
一　般　書

タイトル 作者 出版社 分類

●イタリア 朝日新聞出版 29

●ｓｔｉｌｌさんの朝１０分だけ！お弁当
レシピ　夕ごはんストックで朝らくちん ｓｔｉｌｌ／著 宝島社 54

●Ａｒｏｕｎｄ　６０
パリジェンヌ・スタイル　ファッション
、インテリア、素顔の暮らしと生き方

ジュウ・ドゥ・ポゥム／著 主婦の友社 59

●パリジェンヌのスタイルある暮らし 荻野雅代／著　桜井道子／著 大和書房 59

●花と出会うパリの街角 ジュウ・ドゥ・ポゥム／著 主婦の友社 79

●わかりやすい俳句の作り方
俳句づくりの基本から句会、吟行まで 鈴木貞雄／著 日本文芸社 91

●まんぷく　〈料理〉時代小説傑作選
畠中恵／著　坂井希久子／著
青木祐子／著　中島久枝／著
梶よう子／著 宮部みゆき／著

ＰＨＰ研究所 93

●お姉ちゃんになりたい 土井智恵子/著 タウンニュ-ス社 94

●沖縄戦ある母の記録
戦争は親も子も夫も奪ってしまった…

安里要江／著　 大城将保／著 高文研 96

●フランス仕込みの魔女のレシピ
　ハーブを食べて、心も体も元気になる ここっとさん／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 596

在宅ひとり死のススメ 上野千鶴子／著 文藝春秋 367A

レッドネック 相場英雄／〔著〕 角川春樹事務所 93ア

六人の嘘つきな大学生 浅倉秋成／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 93ア

●スモールワールズ 一穂　ミチ　著 講談社 93イ

ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ／著
友廣純／訳 早川書房 93オ

代理母、はじめました 垣谷美雨／著 中央公論新社 93カ

俺と師匠とブルーボーイ
とストリッパー

桜木紫乃／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 93サ

カード師 中村文則／著 朝日新聞出版 93ナ

小説８０５０ 林真理子／著 新潮社 93ハ

月下のサクラ 柚月裕子／著 徳間書店 93ユ

三体　３   死神永生　上
劉慈欣／著 大森望／訳

　光吉さくら／訳
ワンチャイ／訳　泊功／訳

早川書房 93リ

三体　３   死神永生　下
劉慈欣／著 大森望／訳

光吉さくら／訳
ワンチャイ／訳　泊功／訳

早川書房 93リ

　　　 青葉台コミュニテイハウス 「本の家」

　　　6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



一　般　書

●地球の歩き方　Ａ０９イタリア 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 29

●ｔａｂ！ｔｔｅ　２０　沖縄 昭文社 29

透明人間は密室に潜む 阿津川辰海／著 光文社 93ア

スカイツリーの花嫁花婿 青柳碧人／著 光文社 93ア

神の悪手 芦沢央／著 新潮社 93ア

曲亭の家 西條奈加／〔著〕 角川春樹事務所 93サ

犬のかたちをしているもの 高瀬隼子／著 集英社 93タ

リボルバー 原田マハ／著 幻冬舎 93ハ

●今日から俳句
はじめの一歩から上達まで 片山由美子／著 ＮＨＫ出版 91

●春はまだか　くらまし屋稼業　２ 今村翔吾／著 角川春樹事務所 93Bイ

●夏の戻り船　くらまし屋稼業　３ 今村翔吾／著 角川春樹事務所 93Bイ

●秋暮の五人　くらまし屋稼業　４ 今村翔吾／著 角川春樹事務所 93Bイ

●冬晴れの花嫁　くらまし屋稼業　５ 今村翔吾／著 角川春樹事務所 93Bイ

●花唄の頃へ　くらまし屋稼業　６ 今村翔吾／著 角川春樹事務所 93Bイ

●立つ鳥の舞　くらまし屋稼業　７ 今村翔吾／著 角川春樹事務所 93Bイ
珈琲店タレーランの事件簿

また会えたなら、あなたの淹れた珈琲を 岡崎琢磨／著 宝島社 93Bオ

珈琲店タレーランの事件簿　２ 岡崎琢磨／著 宝島社 93Bオ

珈琲店タレーランの事件簿　３ 岡崎琢磨／著 宝島社 93Bオ

珈琲店タレーランの事件簿　4 岡崎琢磨／著 宝島社 93Bオ

珈琲店タレーランの事件簿　5 岡崎琢磨／著 宝島社 93Bオ

●駆ける百合　上絵師律の似面絵帖 知野みさき／著 光文社 93Bチ

●しのぶ彼岸花　上絵師律の似面絵帖 知野みさき／著 光文社 93Bチ

●家斉の料理番 福原俊彦／著 宝島社 93Bフ

●異国の御馳走　家斉の料理番 福原俊彦／著 宝島社 93Bフ

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」

　　　6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　　　✿✿✿✿

スモールワールズ

一穂 ミチ （著）

おれたちの歌をうたえ

呉勝浩 （著）

第165回 直木賞 候補作

テスカトリポカ

佐藤究 （著）

星落ちて、なお

澤田 瞳子 （著）

高瀬庄左衛門御留書

砂原浩太朗 （著）

準備でき次第、貸出開始します。



　児　童　書

タイトル 作者 出版社 分類

●コミック版日本の歴史　２１
戦国人物伝　真田幸村

加来耕三／企画・構成・監修
すぎたとおる／原作

中島健志／作画
ポプラ社 J28

のりもの写真えほん　　　９
たのしいな！東京の電車・新幹線 柏原　治　監修 成美堂出版 J54

おりがみ虫の世界 桃谷好英／著 誠文堂新光社 J75

●宇宙ショーへようこそ
公式ガイドブック 一迅社 J77

●たんぽぽ色のリボン
安房直子／文　南塚直子／

絵 小峰書店 J93ア

●なぞときストーリー名探偵コ
ナン

青山剛昌／原作
松田玲子／構成・文

松田辰彦／絵
小学館 J93ア

●三国志　１   飛竜の巻 小沢章友／作
山田章博／絵 講談社 J93オ

●三国志　２　風雲の巻 小沢章友／作
山田章博／絵 講談社 J93オ

●三国志　３　激闘の巻
小沢章友／作
山田章博／絵 講談社 J93オ

●三国志　４　火炎の巻 小沢章友／作
山田章博／絵 講談社 J93オ

●馬ぬすびと 平塚武二／さく　太田大八／画 福音館書店 J93ヒ

●新島八重物語　幕末・維新の銃姫 藤本ひとみ／作　流石景／絵 講談社 J93フA

●約束 村山由佳／著　はまのゆか／画 集英社 J93ム

●東海道中膝栗毛 谷真介／〔訳〕著　村上豊／絵 ポプラ社 J98
●コミュニティー絵本

ポケモンをさがせ！金銀 相原和典／画 小学館 JE
●ファンタジーメルヘン　１

青い鳥 太刀掛秀子／著 集英社 JE

たまひよはじめてえほん　どうぶつ ベネッセコーポレーション JE

ふわふわだあれ？ いりやまさとし／著 学研プラス JE

すきすきなあに？ 本田カヨ子／文
ベネッセコーポレーショ

ン JE

アリババと４０人のとうぞく
アラビアンナイトより

ナルゲス・モハンマディ／絵
　愛甲恵子／再話 ほるぷ出版 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

 青葉台コミュニテイハウス 「本の家」

6月に貸出を開始した新着本    

２０２1年 課題図書

貸出開始します。

貸出１人2冊まで・取り置き３日

予約も１人２冊まで・貸出期限は１週間

同一家族での同一本の予約はご遠慮ください

【低学年の部】

・あなふさぎのジグモンタ

・そのときがくるくる

・みずをくむプリンセス

【高学年の部】

・エカシの森と子馬のポンコ

・サンドイッチクラブ

・おいで、アラスカ！

・オランウータンに会いたい

【中学年の部】

・わたしたちのカメムシずかん

・ゆりの木荘の子どもたち

・ぼくのあいぼうはカモノハシ

・カラスのいいぶん



 青葉台コミュニテイハウス 「本の家」

図書室　新着おすすめ本

アリババと４０人のとうぞく アラビアンナイトより

ナルゲス・モハンマディ／絵

愛甲恵子／再話

ほるぷ出版

２０２１年１月発行

ページ数：〔２８ｐ〕

本体価格：１,８００円

とうぞくの宝のかくし場所を知ったアリババは「ひらけ、ゴマ！」の

じゅもんで とびらをひらき、宝をもちだしました。とうぞくたちは

「ひみつを知った者を 生かしてはおけん！」とアリババをさがしまわ

ります。アラビアンナイトのお話が生まれた国、イランの人が絵をかき

ました。

横浜市立図書館おすすめ本より

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

2021年3月発行

ページ数：〔48ｐ〕

本体価格1,870円

記憶という荷物を下ろし始めたさとちゃんは、ママのおかあさん。そ

して、わたしのおばあちゃん。おばあちゃんに忘れられてしまった

ママはこれまでの思い出の荷造りを始める。「あんしんしていいよ。

これは、たいせつな、たいせつな、わたしたちのじゅんばん」。や

がて訪れるお別れを前にして、ママからおばあちゃんへの、そして

わたしへの思いが語られる…。

大人の方にも読んでいただきたい

荒井良二 著

亜紀書房

谷内つねお さく

福音館書店
阿部海太 作

岩波書店

「こどもたちは まってい 「このかみなあに？

：トイレットペーパーのはなし」
「ぼくがふえをふいた

準備でき次第貸出開始します。第26回日本絵本賞


