
購入図書案内　　７月号
２０１１年　５月受入分　No.２４５　　名 取 市 図 書 館

総記 紫式部の父親たち 繁田／信一∥著 210.37

失われたものを数えて 高田／里惠子∥著 002. 籠城 榎本／秋∥著 210.47

ビジネスマンのための「頭」の整理術 長野／慶太∥著 002.7 日本人はなぜ戦争へと向かったのか
ＮＨＫ取材班
∥編著

210.75

イラストとクラフトで手づくりライフログノート 宇田川／一美∥著 002.7 バターン死の行進
マイケル・
ノーマン∥著

210.75

川本裕子親子読書のすすめ 川本／裕子∥著 019.5 高度成長の時代　１・２
大門／正克
∥〔ほか〕編

210.76

絵本はこころの処方箋 岡田／達信∥著 019.53 「海の道」の三〇〇年 武田／尚子∥著 217.4

雨の降る日は考える日にしよう 柳田／邦男∥著 019.53 図説朝鮮戦争 田中／恒夫∥著 221.07

電子本をバカにするなかれ 津野／海太郎∥著 020.2 中国の歴史を知るための６０章 並木／頼壽∥編著 222.01

電子ブック自炊完全マニュアル 戸田／覚∥著 023. レンズが撮らえた１９世紀ヨーロッパ 海野／弘∥〔ほか〕著 230.6

電子書籍リーダーをビジネスで使う本 高橋／暁子∥著 023.
図説地図とあらすじでわかる！
古代ローマ人の日々の暮らし

阪本／浩∥監修 232

筑摩書房それからの四十年 永江／朗∥著 023.067 図説英国メイドの日常 村上／リコ∥著 233.06

ウィキリークスの内幕
ダニエル・ドムシャイト
‐ベルク∥著 070.14 ナチ略奪美術品を救え

ロバート・Ｍ．
エドゼル∥著 234.07

ウィキリークス以後の日本 上杉／隆∥著 070.14 図説ソ連の歴史 下斗米／伸夫∥著 238.07

朝日新聞の中国侵略 山本／武利∥著 070.222 モーツァルトのむくみ
フィリップ・
マコウィアク∥著 280.4

哲学・宗教 天皇と宮家 小田部／雄次∥著 288.44

カウンセリングのすべてがわかる 國分／康孝∥監修 146.8 きれいな風貌 黒川／創∥著 289.1

生きる力を取りもどす写真セラピー 酒井／貴子∥著 146.8 学ぶよろこび 梅原／猛∥著 289.1

○のない大人×だらけの子ども 袰岩／奈々∥著 146.82 安田善次郎 由井／常彦∥著 289.1

お部屋風水 林／秀靜∥監修 148.5 梅棹忠夫のことば 梅棹／忠夫∥著 289.1

もういちど読む山川倫理 小寺／聡∥編 150 完本天の蛇 加藤／九祚∥著 289.3

明治大学で教える「婚育」の授業 諸富／祥彦∥著 152.1 プリンセスケイト
クラウディア
・ジョセフ∥著 289.3

比べない生き方 小倉／広∥著 159.4 どんこうにっぽん縦断　西日本編 芦原／伸∥著 291.09

いま宗教にできること、できないこと 三土／修平∥著 160.4 ふらり京都の春 柏井／壽∥著 291.62

苦しまない練習 小池／龍之介∥著 184 京都和の色の歳時記 吉岡／幸雄∥監修 291.62

図説あらすじでわかる！
法然と極楽浄土

林田／康順∥監修 188.62 ほんとうのフランスがわかる本
ジュヌヴィエーヴ
・ブラム∥著 293.5

歴史・地理 社会科学

繁栄　上・下 マット・リドレー∥著 201.1 公共政策学の基礎 秋吉／貴雄∥著 301

日本人の本質 中西／輝政∥著 210.04
５５分で中東の激変の「なぜ？」
がわかる本

鈴木／紘司∥著 302.27

妄想かもしれない日本の歴史 井上／章一∥著 210.04 現代フランス社会を知るための６２章 三浦／信孝∥編著 302.35

天皇の歴史　４ 210.1 平成幸福論ノート 田中／理恵子∥著 304

史跡で読む日本の歴史
１・５・６・７・１０

210.1 池上彰の学べるニュース　４ 池上／彰∥〔著〕 304
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私たちはいまどこにいるのか 小熊／英二∥著 304 福祉用具の危機 東畠／弘子∥著 369.26

知らないと恥をかく世界の大問題　２ 池上／彰∥著 304 介護で仕事を辞めないために
グループ・けあ
＆けあ２１∥編著

369.26

正義の哲学 田島／正樹∥著 311.1 介護不安は解消できる 金田／由美子∥著 369.26

日本を診る 片山／善博∥著 312.1 災害ユートピア
レベッカ・
ソルニット∥著

369.3

日本政党史 季武／嘉也∥編 315.1 「かくれんぼ」ができない子どもたち 杉本／厚夫∥著 371.45

よくわかる省庁のしくみ 林／雄介∥著 317.2
「うちの子もしかして反抗期？」
と思ったら読む本

主婦の友社∥編 371.47

共通番号－国民ＩＤ－のすべて 榎並／利博∥著 317.6 こうすれば日本も学力世界一 福田／誠治∥著 372.11

署長からの手紙 木内／純一∥著 317.7 ノートの書き方教科書 375

火災と消火の科学 中井／多喜雄∥著 317.79 鈴木翼のちょこっとあそび大集合！鈴木／翼∥著 376.16

地方分権改革 西尾／勝∥著 318.1
子どもの考える力は
「書き・読み」で伸びる！

樋口／裕一∥著 379.9

議会からの政策形成
会津若松市議会
∥編集

318.43 お手伝い至上主義でいこう！ 三谷／宏治∥著 379.9

裁かれた命 堀川／惠子∥著 326.23 頭のよい子の家にある「もの」 四十万／靖∥著 379.9

証拠改竄
朝日新聞
取材班∥著

327.13 日本の刺青（いれずみ）と英国王室 小山／騰∥著 383.7

灼熱アジア
ＮＨＫスペシャル
取材班∥著

332.2 長崎奉行のお献立 江後／迪子∥著 383.82

なぜリーダーは「失敗」を
認められないのか

リチャード・Ｓ．
テドロー∥著

335.13 ハンバーガーの歴史
アンドルー・Ｆ．
スミス∥著

383.85

日本の百年企業 朝日新聞∥編 335.21 パリが愛した娼婦 鹿島／茂∥著 384.7

どうしたら「デキる男」に見えますか？ 岩井／結美子∥著 336.49 なぜ人はキスをするのか？
シェリル・カーシェン
バウム∥著 384.7

デスクをメタボにしない理系思考 本多／弘美∥著 336.5 老いじたく練習帖 寺尾／俊一∥著 385.6

無縁社会の正体 橘木／俊詔∥著 360 地霊の復権 野本／寛一∥著 387

サービスできないドイツ人、
主張できない日本人

川口マーン惠美
∥著

361.42 飢餓浄土 石井／光太∥著 387.9

キャラクター精神分析 斎藤／環∥著 361.5 陸軍中野学校極秘計画 斎藤／充功∥著 396.08

イルミナティだけが知っている
金融工学編

ベンジャミン・
フルフォード∥編著 361.65 自然科学

イルミナティだけが知っている
洗脳工学編

ベンジャミン・
フルフォード∥編著 361.65 日本列島奇跡の大自然

ＮＨＫスペシャル「日本
列島」プロジェクト∥編著 402.91

なんちゃって育児休暇でパパ修行成澤／廣修∥著 366.32 サイエンス・ファクション
ヘーラルト・トホーフト
∥〔著〕 404

イクメンで行こう！ 渥美／由喜∥著 366.7 日常に生かす数学的思考法 竹山／美宏∥著 410.7

顔がいい男はなぜ出世するのか 杉浦／由美子∥著 367.5 シュレ猫がいく！ブレーンワールド 竹内／薫∥著 421

親は知らない
読売新聞社会部
∥著

367.61 生命の起源をさぐる
日本宇宙生物科学会
∥編 440.4

楽しんで生きる老い 佐橋／慶女∥著 367.7 すべてはどのように終わるのか クリス・インピー∥著 440.4

民衆が語る貧困大国アメリカ
スティーヴン・
ピムペア∥著

368.2 図解・気象学入門 古川／武彦∥著 451

家のない少年たち 鈴木／大介∥著 368.71 移行化石の発見
ブライアン・
スウィーテク∥著

457.8

生活リハビリ術 松本／健史∥著 369 生命の跳躍 ニック・レーン∥著 467.5

スウェーデンにみる
「超高齢社会」の行方

ビヤネール多美子
∥著

369.26 生態系は誰のため？ 花里／孝幸∥著 468
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動物園革命 若生／謙二∥著 480.76 日本における伝染病との闘いの歴史
菅又／昌実
∥編著

498.6

先生、キジがヤギに縄張り
宣言しています！

小林／朋道∥著 481.78 知識ゼロからのアロマテラピー入門 中条／春野∥著 499.87

ひみつのウミウシ
水谷／知世∥
写真・文

484.6 技術・実用書

哺乳類のフィールドサイン観察ガイド 熊谷／さとし∥著 489 へんな商標？ 友利／昴∥著 507.26

クジラ・イルカ生態写真図鑑 水口／博也∥著 489.6
図解工場のしくみが
面白いほどわかる本

石川／和幸∥著 509

悲しみの中にいる、あなたへの処方箋垣添／忠生∥著 490.14 ごみ減量 服部／美佐子∥著 518.52

すばらしい人間部品産業 Ａ．キンブレル∥著 490.15 ごみ収集 田中／勝∥編 518.52

骨のしくみ・はたらき事典 松村／天裕∥著 491.16 生態系に学ぶ！廃棄物処理技術 下平／利和∥著 518.52

顔の科学
ジョナサン・コール
∥著 491.19 ホリエモンの宇宙論 堀江／貴文∥著 538.9

最新脳科学でわかった五感の驚異
ローレンス・Ｄ．
ローゼンブラム∥著

491.37 〈原子力事故〉自衛マニュアル 桜井／淳∥監修 539.99

脳とグリア細胞 工藤／佳久∥著 491.37 大人の超ネットマナー講座 石原／壮一郎∥著 547.48

視覚はよみがえる スーザン・バリー∥著 491.37
図解ですっきりラクラクわかる
太陽電池のしくみ

京極／一樹∥著 549.51

よくわかる病理学の基本としくみ 田村／浩一∥著 491.6 海上保安庁の仕事につきたい！
私の職業シリーズ
取材班∥著

557.8

わたしの病気は何ですか？ 近藤／武史∥著 491.6 有害物質小事典 泉／邦彦∥著 574.03

血糖値をしっかり下げるコツがわかる本鈴木／吉彦∥監修 493.12 東日本のワイン 山本／博∥監修 588.55

花粉症がラクになる 赤城／智美∥著 493.14 お母さんは忙しくなるばかり
ルース・シュウォーツ
・コーワン∥著 590.25

みなまたは終わっていない
全日本民主医療
機関連合会∥編著

493.15 うちのもの暮らし 大田垣／晴子∥著 590.4

動脈硬化を防ぐ！かんたん健康料理
森野／眞由美∥
監修・料理

493.24 老いのシンプル節約生活 阿部／絢子∥著 591

健康診断で血圧値が
高めの人が読む本

島田／和幸∥著 493.25 きれいに縫えるミシンの基礎
栗田／佐穂子
∥監修

593.48

おいしく食べて病気を防ぐ
低塩・低カロリーのおかず７５

竹内／冨貴子∥
監修

493.25 東欧の小さなクロスステッチ
河出書房新社
編集部∥編 594.2

かぜの科学
ジェニファー・
アッカーマン∥著

493.3 イチバン親切なレース編みの教科書 川路／ゆみこ∥著 594.3

腰痛むかしの常識はいまの非常識！ 酒井／和彦∥著 493.6 塩麹と甘酒のおいしいレシピ タカコ・ナカムラ∥著 596

よくわかる精神医学の基本としくみ 武井／茂樹∥著 493.7 コロッケ・パラダイス！ 堤／人美∥著 596

こうして治す片頭痛 寺本／純∥著 493.74 基本のおかず特選 ＡＢＣ∥編 596

他人がこわい
クリストフ・アンドレ
∥著 493.74 ラクうまひとりごはん 柳澤／英子∥著 596

もう限界！！認知症の家族を
介護するときに読む本

高室／成幸∥監修 493.76 昭和天皇のごはん 谷部／金次郎∥著 596.21

自閉症・アスペルガー症候群
「自分のこと」のおしえ方 吉田／友子∥著 493.94 たまごのうふふ。 瀬尾／幸子∥著 596.3

再建手術、承ります 寺尾／保信∥著 494.29 和のごはんもん 飯田／知史∥著 596.3

おなか・お尻の痛みと不快感を治す 高野／正博∥編著 494.66 ＰＡＲＩＹＡの野菜たっぷりデリごはん ＰＡＲＩＹＡ∥著 596.37

老いない食事力 林／泰史∥著 498.5 毎日のお弁当 寺西／恵里子∥著 596.4

食べても太らない！
「糖質ゼロ」の健康法

釜池／豊秋∥著 498.58
ａｋｉｎｏｉｃｈｉｇｏの全プロセスつき
お弁当キャラ２００

稲熊／由夏∥著 596.4

元気な赤ちゃんを産むために、
今から必要なこれだけのこと

深澤／百合∥著 498.59
あな吉さんのゆるベジ発酵いらず！
即席パン

浅倉／ユキ∥著 596.63
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ホームベーカリーで
焼きたてパン＆スイーツ

596.63 かわいい手紙 ＬＵＣＹ∥著 754.9

いちばんやさしい
お菓子とケーキのデコレーション

熊谷／裕子∥著 596.65 至福のクラシック 一個人編集部∥編 760.4

絵柄入りでつくるアイスボックスクッキーイトウ／ユカ∥著 596.65 音の歳時記 釣谷／真弓∥著 762.1

スチームケーキ 本間／節子∥著 596.65 モーツァルトの食卓 関田／淳子∥著 762.35

二畳で豊かに住む 西／和夫∥著 597 オーケストラ大国アメリカ 山田／真一∥著 764.3

アコさんのシンプルだけど
ちょっと乙女なお家づくり

伊能勢／敦子∥著 597 ＳＵＧＩＺＯ ＳＵＧＩＺＯ∥著 764.7

４０歳！妊娠日記 大田垣／晴子∥著 598.2 唄者の肖像 高桑／常寿∥著 767.52

なぜ食べてくれないの？ 鳥居／徹也∥著 599.3 徹子ザ・ベスト 黒柳／徹子∥著 772.1

産業 台風かあちゃん 柴田／理恵∥著 772.1

農を楽しくする人たち
週刊ダイヤモンド
∥著

611.7 証言日中映画人交流 劉／文兵∥著 778.21

知っておきたい野菜の基本 626 落語評論はなぜ役に立たないのか 広瀬／和生∥著 779.13

野菜観察便利帳 岩槻／秀明∥著 626 こんな噺家は、もう出ませんな 京須／偕充∥著 779.13

有機栽培もＯＫ！
プランター菜園のすべて 木村／正典∥著 626.9 知識ゼロからのマジック入門 ふじい／あきら∥著 779.3

はじめてのバラこそ無農薬 小竹／幸子∥著 627.77 スポーツキッズのお弁当レシピ 川端／理香∥著 780.19

はじめての庭づくり百科 629.75 驚異の１分間コアトレーニング 白木／仁∥著 780.7

檜 有岡／利幸∥著 653.6
「週刊ポスト」は大相撲八百長を
こう報じてきた

「週刊ポスト」
編集部∥編

788.1

行列ができる奇跡の商店街 吉崎／誠二∥著 673.7 血のジレンマ 吉沢／譲治∥著 788.5

これからの日本のために
「シェア」の話をしよう

三浦／展∥著 675 消えた天才騎手 島田／明宏∥著 788.5

ＴＰＰ亡国論 中野／剛志∥著 678.3 二天一流はなぜ強かったのか
中嶋／繁雄
∥監修

789.3

交通事故に遭った時、
あなたを救うたった一冊の本

アディーレ
法律事務所∥編

681.3 露地のきまり 小河／正行∥著 791.6

自動車と建築 堀田／典裕∥著 685.21 いけばなにみる日本文化 鈴木／榮子∥著 793.2

図説日本の鉄道クロニクル　４ 三宅／俊彦∥監修 686.21 言語

山の上ホテルの流儀 森／裕治∥著 689.8 言葉の誕生を科学する 小川／洋子∥著 801

芸術・スポーツ
失敗しない！新郎新婦の
あいさつ＆手紙

岩下／宣子∥監修 809.4

アメリカを変えた日本人 久我／なつみ∥著 702.16
おにぎりはどの角から
食べるのがマナーですか？

吉野／椰枝子∥著 810.7

東北芸術文化の水脈 大原／螢∥著 702.19 読売新聞用字用語の手引 読売新聞社∥編著 816.07

ラジーシチェフからチェーホフへ 白倉／克文∥著 702.38 英文解釈研究法 小野／圭次郎∥著 837.5

ハウス・オブ・ヤマナカ 朽木／ゆり子∥著 706.7 文学

図説浮世絵入門 稲垣／進一∥編 721.8 愛の情景 小倉／孝誠∥著 902.09

花の本 山内／浩史∥編 723.01 池澤夏樹の世界文学リミックス 池澤／夏樹∥著 904

すぐわかる産地別やきものの見わけ方
佐々木／秀憲
∥監修

751 世界文学全集　２月７日
池澤／夏樹∥
個人編集

908

おり紙花散歩 川井／淑子∥共著 754.9 時代小説で読む日本史 末國／善己∥著 910.26
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さよなら、ニッポン 高橋／源一郎∥著 910.26 小説（日本）

太宰治の作り方 田澤／拓也∥著 910.27 統ばる島 池上／永一∥著 N

啄木日記を読む 池田／功∥著 910.27 三十光年の星たち　上・下 宮本／輝∥著 N

百年の孤独を歩く 田村／さと子∥著 960.2 神戸２５メートルの絶望 西村／京太郎∥著 N

美しい季語の花 金子／兜太∥監修 911.31 太陽おばば 雀野／日名子∥著 N

日本人の暦 長谷川／櫂∥著 911.31 ロンツーは終わらない 山田／深夜∥著 N

源氏物語を読む 瀧浪／貞子∥編 913.36 ダイナミックフィギュア　上・下 三島／浩司∥著 N

太平記を読む 市沢／哲∥編 913.44 犠牲（いけにえ）にあらず 藤野／眞功∥著 N

刑事魂 松浪／和夫∥著 913.6 古道具屋皆塵堂 輪渡／颯介∥著 N

鴎外の恋　舞姫エリスの真実 六草／いちか∥著 913.6 うからはらから 阿川／佐和子∥著 N

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ 三毛猫ホームズは階段を上る 赤川／次郎∥著 N

老いの幸福論 吉本／隆明∥著 914.6
新入社員ヒロと
謎の育成メールの１２カ月

渡瀬／謙∥著 N

猫の散歩道 保坂／和志∥著 914.6 信長の影 岡田／秀文∥著 N

ゲゲゲの女房と
品格の母が語る知足安分

武良／布枝∥著 914.6 ユリゴコロ
沼田／まほかる
∥著

N

セピア色の昭和 本間／千枝子∥著 914.6 グロウブ号の冒険 井上／ひさし∥著 N

ひつまぶし 野田／秀樹∥著 914.6 月光川の魚研究会 星野／青∥文章 N

幸田家のきもの 青木／奈緒∥著 914.6 麒麟の翼 東野／圭吾∥著 N

人生はうしろ向きに 南條／竹則∥著 914.6 淡雪記 馳／星周∥著 N

アジアに浸る 高樹／のぶ子∥著 915.6 逆渡り 長谷川／卓∥著 N

東京随筆 赤瀬川／原平∥著 915.6 地獄堂霊界通信　７ 香月／日輪∥著 N

生まれた命にありがとう 野田／聖子∥著 916 スパイクス あさの／あつこ∥著 N

数字と踊るエリ 矢幡／洋∥著 916 オレンジの陽の向こうに ほしお／さなえ∥著 N

カンポ・サント
Ｗ．Ｇ．
ゼーバルト∥著

944.7 三人姉妹殺人事件 赤川／次郎∥著 N

獅子真鍮の虫 田中／啓文∥著 N

鼠、影を断つ 赤川／次郎∥著 N

ドラゴニア王国物語 みお／ちづる∥著 N

偉大なる、しゅららぼん 万城目／学∥著 N

オジいサン 京極／夏彦∥著 N

トロンプルイユの星 米田／夕歌里∥著 N

裏閻魔 中村／ふみ∥著 N

シミ。 上 竹村／優希∥著 N

煙が目にしみる 石川／渓月∥著 N
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弦と響 小池／昌代∥著 N 大和燃ゆ　上・下 八木／荘司∥著 N

マリアの骨 鳴海／章∥著 N 阿吽の羽織 沖田／正午∥著 N

バミューダ海域の摩天楼 柄刀／一∥著 N 花桃実桃 中島／京子∥著 N

わたしの彼氏 青山／七恵∥著 N 幻想郵便局 堀川／アサコ∥著 N

愛についての感じ
海猫沢／めろん
∥著

N 小説（外国）

大絵画展 望月／諒子∥著 N リトル・ブラザー
コリイ・ドクトロウ
∥著

F

自転車冒険記 竹内／真∥著 N 澱み
ヘルタ・ミュラー
∥著

F

隣室のモーツアルト 藤堂／志津子∥著 N すばらしい墜落 ハ・ジン∥著 F

スミレ刑事（デカ）の花咲く事件簿 石平／ひかり∥著 N 黄昏に眠る秋
ヨハン・テオリン
∥著

F

時平の桜、菅公の梅 奥山／景布子∥著 N

熊金家のひとり娘 まさき／としか∥著 N

阿蘇・黒川温泉怪殺迷路 梓／林太郎∥著 N

泥棒桟敷の人々 赤川／次郎∥著 N

十津川警部日本縦断
長篇ベスト選集 5

西村／京太郎∥著 N

ルシッド・ドリーム 中島／さなえ∥著 N

サランヘヨ北の祖国よ 森村／誠一∥著 N

もじゃもじゃ 渡辺／淳子∥著 N

スーサ あさの／あつこ∥著 N

こころ 七瀬／晶∥著 N

砂上のファンファーレ 早見／和真∥著 N

兇 矢野／隆∥著 N

眠れ、悪しき子よ　下 丸山／健二∥著 N

ヴォイド・シェイパ 森／博嗣∥著 N

片思いレシピ 樋口／有介∥著 N

円卓 西／加奈子∥著 N

花の鎖 湊／かなえ∥著 N

ぼくから遠く離れて 辻／仁成∥著 N

たまゆらに 山本／一力∥著 N

ゴーストハント　３ 小野／不由美∥著 N

熊金家のひとり娘 まさき／としか∥著 N

鏡の顔 大沢／在昌∥著 N

華麗なる欺き 新堂／冬樹∥著 N
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児童書（ものがたり） 月のかがく
えびな／みつる
∥絵と文 K446

迷子のアリたち
ジェニー・ヴァレン
タイン∥著

KF 水と地球の研究ノート　４
武田／晋一
∥写真・文

K452.9

名探偵ホームズ緋色の研究 コナン・ドイル∥作 KF 湿地の大研究 遊磨／正秀∥監修 K452.93

きみ、ひとりじゃない デボラ・エリス∥作 KF 巣の大研究 今泉／忠明∥著 K481.7

星雲ミカの小さな冒険
「鳥へっぽこ新聞」誕生編

斎藤／慎一郎∥作 KN 飛べ！「はやぶさ」 松浦／晋也∥文 K538.9

ずっといっしょにいようよ 小林／深雪∥作 KN 新幹線
小賀野／実∥
監修・写真

K546.5

菜の子先生の校外パトロール 富安／陽子∥作 KN
かんたん！おいしい！
冷たい〓スイーツ

宮沢／うらら∥著 K596.65

魔女の診療所 倉橋／燿子∥作 KN サバイバル！無人島で大冒険 関根／秀樹∥監修 K786

こちら妖怪新聞社！　８ 藤木／稟∥作 KN 羽生善治のやさしいこども将棋入門 羽生／善治∥監修 K796

新妖界ナビ・ルナ　４ 池田／美代子∥作 KN みんなの将棋入門 羽生／善治∥監修 K796

星雲ミカの小さな冒険
久里マリアさんへの手紙篇

斎藤／慎一郎∥作 KN はじめてでも勝てる将棋入門 神吉／宏充∥著 K796

ＩＱ探偵ムー
夢羽、マジシャンになる。

深沢／美潮∥作 KN
日本語力アップ！
深谷式辞書引き　３

大門／久美子∥文 K813

ひみつのノック 武鹿／悦子∥さく KN お姫さま大全 井辻／朱美∥監修 K903.3

大盛りワックス虫ボトル 魚住／直子∥著 KN
２１世紀版少年少女世界文学館
18・１９・２０

井上／靖∥
企画編集

K908.3

Ｈよければすべてよし 後藤／みわこ∥著 KN 日本語を味わう名詩入門　２ K911.56

まじょ子とデコ☆デコレーションの国 藤／真知子∥作 KN
中学生までに読んでおきたい
日本文学　７

松田／哲夫∥編 K918.6

となえもんくん　ことばの力のまき
もとした／いづみ
∥作

KN

消えた自転車は知っている
藤本／ひとみ
∥原作

KN

パパは誘拐犯 八束／澄子∥作 KN

少年名探偵虹北恭助の冒険
はやみね／かおる
∥作

KN

怪盗パピヨン　ｓｔｅａｌ２ 関田／涙∥作 KN

フェアリーたちの魔法の夜
あんびる／やすこ
∥作・絵

KN

怪盗ブラックの宝物 那須／正幹∥作 KN

児童書（そのほか）

ＮＨＫ時々迷々（まよまよ）　３
ＮＨＫ「時々迷々」
制作班∥編 K150

親鸞 梅田／紀代志∥作 K188.72

タイムスリップ！江戸の町で大冒険 小沢／詠美子∥監修 K210.5

偉人たちの少年少女時代　１～３ 漆原／智良∥作 K280

ディスカバー！世
界の国ぐにで大冒険

矢ケ崎／典隆∥監修 K290

ノースウッズの森で
大竹／英洋∥
文・写真

K402.951

「まるわかり！」小学校の算数 岸本／裕史∥著 K410

数学 ダン・グリーン∥文 K410
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絵本

ママのとしょかん キャリ・ベスト∥文 E

おかあさん 中村／徹∥作 Eｱｶ

フィートははしる
ビビ・デュモン・
タック∥文

Eﾊｲｲﾛ

妖精の国１００１のさがしもの
ジリアン・
ドハーティ∥作

Eﾊｲｲﾛ

わけっこしよう
ティシュ・
レイビー∥文

Eﾊｲｲﾛ

みんなであなたをまっていた
ジリアン・
シールズ∥文

Eﾊｲｲﾛ

おやすみなさいをするまえに
ジリアン・
シールズ∥文

Eﾊｲｲﾛ

タンポポたいへん！
シャーロット・
ミドルトン∥作・絵

Eﾊｲｲﾛ

いつもありがとうのウサギくん
ティシュ・
レイビー∥文

Eﾊｲｲﾛ

みんなおおきくなるんだよ
アン
ロックウェル∥さく

Eﾊｲｲﾛ

うっとりはなにみとれたら 内田／麟太郎∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ぎょうれつのできるはちみつやさん
ふくざわ／ゆみこ
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

せきとりしりとり サトシン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

やぎのしずかのたいへんな
たいへんないちにち

田島／征三∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おばあちゃんのこもりうた 西本／鶏介∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

みんなかわいい
内田／麟太郎
∥文

Eﾐﾄﾞﾘ

たこやきようちえんこうさくだいすき！
さいとう／しのぶ
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

なないろの花はどこ
はまざき／えり
∥ぶん・え

Eﾐﾄﾞﾘ

はるねこ
かんの／ゆうこ
∥文

Eﾐﾄﾞﾘ

ふうとはなとたんぽぽ
いわむら／かずお
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

おれたちはパンダじゃない サトシン∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

きつね、きつね、きつねがとおる 伊藤／遊∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ゆうきをだして！
くすのき／しげのり
∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ

ありがとうがしりたくて 菊田／まりこ∥著 Eﾑﾗｻｷ
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