
一　般　書
タイトル 作者 出版社 分類

●よみがえる卑弥呼 古田武彦　著 駸々堂 21

この国のかたち　五 司馬遼太郎　著 文藝春秋 21

この国のかたち　六 司馬遼太郎　著 文藝春秋 21

考えごとしたい旅　フィンランドとシナモンロール 益田ミリ／著 幻冬舎 29

地図で読み解く東急沿線 岡田直／監修 三才ブックス 68

●ときどきの少年 五味太郎／著 新潮社 94

ベンチの足　考えの整頓 佐藤雅彦／著 暮しの手帖社 94

●チャイコフスキーがなぜか好き 亀山郁夫　著 PHP新書 76-A

花下に舞う あさのあつこ　著 光文社 93-ア

正欲 朝井リョウ／著 新潮社 93-ア

空想クラブ 逸木裕　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 93-イ

小さな神たちの祭り 内館牧子／著 潮出版社 93-ウ

真夜中乙女戦争 Ｆ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 93-エ

チンギス紀　１０　星芒 北方謙三／著 集英社 93-キ

迷子の龍は夜明けを待ちわびる 岸本惟／〔著〕 新潮社 93-キ

電車のおじさん 辛酸なめ子／著 小学館 93-シ

愛されなくても別に 武田綾乃／著 講談社 93-タ

紅蓮の雪 遠田潤子　著 集英社 93-ト

キネマの神様
ディレクターズ・カット

原田マハ／著 文藝春秋 93-ハ

中島ハルコはまだ懲りてない！ 林真理子　著 文藝春秋 93-ハ

白鳥とコウモリ 東野圭吾／著 幻冬舎 93-ヒ

ドキュメント 湊かなえ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 93-ミ

魂手形　三島屋変調百物語七之続 宮部みゆき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 93-ミ

わんダフル・デイス 横関大　著 幻冬舎 93-ヨ

●それからの海舟 半藤一利　著 ちくま文庫 28-B

●明日の子供たち 有川浩　著 幻冬舎文庫 93-ア-B

●遥かなる城沼 安住洋子　著 小学館文庫 93-ア-B

●終わった人 内館牧子　著 講談社　 93-ウ-B

●四月一日さんは代筆屋 桜川ヒロ　著 宝島社 93-サ-B

●はり医者安眠夢草紙

ひゃくめ
櫻部由美子　著 角川春樹事務所 93-サ-B

●かたみ仕舞い 高山由紀子　著 角川文庫 93-タ-B

●潮騒はるか 葉室麟　著 幻冬舎文庫 93-ハ-B

●食堂のおばちゃん 山口恵以子　著 角川春樹事務所 93-ヤ-B

●いいんだか悪いんだか 林真理子　著 文春文庫 94-B

●永遠のおでかけ 益田ミリ　著 毎日文庫 94-B

●アドラー心理学で
「子どものやる気」を引き出す本

星一郎／著 三笠書房 37-ホ-B

●潜入味見方同心　三 風野真知雄／著 講談社 93-カ-B

●はないちもんめ 有馬美季子／著 祥伝社 93-ア-B

●はないちもんめ秋祭り 有馬美季子／著 祥伝社 93-ア-B

●はないちもんめ冬の人魚 有馬美季子／著 祥伝社 93-ア-B

●はないちもんめ夏の黒猫 有馬美季子／著 祥伝社 93-ア-B

●はないちもんめ世直しうどん 有馬美季子／著 祥伝社 93-ア-B

●はないちもんめ福と茄子 有馬美季子／著 祥伝社 93-ア-B

●はないちもんめ梅酒の香 有馬美季子／著 祥伝社 93-ア-B

　　　 青葉台コミュニテイハウス 「本の家」

　　　5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　　　✿✿✿✿

分類のAは新書、Bは文庫です
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●教室に雨は降らない 伊岡瞬／〔著〕 角川書店 93-イ-B

●遠謀　奏者番陰記録 上田秀人／著 文藝春秋 93-ウ-B

●お伊勢ものがたり　親子三代道中記 梶よう子／著 集英社 93-カ-B

●十手長屋物語　一 坂岡真／著 角川春樹事務所 93-サ-B

●まよい道　/長編時代小説
新・吉原裏同心抄　一

佐伯泰英／著 光文社 93-サ-B

●落ちぬ椿　上絵師律の似面絵帖　一 知野みさき／著 光文社 93-チ-B

●舞う百日紅
上絵師律の似面絵帖　二

知野みさき／著 光文社 93-チ-B

●雪華燃ゆ　上絵師律の似面絵帖　三 知野みさき／著 光文社 93-チ-B

●巡る桜　上絵師律の似面絵帖　四 知野みさき／著 光文社 93-チ-B

●つなぐ鞠　上絵師律の似面絵帖　五 知野みさき／著 光文社 93-チ-B

●野分の朝　江戸職人綴 千野隆司／著 徳間書店 93-チ-B

●使用人探偵シズカ
横濱異人館殺人事件

月原渉／著 新潮社 93-ツ-B

●一瞬を生きる君を、
僕は永遠に忘れない。

冬野夜空／著 スターツ出版 93-フ-B

●まいない節　献残屋佐吉御用帖 山本一力／著 ＰＨＰ研究所 93-ヤ-B

✿✿✿✿　　　以下文庫本となります　　　✿✿✿✿

　　　 青葉台コミュニテイハウス 「本の家」

　　　5月に貸出を開始した新着本
　　　　　　　　　　　 ●寄贈 弁償本も含まれます。

分類のAは新書、Bは文庫です
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タイトル 作者 出版社 分類

●くまのパディントン
マイケル・ボンド／作

　松岡享子／訳
ペギー・フォートナム／画

福音館書店 93-J

●パディントンの煙突掃除
マイケル・ボンド／作

松岡享子／訳
ペギー・フォートナム／画

福音館書店 93-J

●パディントンとテレビ
マイケル・ボンド／作

松岡享子／訳
ペギー・フォートナム／画

福音館書店 93-J

●大人になる前に身につけてほしいこと 坂東真理子／著 ＰＨＰ研究所 J-15

●ぼくはこうして生き残った！　８
ローレン・ターシス／著

河井直子／訳
ヒョーゴノスケ／絵

ＫＡＤＯＫＡＷＡ J-21

●日本の歴史　きのうのあしたは…　１
日本の始まり　旧石器時代～奈良時代

つぼいこう／〔作〕 朝日学生新聞社 J-21

●日本の歴史　きのうのあしたは…　２
平安貴族の栄え　平安時代

つぼいこう／〔作〕 朝日学生新聞社 J-21

●日本の歴史　きのうのあしたは…　３
武士政権の誕生　鎌倉時代～室町時代

つぼいこう／〔作〕 朝日学生新聞社 J-21

●日本の歴史　きのうのあしたは…　４
天下統一への道

戦国時代～安土桃山時代
つぼいこう／〔作〕 朝日学生新聞社 J-21

●日本の歴史　きのうのあしたは…　５
幕藩体制と鎖国　江戸時代

つぼいこう／〔作〕 朝日学生新聞社 J-21

●日本の歴史　きのうのあしたは…　６
明治維新　幕末～明治時代・前期

つぼいこう／〔作〕 朝日学生新聞社 J-21

●日本の歴史　きのうのあしたは…　７
世界の中の日本

明治時代・後期～平成時代
つぼいこう／〔作〕 朝日学生新聞社 J-21

●大人も知らない「本当の友だち」
のつくり方

松本啓子／著
かなしろにゃんこ／著

講談社 J-36

●ナージャの５つのがっこう
キリーロバ・ナージャ／ぶん　市原

淳／え
大日本図書 J-37

●ＮＨＫカガクノミカタ
自分だけの「フシギ」、

見つけよう　1

ＮＨＫ「カガクノミカタ」制作班／編

ヨシタケシンスケ／絵
ＮＨＫ出版 J-40

●ＮＨＫカガクノミカタ
自分だけの「フシギ」、

見つけよう　２

ＮＨＫ「カガクノミカタ」制作班／編

ヨシタケシンスケ／絵
ＮＨＫ出版 J-40

●ＮＨＫカガクノミカタ
自分だけの「フシギ」、

見つけよう　３

ＮＨＫ「カガクノミカタ」制作班／編

ヨシタケシンスケ／絵
ＮＨＫ出版 J-40

●せつない動物図鑑
ブルック・バーカー／著

服部京子／訳
ダイヤモンド社 J-48

●コんガらガっち
でんしゃでおでかけビンゴの本

ユーフラテス／さく
うえ田みお／絵

小学館 J-76

●コんガらガっち
どうぶつえんでおでかけビンゴの本

ユーフラテス／さく
うえ田みお／絵

富田京一／動物監修
小学館 J-76

●動物病院のマリー　１
走れ、捨て犬チョコチップ！

タチアナ・ゲスラー／著　中村智
子／訳

烏羽雨／イラスト
学研教育出版 J-93

●動物病院のマリー　２
猫たちが行方不明！

タチアナ・ゲスラー／著
中村智子／訳

烏羽雨／イラスト
学研教育出版 J-93

●リスのたんじょうび
トーン・テレヘン／著

野坂悦子／訳
植田真／画

偕成社 J-93

●グッドジョブガールズ 草野たき／著 ポプラ社 J-93

●大造じいさんとガン 椋鳩十／著 偕成社 J-93

●言葉屋　言箱と言珠のひみつ
久米絵美里／作

　もとやままさこ／絵
朝日学生新聞社 J-93

●まゆとうりんこ
こどものとも絵本

やまんばのむすめまゆのおはなし

富安陽子／文
降矢なな／絵

福音館書店 JE

 青葉台コミュニテイハウス 「本の家」

5月に貸出を開始した新着本    

●寄贈・弁償本も含まれます。
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タイトル 作者 出版社 分類

渋沢栄一　日本資本主義の父
鹿島茂／監修

西山優里子／漫画
講談社 28

クオレ　イタリア少年物語　上
モンタ／漫画

皆川まい／漫画
Ｅ．デ・アミーチス／原作

一友社 72

マンガ世界の偉人伝
未来を作った１０人

西東社編集部／編 西東社 72

ゴリラは語る 山極寿一／著 講談社 489

王さまロボット
寺村輝夫／作

和歌山静子／画
理論社 J93テA

火垂るの墓 野坂昭如／著 ポプラ社 J93ノA

赤毛のアン　新訳

モンゴメリ／作
木村由利子／訳
羽海野チカ／絵

おのともえ／本文イラスト

集英社 J93モA

いつかあなたをわすれても
桜木紫乃／文

オザワミカ／絵
集英社 JE-サ

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」

5月に貸出を開始した新着本    

●寄贈・弁償本も含まれます。


