
一　般　書

タイトル 作者 出版社 分類

運を呼び込む!成功している人の
スキマの法則

八木龍平 著 扶桑社 15

記者、ラストベルトに住む
 : トランプ王国、冷めぬ熱狂 金成隆一 著 朝日新聞出版 30

●ちゃらんぽらん男、居酒屋をつくる 田中秀嗣／著 新潮社 67

●ぼくのお父さん 矢部太郎／著 新潮社 72

硝子戸のうちそと 半藤末利子 著 講談社 94

●自由への手紙オードリー・タン クーリエ・ジャポン編集チーム‖編 講談社 94

ぼくはイエローでホワイトで、
ちょっとブルー2 ブレイディみかこ /著 新潮社 96

本当の自由を手に入れるお金の大学 両@リベ大学長 著 朝日新聞出版 590

haru-mi 秋2021 扶桑社 596

ガラクタのない家 : 幸せをつくる整理術 井田典子 著 婦人之友社 597

デジタル・ファシズム
 : 日本の資産と主権が消える 堤未果 著 NHK出版 7A

金木犀とメテオラ 安壇美緒 著 集英社 93ア

月曜日の抹茶カフェ 青山美智子 著 宝島社 93ア

民王　シベリアの陰謀 池井戸潤／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 93イ

涅槃　上・下 垣根涼介 著 朝日新聞出版 93カ

神よ憐れみたまえ 小池真理子 著 新潮社 93コ

かぞえきれない星の、その次の星 重松清／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 93シ

ガラスの海を渡る舟 寺地はるな 著 PHP研究所 93テ

透明な螺旋 東野圭吾 著 文藝春秋 93ヒ

二人の噓 一雫ライオン 著 幻冬舎 93ヒ

老虎残夢 桃野雑派 著 講談社 93モ

アホか。 百田尚樹 著 新潮社 94A

●歴史劇画大宰相　第５巻 さいとうたかを／〔画〕
　戸川猪佐武／原作 講談社 72B

●ワッハワッハハイのぼうけん
　谷川俊太郎童話集 谷川俊太郎／著 小学館 93B

パラ・スター　Ｓｉｄｅ百花 阿部暁子／著 集英社 93Bア

●夜の桃 石田衣良／著 新潮社 93Bイ

●海の見える理髪店 荻原浩／著 集英社 93Bオ

●三国志　１～12の巻 北方謙三／著 ハルキ文庫 93Bキ

●史記　武帝紀　１～4 北方謙三／著 角川春樹事務所 93Bキ

あきない世傳金と銀  11 髙田郁 著 角川春樹事務所 93Bタ

熱欲 堂場瞬一／著 中央公論新社 93Bト

●夏のバスプール 畑野智美／著 集英社 93Bハ

●恋のゴンドラ 東野圭吾／著 実業之日本社 93Bヒ

だからあなたは殺される 水生大海／著 光文社 93Bミ

●新解さんの謎 赤瀬川原平 著 文藝春秋 94B

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」

　　　10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

サイエンスコナン名探偵の不思議
名探偵コナン実験・観察ファイル

青山剛昌／原作　ガリレオ工房
／監修　金井正幸／まんが

小学館 J03

サイエンスコナン七変化する水の不思議　名
探偵コナン実験・観察ファイル

青山剛昌／原作　ガリレオ工房
／監修　金井正幸／まんが

小学館 J03

山火事のサバイバル　生き残り作戦
２

ポドアルチング／文　韓賢東／絵
〔ＨＡＮＡ韓国語教育研究会／訳〕 朝日新聞出版 J03

●日本の歴史　１～15・別巻
山本博文／監修

 岩本佳浩／まんが作画
ＫＡＤＯＫＡＷＡ J21

私鉄特急１００点
広田尚敬／写真
広田泉／写真

講談社 J54

虫のおりがみ 桃谷好英／著 誠文堂新光社 J75

忘れられないあの日 神奈川県原爆被災者の会/編集 ㈱レーエ J91

ふしぎなかぎばあさん
手島悠介／作　岡本颯子／

画
岩崎書店 J93テA

５分後に意外な結末　１ 学研プラス J98

５分後に意外な結末　２ 学研プラス J98

５分後に意外な結末　３ 学研プラス J98

●パイレーツ・オブ・カリビアン
　呪われた海賊たち

アイリーン・トリンブル／作　橘高
弓枝／訳 偕成社 J98

●パイレーツ・オブ・カリビアン
デッドマンズ・チェスト

アイリーン・トリンブル／作　橘高
弓枝／訳 偕成社 J98

●パイレーツ・オブ・カリビアン
　ワールド・エンド

Ｔ．Ｔ．サザーランド／作
橘高弓枝／訳

偕成社 J98

●パイレーツ・オブ・カリビアン
最後の海賊

エリザベス・ルドニック／作
橘高弓枝／訳

偕成社 J98

●パイレーツ・オブ・カリビアン
生命の泉

ジェームズ・ポンティ／作
橘高弓枝／訳

偕成社 J98

こどものとも　11
ゴリラ

小風さち/文　阿部知暁/文 福音館書店 JE

こどものとも　　年少版　11
ひとりぼっちのけいとだま

小野寺悦子/文
ささめやゆき/絵

福音館書店 JE

じどうしゃ 寺島竜一／画 福音館書店 JE

恐竜トリケラトプスとテリジノサウルス
はらぺこきょうりゅうをたすけるまき

黒川みつひろ／作・絵 小峰書店 JE

●仮面ライダーゴーストひみつ百科 永岡書店 JES

分類のAは新書、Bは文庫です

●寄贈・弁償本も含まれます。

 青葉台コミュニテイハウス 「本の家」

10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」

先月から引き続き

青コミ職員・スタッフのおすすめの1冊をご紹介します！

「しょうがっこうがだいすき」

「いつかあなたをわすれても」

桜木紫乃・著 オザワミカ・絵

集英社 【サ】

人は誰も必ず、年老いて衰え

死んでいく、頭で分かっていても、

心では悲しく、納得できない。そ

んな辛い心に、そっと

寄り添ってくれる一冊です。

「これは、大切な大切なわたしの

じゅんばん」

言葉の一つ一つがそっと、優しく

心に沁みてきます。

「水を縫う」

寺地はるな・著

集英社【テ】

「男らしさ」「女らしさ」「母親らしさ」みんな

何かしらのレッテルを貼られている中で

生きていて、それを息苦しく感じたりする

ことはありませんか？

この作品は世の中の「～らしさ」を踏み

越えていく6人の家族の物語です。読み

終えると題名が沁み渡ります。

★こんな方におすすめ★

・家族の物語が好きな方

・あたたかな気持ちになりたい方

「元彼の遺言状」

新川帆立・著

宝島社【シ】

「ぼくを殺した犯人に全財産をゆずる」と

いう奇妙な遺言状を残して亡くなった、元

カレの犯人探しに、金に目がない弁護士

の主人公が活躍するおはなし。

数百億円ともいわれる遺産めあてに、犯

人候補が何人も出現。「犯人選考会」を開

くという、奇妙な転回に・・・・

「このミステリーがすごい」大賞らしくおもし

ろかった。


