
購入図書案内　　６月号
２０１１年４月受入分　No.２４４　名 取 市 図 書 館

総記 東京を経営する 渡邉／美樹∥著 318.24

失われたものを数えて 高田／里惠子∥著 002. フォールト・ラインズ
ラグラム・
ラジャン∥〔著〕

338.9

ウィキリークスの衝撃 菅原／出∥著 070.14 サラリーマン誕生物語 原／克∥著 361.84

哲学・宗教 サードジョブ 上田／信一郎∥著 366.29

哲学のモンダイ 永野／潤∥著 100 夫の転がし方 野村／沙知代∥著 367.3

手にとるように発達心理学
がわかる本

小野寺／敦子∥著 143 野宿に生きる、人と動物 なかの／まきこ∥著 368.2

赤ちゃんのしあわせ名づけ 田宮／規雄∥監修 148.3 終の棲家を求めて 中村／美和∥著 369.26

斎藤一人の人を動かす 永松／茂久∥著 159 危険な学校 畑村／洋太郎∥著 374.92

「女のしあわせ〓」がなくなる日 ももせ／いづみ∥著 159.6 京都三大学　京大・同志社・立命館 橘木／俊詔∥著 377.28

仏陀南伝の旅 白石／凌海∥著 182.26 就活エリートの迷走 豊田／義博∥著 377.9

仏像のなぞとひみつ 頼富／本宏∥監修 186.8 戸塚ヨットスクールは、いま
東海テレビ
取材班∥著

378.8

信徒内村鑑三 前田／英樹∥著 198.99 尾木ママの「叱らない〓」子育て論 尾木／直樹∥著 379.9

歴史・地理 日本人の坐り方
矢田部／英正
∥著

383

逆説の日本史 17 井沢／元彦∥著 210.04 ウエディングドレスはなぜ白いのか 坂井／妙子∥著 385.4

天皇の歴史 3 210.1 スパイ・爆撃・監視カメラ 永井／良和∥著 391.6

よくわかる古代日本の全体像 木下／正史∥著 210.3 韓国の徴兵制 康／煕奉∥著 393.25

日本を問い直す 川田／順造∥著 210.6 怒り滾る基地の島・沖縄 山内／徳信∥著 395.39

紀元二千六百年 ケネス・ルオフ∥著 210.7 自然科学

中世の港と海賊 山内／譲∥著 217.4 熊楠の森－神島 後藤／伸∥著 402.92

過ぎ去らぬ過去との取り組み 佐藤／健生∥編 234.07 生命は、宇宙のどこで生まれたのか 福江／翼∥〔著〕 440

ナチ略奪美術品を救え
ロバート・Ｍ．
エドゼル∥著

234.07 「地震の目」で予知する次の大地震 木村／政昭∥著 453.38

明治を支えた「賊軍」の男たち 星／亮一∥〔著〕 281.04 みちくさの名前。 吉本／由美∥著 470.4

琵琶湖の北に連なる山 草川／啓三∥著 291.61 イネ科ハンドブック 木場／英久∥著 479.34

京都さくら探訪 ナカムラ／ユキ∥著 291.62 鳥あそび 小宮／輝之∥著 488.21

ジーノの家 内田／洋子∥著 293.7 「患者様」が医療を壊す 岩田／健太郎∥著 490.4

社会科学 足裏ほぐし１００のコツ 主婦の友社∥編 492.7

ソニーはなぜサムスンに
抜かれたのか

菅野／朋子∥著 302.21 がんになったらあなたはどうする？ 吉川／佳秀∥著 494.5

自壊社会からの脱却 神野／直彦∥編 304
顎関節症とかみ合わせの
悩みが解決する本

木野／孔司∥著 497.3

社会主義の誤解を解く 薬師院／仁志∥著 309
インフルエンザパニックが
教えてくれたこと

山田／真∥著 498.6

宰相の資格 櫻井／よしこ∥著 312.1 技術・実用書

モノ言う中国人 西本／紫乃∥著 316.1 工場見学 509.21
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「はやぶさ」式思考法 川口／淳一郎∥著 538.9 エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ

原発スキャンダル 木原／省治∥著 543.5 坂口安吾盗難事件 東／直己∥著 913.6

３３人チリ落盤事故の奇跡と真実
マヌエル・ピノ
・トロ∥著

561.95 トトロの住む家 宮崎／駿∥著 914.6

やってはいけないお金の習慣 荻原／博子∥著 591 にっぽん巡礼 山折／哲雄∥著 914.6

シリコンスチーマーでかんたん！
楽うまレシピ

大越／郷子∥著 596 昔日の客 関口／良雄∥著 914.6

有元葉子の料理教室
予約がとれないクッキングクラス

有元／葉子∥著 596 失敗の効用
外山／滋比古
∥著

914.6

栄養士が教える食べても
太らない５００Ｋｃａｌ未満のレシピ

伊藤／君栄∥著 596 妻と最期の十日間 桃井／和馬∥著 916

お弁当からはじめるマクロビオティック 今井／洋子∥著 596.4 身体（からだ）のいいなり 内澤／旬子∥著 916

たかこさんのクイックブレッド＆ケーキ 稲田／多佳子∥著 596.6 不登校、ひきこもり－こころの解説書 金馬／宗昭∥著 916

まいにち食べたい“ごはんのような”
クッキーとビスケットの本

なかしま／しほ∥著 596.65 小説（日本）

ＬＥ　ＣＡＦ〓　ＤＵ　ＢＯＮＢＯＮ
の焼き菓子

久保田／由希∥著 596.65 早雲立志伝 海道／龍一朗∥著 N

まいにち食べたい“ごはんのような”
ケーキとマフィンの本

なかしま／しほ∥著 596.65 放課後はミステリーとともに 東川／篤哉∥著 N

いろんなことがラクになる！
断捨離セラピー

あいかわ／ももこ∥著 597.5 楽園のとなり 河上／朔∥著 N

産業 告発の虚塔 江上／剛∥著 N

犬は「しつけ」でバカになる 堀／明∥著 645.6 月代兄弟怪異譚 椎津／くみ∥著 N

ペットのがん百科 鷲巣／月美∥編 645.66 カササギたちの四季 道尾／秀介∥著 N

鯨人 石川／梵∥著 664.9 末裔 絲山／秋子∥著 N

フェイスブック イケダ／ハヤト∥著 675

芸術・スポーツ

発泡ウレタン＆粘土で作るしっとり
＊ふわふわフェイクスイーツ

ｈｉｒｏｅ∥著 751.4

エコクラフトで作る北欧テイストのかご 754.9

エコクラフトで作る石畳編みのかごとバッグ木原／基子∥著 754.9

信頼する力 遠藤／保仁∥著 783.47

信じる力 大畑／大介∥著 783.48

斎藤佑樹と歩んだ１４０６日 應武／篤良∥著 783.7

なぜ韓国は、パチンコを全廃できたのか 若宮／健∥〔著〕 797.9

言語

出だし３行終わり３行手紙スラスラ文例集 小学館∥編 816.6

イングリッシュ・モンスターの最強英語術 菊池／健彦∥著 830.7

文学

田辺聖子の古典まんだら 上下 田辺／聖子∥著 910.2

万能川柳２０周年記念ベスト版 仲畑／貴志∥編 911.47
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文庫

なぜ日本は没落するか 森嶋／通夫∥著 B302.1

毒を出す食ためる食 蓮村／誠∥著 B498.583

おっぱいとトラクター
マリーナ・レヴィツカ
∥著 BF

メグとセロン　６ 時雨沢／恵一∥著 BN

最後の剣
風野／真知雄
∥著

BN

決着 佐伯／泰英∥著 BN

新約とある魔術の禁書目録
（インデックス）

鎌池／和馬∥著 BN

風の王国 毛利／志生子∥著 BN

巻きぞえ 新津／きよみ∥著 BN

貴族探偵エドワード 椹野／道流∥著 BN

参考資料（貸出はできません。館内でごらんください）

国会便覧 R314.035
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児童書（ものがたり） 絵本

ユリシーズ・ムーアと仮面の島
〔Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ
 Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ∥著〕 KF まっかっか／まっくろけ

とよた  かずひこ
∥作  絵 Eｱｶ

名探偵ホームズ消えた花むこ コナン・ドイル∥作 KF まんまるジャッキー あだち／なみ∥絵 Eｱｶ

わたし、ぜんぜんかわいくない
クロード・Ｋ．
デュボア∥作・絵 KF いろいろジャッキー あだち／なみ∥絵 Eｱｶ

とらわれのフェルダ
オンドジェイ・
セコラ∥さく／え KF まっさお／み・ど・り

とよた  かずひこ
∥作  絵 Eｱｶ

魔法の国のかわいいバレリーナ
エメラルド・
エバーハート∥著 KF

ぼくたちのトレジャーを探せ！ 楠木／誠一郎∥作 KN

名探偵ＶＳ．怪人幻影師
はやみね／
かおる∥作 KN

おぶさり坂のおばけ 芝田／勝茂∥編 KN

わたしの歌う犬 芝田／勝茂∥編 KN

おやおやジャムクッキー 川北／亮司∥さく KN

おどって！ウズメ 山口／節子∥作 KN

呪いのまぼろし美容院 斉藤／洋∥作 KN

おばけがカゼをひいちゃった むらい／かよ∥著 KN

舞姫 森／鴎外∥作 KN

忍者サノスケじいさんわくわく旅日記 なすだ／みのる∥作 KN

一円大王さま すとう／あさえ∥作 KN

むしゃむしゃかいじゅう 阿部／正子∥作 KN

児童書（そのほか）

ファッション・建築・ＩＴのしごと ＰＨＰ研究所∥編 K366.29

数学で遊ぼう 芳沢／光雄∥著 K410.79

ネコにも描けるマンガ教室 夏／緑∥作 K726
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