんばる!盲導犬・
聴導犬・介助犬

こどもくらぶ 編 J36--1

       新・はたらく犬とかかわる人たち２／捜査・探査でかつやく！警察
犬・災害救助犬・探知犬

こどもくらぶ 編 J36--2

新・はたらく犬とかかわる人たち３／はたらく犬と訓練士・ボランティア こどもくらぶ 編 J36--3

もっとざんねんないきもの事典 今泉忠明 監修 J48--04

ずら～りイモムシならべてみると… 安田守 しゃしん ; 高岡昌江 ぶん J486--

せんせい!これなあに?なまえしらべずかん　1/いもむし・けむし 藤丸篤夫／有沢重雄 J486--

ルルとララのアニバーサリー・サンド あんびるやすこ 作・絵 J93-ｱ-

おばけのアッチ スパゲッティ・ノックダウン! 角野栄子 さく ; 佐々木洋子 え J93-ｶ-

おはなしきょうしつ さいとうしのぶ 作・絵 J93-ｻ-

かいけつゾロリうちゅう大さくせん 原ゆたか さく・え J93-ﾊ-65

ふしぎ駄菓子屋　銭天堂　１１ 廣嶋玲子 作 ; jyajya 絵 J93-ﾋ-11

言葉の力／語彙で広がる世界 オゼキイサム マンガ・イラスト J96--24

バスのうんてんしゅのエレフさん 中川ひろたか 作／市原淳 絵 JE--

イモリくんヤモリくん 松岡たつひで さく・え JE--

ぶたぬきくんしまへいく 斉藤洋 作／森田みちよ 絵 JE--

●みつばちマーヤ ボンゼルス 原作 ; 熊田千佳慕 絵 ; 正岡慧子 文 JE--

こどものとも０１２　　　たこさんたこさん 増田純子 さく JE--293

こどものとも　　　きっさ　すなどーひー 尾崎玄一郎／尾崎由紀奈 さく JE--761

コんガらガっちおそるおそるすすめ!の本 ユーフラテス さく JE-L-

あしあと まつおかたつひで 作・絵 JE-S-

しりとり まつおかたつひで 作・絵 JE-S-

　　　　　☆「新・はたらく犬とかかわる人たち」

　　　　　　　　　　　　　こどもくらぶ　編　　あすなろ書房 　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　１.福祉でがんばる!盲導犬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・聴導犬・介助犬

　　　　　　　　　　　　２.捜査・探査でかつやく！
　　　　　　　　　　　　　　　　警察犬・災害救助犬・探知犬

　
                                 
                      　　　３.はたらく犬と訓練士

　　　　　　　　　　　・ボランティア

絵 本 ・ 児 童 書

夏休みに読んでみてネ。

いもちゃん総選挙！やってます！

～お好みのいもむしに投票しよう～

３階 図書室入口にて

ぜひ、いも虫の本も読んでね！
☆「ずら～りイモムシならべてみると…」
安田守 しゃしん・高岡昌江 ぶん アリス館

☆「せんせい!これなあに？なまえしらべ

ずかん １/ いもむし・けむし」
藤丸篤夫／有沢重雄 偕成社
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