
一　般　書

タイトル 作者 出版社 分類

認知症の人を理解したいと思ったとき読
む本　正しい知識とやさしい寄り添い方 内門大丈／監修 大和出版 49

米澤屋書店 米澤穂信／著 文藝春秋 94

●女子の生き様は顔に出る 河崎環／著 プレジデント社 94

大切なこと
穏やかに暮らすための４８の工夫

内田彩仍／著 ＰＨＰエディターズ・グループ 597

最強脳　『スマホ脳』ハンセン先生の
特別授業

アンデシュ・ハンセン／
著　久山葉子／訳

新潮社 49A

同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬／著 早川書房 93ア

翼の翼 朝比奈あすか／著 光文社 93ア

むかしむかしあるところに、
やっぱり死体がありました。 青柳碧人／著 双葉社 93ア

ミチクサ先生　上 伊集院静／著 講談社 93イ

ミチクサ先生　下 伊集院静／著 講談社 93イ

残月記 小田雅久仁／著 双葉社 93オ

中野のお父さんの快刀乱麻 北村薫／著 文藝春秋 93キ

チンギス紀　１２　不羈 北方謙三／著 集英社 93キ

君と会えたから…　Ｔｈｅ　Ｇｏｄｄ
ｅｓｓ　ｏｆ　Ｖｉｃｔｏｒｙ 喜多川泰／〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン 93キ

闇祓 辻村深月／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 93ツ

残照の頂　山女日記　続 湊かなえ／著 幻冬舎 93ミ

●真夜中の自転車 村田喜代子／著 文藝春秋 ９３ム

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」

　　　12月に貸出を開始した新着本

　　　　　　　　　　　 ●寄贈 弁償本も含まれます。

「ライオンのおやつ」

小川糸・著

ぷプラ社【93オ】

瀬戸内海の海風、潮の香り、青い空、ブドウ畑…

そんな自然の中にあるホスピス。命の終わりに

近づいているのに、前を向いて1日1日生きていく人々。

そしておやつにまつわるそれぞれの思いでに胸が

締め付けられます。

私の思い出のおやつは母が作った肉まんですが、

売っているものとは違って不格好でしたが、

とても温かくおいしかった。母も亡くなりもう食べる

ことは不可能ですが、湯気の向こうの母の笑顔は

いつも思い出せます。

こうやって思いは続いていくのだと気づかされた

本です。

「うちの子が結婚しないので」

垣谷美雨・著

新潮社【93カB】

将来の娘を思い親婚活を始める千賀子！

世代間ギャップ、 親の各付けなどよく聞く話題がコミカルに

書かれていてとても楽しめます。家事、育児を担わざるを得

ない

読書週間特別企画「私のおすすめの１冊」

9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！



一般書

●ヴァイオレット・エヴァーガーデン 上 暁佳奈 著 京都アニメーション 93アB

●ヴァイオレット・エヴァーガーデン 下 暁佳奈 著 京都アニメーション 93アB
●ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外

伝 暁佳奈 著 京都アニメーション 93アB
●ヴァイオレット・エヴァーガーデン

エバー・アフター 暁佳奈 著 京都アニメーション 93アB

●警視の謀略 デボラ・クロンビー／〔著〕
西田佳子／訳 講談社 93クB

●夏の災厄 篠田節子／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 93シB

●功名が辻　１～4 司馬遼太郎／著 文藝春秋 93シB

●火怨　北の燿星アテルイ　上・下 高橋克彦／〔著〕 講談社 93タB

●ツナグ 辻村深月／著 新潮社 93ツB

●風立ちぬ　上・下 辻堂魁／著 祥伝社 93ツB

●五分の魂 辻堂魁／著 祥伝社 93ツB

●風塵　上・下 辻堂魁／著 祥伝社 93ツB

●骨を追え 堂場瞬一／著 文藝春秋 93トB

●ストロベリーナイト 誉田哲也／著 光文社 93ホB

●子産　上・下 宮城谷昌光／〔著〕 講談社 93ミB

●重耳　上・中・下 宮城谷昌光／〔著〕 講談社 93ミB

●１００万回の言い訳 唯川恵／著 新潮社 93ユB

　児　童　書

タイトル 作者 出版社 分類

●せかいのこっき・マークずかん 市川彰子/小林昌子 世界文化社 J28

●ジュニア空想科学読本　２2 柳田理科雄／著　きっか／絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ J40A

●ジュニア空想科学読本　２３ 柳田理科雄／著　きっか／絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ J40A
●１日１回！子どもの目がどんどん

よくなるすごい「めいろ」
若桜木虔／著 青春出版社 J49

●天と地の守り人　第１部 上橋菜穂子／著 新潮社 J93ウB

●ドラねこまじんのボタン
如月かずさ／作

コマツシンヤ／絵 偕成社 J93キ
●セミクジラのぬけがら　ミッチの道ばたコレクショ

ン
如月かずさ／作

コマツシンヤ／絵 偕成社 J93キ

●うたうラッパ貝がら
如月かずさ／作

コマツシンヤ／絵 偕成社 J93キ

●科学探偵ＶＳ．魔界の都市伝説
佐東みどり／作　石川北二／作　木滝
りま／作　田中智章／作　木々／絵 朝日新聞出版 J93サ

●科学探偵ＶＳ．闇のホームズ学園 佐東みどり／作　石川北二／作
木滝りま／作　田中智章／作　木々／絵 朝日新聞出版 J93サ

かぎばあさんの魔法クラブ 手島悠介／作　岡本颯子／画 岩崎書店 J93テ
●５分後に意外な結末Ｑ　正解より素敵なパズルの解

き方
桃戸ハル／著　伊月咲／著　ｕｓｉ／

絵 学研プラス J98
こどものとも年少版

まあちゃんのみかんのき
西巻茅子/さく 福音館 JE

こどものとも
せっけんとけしごむ

及川賢治 福音館 JE

かばくんのはるなつあきふゆ ひろかわさえこ／さく・え あかね書房 JE

ラン　パン　パン　インドみんわ マギー・ダフ／さいわ　ホセ・アルエゴ／え
アリアンヌ・デューイ／え　山口文生／やく 評論社 JE

十二支のおはなし 内田麟太郎／文　山本孝／絵 岩崎書店 JE

水の国の迷路　水族館から川、海、深海の旅へ
香川元太郎／作・絵

武田正倫／監修 ＰＨＰ研究所 JE-L

もったいないばあさんがくるよ！ 真珠まりこ／作・絵 講談社 JE-L

ばあばにえがおをとどけてあげる
コーリン・アーヴェリス／ぶん

イザベル・フォラス／え
まつかわまゆみ／やく

評論社 JE-L

●NUMBERS Jan Pienkowski WALKER BOOKS WE

●Trucks Priddy Books WE
分類のAは新書、Bは文庫です

●寄贈・弁償本も含まれます。

✿✿✿✿　　　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」

12月に貸出を開始した新着本    


