
一　般　書
タイトル 作者 出版社 分類

エマニュエル・トッドの思考地図 エマニュエル・トッド著 ; 大野舞 訳 筑摩書房 14--

●ジョン・ボルトン回顧録
／トランプ大統領との453日

ジョン・ボルトン 著
 ; 梅原季哉 監訳

朝日新聞出版 31--

自分の頭で考える日本の論点 出口治明 著 幻冬舎 36-A-

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 80--

ばあさんは15歳 阿川佐和子 著 中央公論新社 93-ｱ-

アクティベイター 冲方丁 著 集英社 93-ｳ-

灰の劇場 恩田陸 著 河出書房新社 93-ｵ-

ははのれんあい 窪美澄 著 KADOKAWA 93-ｸ-

看守の流儀 城山真一 著 宝島社 93-ｼ-

麦本三歩の好きなもの　第二集 住野よる 著 幻冬舎 93-ｽ-

どうしてわたしはあの子じゃないの 寺地はるな 著 双葉社 93-ﾃ-

火喰鳥を、喰う
／KILL OR BE KILLED

原浩 著 KADOKAWA 93-ﾊ-

いわいごと 畠中恵 著 文藝春秋 93-ﾊ-

北条五代　上／下 火坂雅志, 伊東潤 著 朝日新聞出版 93-ﾋ-

零から0へ まはら三桃 著 ポプラ社 93-ﾏ-

歴史探偵忘れ残りの記 半藤一利 著 文藝春秋 94-A-

旅を栖とす 高橋久美子 著 KADOKAWA 94--

●ものは言いよう ヨシタケシンスケ 著 白泉社 94--

●羽州ぼろ鳶組 １０　襲大鳳　上 今村翔吾 著 祥伝社 93-ｲ-B-

●羽州ぼろ鳶組 １１　襲大鳳　下 今村翔吾 著 祥伝社 93-ｲ-B-

あきない世傳　金と銀　10　合流篇 髙田郁 著 角川春樹事務所 93-ﾀ-B-

●風の市兵衛 ３／帰り船 辻堂魁 著 祥伝社 93-ﾂ-B-

●風の市兵衛 ４／月夜行 辻堂魁 著 祥伝社 93-ﾂ-B-

● ふたたびの虹
  ／日本橋牡丹堂菓子ばなし 3

中島久枝 著 光文社 93-ﾅ-B-

●ひかる風
／日本橋牡丹堂菓子ばなし 4

中島久枝 著 光文社 93-ﾅ-B-

ギフト 原田マハ 著 ポプラ社 93-ﾊ-B

その裁きは死
アンソニー・ホロヴィッツ 著

山田蘭 訳
東京創元社 93-ﾎ-B

分類のAは新書、Bは文庫です

　　 青葉台コミュニテイハウス 「本の家」

           　　　　　    3月に貸出を開始した新着本

　　　　　　　　　　　 ●寄贈 弁償本も含まれます。

✿✿✿✿　　　以下文庫本となります　　　✿✿✿✿



児　童　書
タイトル 作者 出版社 分類

超高層ビルのサバイバル　２
／生き残り作戦

ポップコーン・ストーリー 文
;韓賢東 絵 ; HANA韓国語教育研

究会 訳
朝日新聞出版 J03-

●忍たま乱太郎
にんじゅつ学園となぞの女の段

尼子騒兵衛 原作
望月千賀子 文
亜細亜堂 絵

ポプラ社 J93-ｱ-

●ほねほねザウルス　１６
ティラノ・ベビーとなぞの巨大いんせき

ぐるーぷ・アンモナイツ 作・絵
／カバヤ食品株式会社 原案・監

修
岩崎書店 J93-ｸ-

●キャベたまたんてい
  ハラハラさばくの大レース

三田村信行 作
; 宮本えつよし 絵

金の星社 J93-ﾐ-

ウィルとはるのおきゃくさん
リンダ・アシュマン 文 ;
チャック・グルニンク 絵

; ふしみみさを 訳
光村教育図書 JE--

●くものうえのハリー
／ぼくとおかあさんのたからもの

城井文 さく・え パイインターナショナル JE--

カレーのおうさま 山本祐司 さく ほるぷ出版 JE--

●くまのプーさん
Walt Disney　原作／森山

京 文 講談社 JE--

●３匹の子ぶた
Walt Disney　原作

／川崎洋 文 講談社 JE--

わにわにとあかわに
小風さち ぶん
／山口マオ え 福音館書店 JE--

おべんとうたべたいな 坂本千明 さく え 岩崎書店 JE--

ノラネコぐんだん
ケーキをたべる

工藤ノリコ 著 白泉社 JE--

こどものとも012 　たいこ　どん きくちちき 福音館書店 JE--313

こどものとも 　バルバルさんとおさるさん 乾栄里子　文／西村敏雄　絵 福音館書店 JE--781

　　　　　　　　　　　 ●寄贈 弁償本も含まれます。

分類のAは新書、Bは文庫です

　　 青葉台コミュニテイハウス 「本の家」
           　　　　　    3月に貸出を開始した新着本

読書週間特別企画「私のおすすめの１冊」のご紹介（最終回）
毎年恒例、皆様からおすすめの１冊を教えていただく企画は多くの方にご参加いただき、3本の「読書の木」

として素敵な掲示になりました。最終回は、小説や物語以外の本をお薦めして下さった中からいくつかご紹介します。

「ふしぎの図鑑 楽しく遊ぶ学ぶ」

小学館のこども図鑑プレＮＥＯ

白敷哲久・監修 小学館 【Ｊ５９】

とてもわかりやすくせつめいされている

のでよみやすいです。それといろいろな

ふしぎがよくわかります。 １０歳

「リュウジ式 悪魔のレシピ／ひと口で人間をダメにするウマさ！」

リュウジ・著

ライツ社 【596】

悪魔的においしいのにとんでもなく実用的！日頃から見慣れてる食材を

思いもよらない使い方と味付けの仕方で、思わず作ってみたくなるレシピ本です。

そして気がつけばキッチンに立つことが楽しくなっているかも！？ ６０代

「子どもが育つ魔法の言葉」

ドロシー・ノルト レイチャル・ハリス著／石井千春訳

PHP研究所 【37】

子育てについてとても勉強になった。

日常生活の中で、子どもに接する方法が分かり易く書

かれていた。読んだあとは優しい気持ちになれた。

読んで良かったと思える本だった。 ３５歳

「老～い、どん！」

樋口恵子・著

婦人之友社 【３６７】

樋口恵子さんの軽妙な語り口で８０才を

過ぎた私共に的確なアドヴァイスを綴って

いただき、楽しく読ませていただきました。

一読をお勧めします ８２才

「生き方」

稲盛和夫・著

サンマーク出版 【１５】

どんな状況でも人は考え方ひとつで何でも

乗り越えられる。迷ったり、悩んだり・・

そんな時は必ずこの本を手に取り助けられ

ました。今も愛読しています。 ４３歳


