
一　般　書
タイトル 作者 出版社 分類

１３歳からのアート思考 末永幸歩　著 ダイヤモンド社 14

小さいことが気になります 益田ミリ　著 筑摩書房 94

●金閣を焼かねばならぬ 内海健　著 河出書房新社 96

デスゾーン 河野啓　著 集英社 96

人新世の「資本論」 斉藤幸平　著 集英社新書 33-A

げいさい 会田誠　著 文藝春秋 93-ア

不可逆少年 五十嵐律人　著 講談社 93-イ

邦人奪還 伊藤祐靖　著 新潮社 93-イ

いとまの雪　上 伊集院静　著 角川書店 93-イ-

いとまの雪　下 伊集院静　著 角川書店 93-イ-

クララとお日さま カズオ・イシグロ　著 早川書房 93-イ-

羊は安らかに草を食み 宇佐美まこと　著 祥伝社 93-ウ

猿神 太田忠司　著 幻冬舎 93-オ

天使と悪魔のシネマ 小野寺史宜 著 ポプラ社 93-オ-

雪月花 北村薫　著 新潮社 93-キ

善医の罪 久坂部羊　著 文藝春秋 93-ク

心臓に針を 佐伯琴子　著 日経BP
日本経済新聞出版本部

93-サ

ヴィクトリアン・ホテル 下村敦史　著 実業之日本社 93-シ

その扉をたたく音 瀬尾まいこ　著 集英社 93-セ

鳴かずのカッコウ 手嶋龍一　著 小学館 93-テ

幕間のモノローグ 長岡弘樹　著 PHP研究所 93-ナ

悪の芽 貫井徳郎　著 角川書店 93-ヌ-

ひとりをたのしむ 伊集院静　著 講談社 94-イ-A

宇宙飛行士選抜試験 内山崇 SB新書 96A

緋色の囁き 綾辻行人　著 講談社文庫 93ア-B

●当たらぬが八卦占い同心鬼堂民斎① 風野真知雄　著 祥伝社文庫 93-カ-B

●女難の相あり占い同心鬼堂民斎② 風野真知雄　著 祥伝社文庫 93-カ-B

●待ち人来るか占い同心鬼堂民斎③ 風野真知雄　著 祥伝社文庫 93-カ-B

●笑う奴ほどよく盗む
占い同心鬼堂民斎④

風野真知雄　著 祥伝社文庫 93-カ-B

●縁結びこそ我が使命
占い同心鬼堂民斎⑤

風野真知雄　著 祥伝社文庫 93-カ-B

●風の市兵衛⑤　天空の鷹 辻堂魁　著 祥伝社文庫 93-ツ-B

●盤上の向日葵　上 柚木裕子　著 中央文庫 93-ユ-B

●盤上の向日葵　下 柚木裕子　著 中央文庫 93-ユ-B

　　　4月に貸出を開始した新着本

　　　 青葉台コミュニテイハウス 「本の家」

　　　　　　　　　　　 ●寄贈 弁償本も含まれます。

✿✿✿✿　　　以下文庫本となります　　　✿✿✿✿

分類のAは新書、Bは文庫です



　児　童　書

タイトル 作者 出版社 分類

どっちが強い
リカオンVSモリイノシシ

スライウムストーリー著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ J48-24

ルビイのぼうけん リンダ・リウカス著 翔泳社 J-54

●ナツカのおばけ事件簿
フラワーショップの亡霊

斉藤　洋　作
かたおかまなみ　絵

あかね書房 J93サ

●こちら妖怪お悩み相談室
清水温子　作

たごもりのりこ　絵
岩崎書店 J93シ

●秘密基地のつくりかた教えます
那須正幹　作
黒崎高嶺   絵

ポプラ社 J93ナ

●よろしくパンダ広告社
間部　香代　作
三木謙次　絵

学研プラス J93マ

パンどろぼうVSにせパンどろぼう 柴田ケイコ著 角川書店 JE

ごちそうたべにきてください 茂市久美子著 講談社 JE

イヌと友だちのバイオリン
デイビット・リッチフィー

ルド著
ポプラ社 JE

サンドイッチにはさまれたいやつ 岡田よしたか著 佼成出版社 JE

ルラさんのつりざお いとうひろし著 ポプラ社 JE

シロクマくつや おおでゆかこ著 偕成社 JE

こどものとも年少版
いちわのからす

長野ヒデ子　作 福音館 JE

こどものとも
万次郎さんとたぬきのこ

本多いづみ　文
北村　人　絵

福音館 JE

ぱかぱかももちゃん とよたかずひこ著 童心社 JE

あのねあのね えがしらみちこ著 あかね書房 JE

●キダマッチ先生
今井恭子　文
岡本　順　絵

BL出版 JE

●ほねほねザウルス⑳いどめ！さいごのほねほ
ね七ふしぎ

ぐるーぷ・アンモナイツ　作 岩崎書店 JE

●ほねほねザウルス⑱たいけつ！きょうふの
サーベルタイガー

ぐるーぷ・アンモナイツ　作 岩崎書店 JE

●チョコレート戦争
大石　真　作
北田卓史　絵

理論社 JE

●アンパンマンとだだんだん やなせたかし　作・絵 フレーベル館 JE

●アンパンマンともぐりん やなせたかし　作・絵 フレーベル館 JE

●アンパンマンとみえないまん やなせたかし　作・絵 フレーベル館 JE

●アンパンマンとつみきのしろ やなせたかし　作・絵 フレーベル館 JE

●アンパンマンとカレンのもり やなせたかし　作・絵 フレーベル館 JE

●地球環境博士になれる
ピクチャーブック①

ハンナ・ウィルソン著
片神貴子訳

合同出版 JE

●地球環境博士になれる
ピクチャーブック②

ハンナ・ウィルソン著
片神貴子訳

合同出版 JE

●地球環境博士になれる
ピクチャーブック③

ハンナ・ウィルソン著
片神貴子訳

合同出版 JE

●Sassyのあかちゃんえほん
がおー！

Sassy/DADWAY文・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ JE

●Sassyのあかちゃんえほん
にこにこ

Sassy/DADWAY文・絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ JE

●もしものせかい ヨシタケシンスケ 赤ちゃんとママ社 JE

●寄贈・弁償本も含まれます。

分類のAは新書、Bは文庫です

4月に貸出を開始した新着本    
 青葉台コミュニテイハウス 「本の家」


