
購入図書案内　　9月号
2011年　7月受入分　No.247　　名 取 市 図 書 館

総記 イスラム飲酒紀行 高野／秀行∥著 292.7

Ｗｉｎｄｏｗｓの時代は終わったのか？ 阿久津／良和∥著 007.634 うなドン 青山／潤∥著 297.5

知の広場
アントネッラ・
アンニョリ∥〔著〕 010.1 社会科学

この本読んで！ 2011年夏号 015.8 国家の危機 的場／昭弘∥著 309.33

読書のチカラ 齋藤／孝∥著 019. なぜマルクスは正しかったのか
テリー・イーグルトン
∥著

309.33

風評被害 関谷／直也∥著 070.14 決断のとき　上・下
ジョージ・Ｗ．
ブッシュ∥著

312.53

哲学・宗教 公務員の文章・メール術 小田／順子∥編著 318.5

夜回り先生いのちの授業 水谷／修∥著 114.2 ネクスト・ルネサンス パラグ・カンナ∥著 319

近代哲学の名著 熊野／純彦∥編 133 だから、言ったでしょっ！ 米谷／ふみ子∥著 319.8

色彩の教科書 芳原／信∥著 141.21 Ｑ＆Ａ東日本大震災と登記実務 鈴木／龍介∥編著 324.86

知覚の正体 古賀／一男∥著 141.27 アフター・ザ・クライム 藤井／誠二∥著 326.3

人間関係がうまくいく！
人づきあい風水

林／秀靜∥監修 148.5 三度目の奇跡 日本経済新聞社∥編 332.11

「しつこい怒り」が消えてなくなる本 石原／加受子∥著 159 消費するアジア 大泉／啓一郎∥著 332.2

日本人なら知っておきたい
お寺と神社

歴史の謎を探る会
∥編

185.91 日本経済、復興と成長の戦略 三橋／貴明∥著 333.6

生かして生きる 清水谷／孝尚∥著 188.44 検証東日本大震災の流言・デマ 荻上／チキ∥著 361.45

ふしぎなキリスト教 橋爪／大三郎∥著 190 解放令の明治維新 塩見／鮮一郎∥著 361.86

歴史・地理 仕事の話 木村／俊介∥著 366.29

天皇の歴史　6 210.1 Ｑ＆Ａ親の離婚と子どもの気持ち Ｗｉｎｋ∥編 367.4

旧石器時代 堤／隆∥著 210.23 空 島田／裕巳∥監修 367.7

平安京遷都 川尻／秋生∥著 210.36 自殺者三万人を救え！ 望月／昭∥著 368.3

戦国誕生 渡邊／大門∥著 210.46
民生委員のための地域
福祉活動Ｑ＆Ａ

小林／雅彦∥著 369.17

昭和天皇とワシントンを結んだ男 青木／冨貴子∥著 210.76 盲導犬の訓練ってどうするの？ 松井／進∥著 369.28

軽井沢伝説 犬丸／一郎∥著 215.2
放射能地震津波
正しく怖がる１００知識

河田／惠昭∥
ほか監修

369.3

図説三国志の世界 林田／愼之助∥著 222.04 災害から親を救う５０の手立て 米山／公啓∥著 369.3

パレスチナ－聖地の紛争 船津／靖∥著 227.9 大地震！とっさの行動マニュアル 山谷／茉樹∥著 369.31

図説テューダー朝の歴史 水井／万里子∥著 233.05
マイケル・サンデル大震災特別講義
私たちはどう生きるのか

マイケル・サンデル
∥著

369.31

昭和天皇と弟宮 小田部／雄次∥著 288.4 大震災のなかで 内橋／克人∥編 369.31

日本の１０大天皇 高森／明勅∥著 288.41
大震災・原発事故から命を守る
サバイバルマニュアル１００

地震・原発事故を
考える会∥編

369.31

ミドリさんとカラクリ屋敷 鈴木／遥∥著 289.1 ほんとうの復興 池田／清彦∥著 369.31

進路を自分で決められる
子どもに育てよう

若田／タカヨ∥著 289.1 大震災
荻野アンナと
ゲリラ隊∥著

369.31

るるぶ山形　’12 291.25 お金の防災マニュアル 鈴木／雅光∥著 369.31
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こうして原発被害は広がった
ピアズ・ポール・
リード∥著

369.36 技術・実用書

教科書の中の宗教 藤原／聖子∥著 371.6 ロンドン生活はじめ！ 井形／慶子∥著 527

子どもの才能は間取りが育てる 諸葛／正弥∥著 379.9 世界が見た福島原発災害 大沼／安史∥著 543.5

なぜか３兄弟全員が東大合格！
「勉強しろ」と絶対言わない子育て

後藤／眞智子∥著 379.9 福島原発メルトダウン 広瀬／隆∥著 543.5

図説英国レディの世界 岩田／託子∥著 384.6 原子炉解体 石川／迪夫∥編著 543.5

日韓インテリジェンス戦争 町田／貢∥著 391.62 大津波と原発 内田／樹∥著 543.5

自然科学 原発大崩壊！ 武田／邦彦∥著 543.5

乾燥標本収蔵１号室
リチャード・
フォーティ∥著

406.9
一歩前進三歩後退ＪＡＺＺ
オーディオ魔境の旅

寺島／靖国∥著 547.33

宇宙進化の謎 谷口／義明∥著 443.9 蔵元を知って味わう日本酒事典 武者／英三∥監修 588.52

巨大地震はなぜ起きる 島村／英紀∥著 453
重曹と酢を使って手づくりで
ナチュラルに暮らす基本

岩尾／明子∥著 590

地震の日本史 寒川／旭∥著 453.21 しあわせ節電 鈴木／孝夫∥著 590.4

千年震災 都司／嘉宣∥著 453.21 イチバン親切なソーイングの教科書 かわい／きみ子∥著 593.48

東日本大震災を解き明かす
ＮＨＫ「サイエンス
ＺＥＲＯ」取材班∥編著 453.21 クロスステッチの小さな額 594.2

破壊する創造者 フランク・ライアン∥著 467.5
アーティフィシャルフラワーを
使って作る大人コサージュ

594.8

磯の生き物図鑑
小林／安雅∥
写真・監修

468.8
羊毛フェルトのマスコット
ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ　ｖｏｌ.3

594.9

里山の野鳥ハンドブック 小宮／輝之∥監修 488.04 水だけ洗顔で、一生美肌！ 平田／雅子∥著 595.5

病気の日本近代史 秦／郁彦∥著 490.21 朝に効くスープ夜に効くスープ 浜内／千波∥著 596

希望という名の絶望 里見／清一∥著 490.4 みんなが喜ぶ持ちよりレシピ 荒木／典子∥著 596

よくわかる痛み・
鎮痛の基本としくみ

伊藤／和憲∥著 491.38 友だちが来る日のおもてなし
みなくち／
なほこ∥著

596

精神科医が狂気をつくる 岩波／明∥著 493.7 家庭で作れるスペイン料理 丸山／久美∥著 596.23

はじめての認知療法 大野／裕∥著 493.72 サラダな漬けもの＆ピクルス 村井／りんご∥著 596.3

震災トラウマ 和田／秀樹∥著 493.74
きれいなひとはみんな、
ときどきベジタリアン

庄司／いずみ
∥著

596.37

ガンが消える食べ物事典 済陽／高穂∥監修 494.5
自分でつくるうまい！
海軍めし弁当

海軍めし愛好会
∥著

596.4

抗がん剤は効かない 近藤／誠∥著 494.53 天然酵母の食事パン 佐原／文枝∥著 596.63

美髪シャンプーの嘘 北澤／秀子∥著 494.8 アラフォー安産 村島／温子∥著 598.2

男性不妊症 石川／智基∥著 494.97 産業

病気知らずになる免疫力の高め方 安保／徹∥著 498.3 ニッポンの「農力」
日本経済
新聞社∥編

612.1

酷暑と放射能汚染に克つ 石原／結實∥著 498.3 きっとね。 笹山／薫∥著 645.6

「昨日の疲れ」が抜けなく
なったら読む本

西多／昌規∥著 498.3 十匹十色くにす家のハム通信
国栖／晶子∥
絵と文

645.9

たばこを吸っている人、吸っていた人がm
健康のためにできること 奥仲／哲弥∥著 498.32 「植えない」森づくり 大内／正伸∥著 652.1

感染症と文明 山本／太郎∥著 498.6 葉っぱで気になる木がわかる 林／将之∥著 653.2

ネズミと害虫退治の科学 中井／多喜雄∥著 498.69 知っておきたい１００の木
田中／潔∥
文・写真

653.21
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一度は泊まりたい日本の宿 渡辺／淳一∥著 689.81 花がないのに花見かな 東海林／さだお∥著 914.6

すっきりわかる！Ａｎｄｒｏｉｄ
スマートフォン

松田／政紀∥著 694.6 言葉の力 猪瀬／直樹∥著 914.6

芸術・スポーツ 養老孟司の大言論　3 養老／孟司∥著 914.6

君は隅田川に消えたのか 駒村／吉重∥著 732.1 ごっくん青空 椎名／誠∥著 914.6

五節句を折る 小林／一夫∥監修 754.9 もうすぐ夏至だ 永田／和宏∥著 914.6

簡単おりがみ大百科 主婦の友社∥編 754.9 なぎさホテル 伊集院／静∥著 914.6

三毛猫ホームズと劇場に行こう！ 赤川／次郎∥著 760.69 「孤独の力」を抱きしめて 落合／恵子∥著 914.6

硬派ジャズの名盤５０ 中山／康樹∥著 764.7 生きてるかい？ 南木／佳士∥著 914.6

きれいをつくるバレエごはん クララ∥編 769.9
おおきなかぶ、
むずかしいアボカド

村上／春樹∥文 914.6

あきらめなかったいつだって 森／光子∥著 772.1 汽車に乗って船に乗って 阿川／弘之∥著 915.6

挫折する力 新藤／兼人∥述 778.21
アスペルガーですが、
妻で母で社長です。

アズ直子∥著 916

落語進化論 立川／志らく∥著 779.13 宮澤賢治魂の言葉 宮澤／賢治∥著 917

なにしてあそぶ？ 福知／伸夫∥著 781.9

誰でも速く走れる骨ストレッチ 松村／卓∥著 782

宿命 阿部／珠樹∥著 783.7

ぐんぐんうまくなる！水泳 竹村／吉昭∥著 785.22

頭がいい釣り人悪い釣り人
松田雅一と
楽釣会∥著

787.13

文学

樹液そして果実 丸谷／才一∥著 904

作家のへその緒 池内／紀∥著 910.26

わたしの開高健 細川／布久子∥著 910.27

村上春樹と夏目漱石 柴田／勝二∥〔著〕 910.27

和歌・歌枕で巡る日本の景勝地 富田／文雄∥写真 911.1

詩ノ黙礼 和合／亮一∥著 911.56

向田邦子のかくれんぼ 佐怒賀／三夫∥著 912.7

謹訳源氏物語　6 〔紫式部∥著〕 913.37

左京区七夕通東入ル 瀧羽／麻子∥著 913.6

シャーロック・ホームズの誤謬
ピエール・
バイヤール∥著

930.27

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ

スピンク日記 町田／康∥著 914.6

やわらかなレタス 江國／香織∥著 914.6

実りの庭 光野／桃∥著 914.6
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小説（日本） グランプリ 高千穂／遥∥著 N

エメラルド王 早田／英志∥著 N ゴランノスポン 町田／康∥著 N

海鴎（かもめ） 勝野／末子∥著 N 春を背負って 笹本／稜平∥著 N

いとま申して 北村／薫∥著 N １０００ヘクトパスカルの主人公 安藤／祐介∥著 N

国道沿いのファミレス 畑野／智美∥著 N 地球先生 宮下／隆二∥著 N

サイコパス 柴田／哲孝∥著 N 誇りあれ 東／直己∥著 N

子子家庭の身代金 赤川／次郎∥著 N 道鏡 三田／誠広∥著 N

恋しぐれ 葉室／麟∥著 N 家族の分け前 森／浩美∥著 N

大絵画展 望月／諒子∥著 N 大地の牙 船戸／与一∥著 N

保身 小杉／健治∥著 N オーダーメイド殺人クラブ 辻村／深月∥著 N

落日の死影
さいとう／たかを
∥原案

N 愛してると言いなさい 安芸／とわこ∥著 N

剋 伊東／潤∥著 N ヘッドライン 今野／敏∥著 N

黒うさぎたちのソウル 木村／紅美∥著 N 引【ケイ】（エンジン） 矢作／俊彦∥著 N

怪盗ロワイヤル みゆ∥著 N 絆回廊 大沢／在昌∥著 N

東京で何してる？ 豊田／道倫∥著 N その日まで 吉永／南央∥著 N

空色バトン 笹生／陽子∥著 N 三人の二代目　上・下 堺屋／太一∥著 N

冬蛾 柴田／哲孝∥著 N びいどろの火 奥山／景布子∥著 N

幸福な生活 百田／尚樹∥著 N 陽の鳥 樹林／伸∥著 N

恋活 内山／安雄∥著 N デカルコマニア 長野／まゆみ∥著 N

ブック・ジャングル 石持／浅海∥著 N 月の上の観覧車 荻原／浩∥著 N

帝王星 新堂／冬樹∥著 N 自殺者の森 円山／まどか∥著 N

クロノスの飛翔 中村／弦∥著 N 逆事 河野／多惠子∥著 N

カシオペアスイートの客 西村／京太郎∥著 N 蝶は私を笑わない 風吹／知人∥著 N

瑠璃魔殿 菊地／秀行∥著 N 奔る合戦屋 北沢／秋∥著 N

陰謀の天皇金貨（ヒロヒト・コイン） 加治／将一∥著 N 碧海の玉座 7 横山／信義∥著 N

そこへ行くな 井上／荒野∥著 N 翼 白石／一文∥著 N

白樫の樹の下で 青山／文平∥著 N 我が家の問題 奥田／英朗∥著 N

黄金（きん）の騎士団 井上／ひさし∥著 N ゴールデン・ボーイ 蒲原／二郎∥著 N

ロマンス 柳／広司∥著 N 刑事のまなざし 薬丸／岳∥著 N

オブ・ラ・ディ  オブ・ラ・ダ 小路／幸也∥著 N 普天間よ 大城／立裕∥著 N

リセット　2 如月／ゆすら∥著 N はぐれ猿は熱帯雨林の夢を見るか篠田／節子∥著 N

寒灯 西村／賢太∥著 N 畦と銃 真藤／順丈∥著 N
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ザ・ベストミステリーズ 2011
日本推理作家
協会∥編

N

アンダルシア 真保／裕一∥著 N

三題噺示現流幽霊 愛川／晶∥著 N

越前宰相秀康 梓澤／要∥著 N

棟居刑事の代行人
（ジ・エージェント）

森村／誠一∥著 N

王様ゲーム　滅亡６.08 金沢／伸明∥著 N

ぬるい毒 本谷／有希子∥著 N

東海・東南海・南海  三連動大地震 柘植／久慶∥著 N

骨の記憶 藤原／智美∥著 N

小説（外国）

ミステリウム
エリック・
マコーマック∥著

F

私たち崖っぷち　上・下
ジョシュア・
フェリス∥著

F

週末
ベルンハルト・
シュリンク∥著

F

特捜部Ｑ
ユッシ・エーズラ・
オールスン∥著

F

文庫

チェルノブイリ診療記 菅谷／昭∥著 B916

星の光、いまは遠く　上・下
ジョージ・Ｒ．Ｒ．
マーティン∥著

BF

トランスフォーマー
ピーター・
デイヴィッド∥著

BF

さよなら、愛しい人
レイモンド・
チャンドラー∥著

BF

不屈の弾道
ジャック・コグリン
∥著

BF

アレクシア女史、飛行船で
人狼城を訪（おとな）う

ゲイル・キャリガー
∥著

BF

あなたのための物語 長谷／敏司∥著 BN

フランケンシュタイン  支配
ディーン・クーンツ
∥著

BN

七夕しぐれ 熊谷／達也∥著 BN

覇者 佐伯／泰英∥著 BN

蒼志馬博士の不可思議な犯罪 山口／芳宏∥著 BN

郷土資料

東北関東大震災全記録 山口 一臣∥編集 M369

東日本大震災②
毎日新聞出版
企画室∥編集 M369

宮城県気仙沼発！ファイト新聞 ファイト新聞社∥著 M369.31

３・１１その日を忘れない。 飯沼／勇義∥著 M369.31

仙台七夕まつり歴代ポスター大全集 風の時編集部∥編 M386
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児童書（ものがたり） ポケネコ・にゃんころりん　7 山本／悦子∥作 KN

キャットと奴隷船の少年
ジュリア・ゴール
ディング∥作 KF パスワードは、ひ・み・つｎｅｗ 松原／秀行∥作 KN

ヘビとトカゲきょうからともだち ジョイ・カウリー∥作 KF 獣の奏者　6 上橋／菜穂子∥作 KN

ランプの精リトル・ジーニー　１８
ミランダ・
ジョーンズ∥作

KF 時計塔の亡霊事件 藤野／恵美∥作 KN

エリアナンの魔女　5
ケイト・
フォーサイス∥作

KF 負けるもんか 東／多江子∥作 KN

名探偵ホームズ最後の事件 コナン・ドイル∥作 KF 徳川家康は名探偵！！ 楠木／誠一郎∥作 KN

魔女の庭 ルース・チュウ∥作 KF 空打ちブルース 升井／純子∥著 KN

ぼくらのミステリータウン　1 ロン・ロイ∥作 KF 児童書（そのほか）

二番目のフローラ　上・下
イザボー・Ｓ．
ウィルス∥著

KF 小中学生のための初めて学ぶ著作権岡本／薫∥著 K021.2

ユーレイ城のなぞ
ジェロニモ・
スティルトン∥作

KF ゴーストハンター
ジェイソン・
ハウズ∥作 K147

ぼくらのミステリータウン　2 ロン・ロイ∥作 KF ギリシア神話 遠藤／寛子∥文 K164

エリアナンの魔女　4・6
ケイト・フォーサイス
∥作

KF Ｊｒ．日本の歴史　５・６
平川／南∥
編集委員

K210.1

ルルとブロントサウルス
ジュディス・
ヴィオースト∥文

KF 万里の長城 加古／里子∥文 K222.01

シャドウ・ゴールドの秘密　4 ロブ・キッド∥著 KF 宇宙少年 野口／聡一∥著 K289.1

だれにもいえない 岩瀬／成子∥作 KN 日本のもと　日本語
金田一／秀穂
∥監修

K302.1

一年一組ミウの絵日記 吉田／純子∥作 KN 自閉症・ＡＤＨＤの友だち 成沢／真介∥著 K378

鉄のしぶきがはねる まはら／三桃∥著 KN ８月のえほん
長谷川／康男
∥監修

K386.1

かいけつゾロリの
はちゃめちゃテレビ局

原／ゆたか∥さく・え KN 日本全国妖怪スポット　２ 村上／健司∥著 K388.1

ぼくたちのサマー 本田／有明∥著 KN ジュニア自然大図鑑エコロ K403.8

あの日、ブルームーンに。 宮下／恵茉∥著 KN
すぐできる！よくわかる！
学研キッズネットの自由研究

学研キッズネット
編集部∥編

K407

超絶不運少女　1 石川／宏千花∥作 KN
ハッブル宇宙望遠鏡がとらえた
宇宙の不思議

沼澤／茂美∥著 K440

ここは京まち、不思議まち 服部／千春∥作 KN 恐竜の生態図鑑 K457.87

おばけのアッチとどきどきドッチ 角野／栄子∥さく KN せんせい！これなあに？　１・２ K460

事件だよ！全員集合 杉山／亮∥作 KN
「調べ学習」に役立つ
水辺の生きもの

佐々木／洋∥著 K480.7

しりとり佐助　2 梶尾／真治∥さく KN 暗闇の生きもの摩訶ふしぎ図鑑 見山／博∥絵と文 K481.76

お願い！フェアリー〓　5 みずの／まい∥作 KN びっくり！ジャンボ昆虫園 岡島／秀治∥監修 K486

遠く不思議な夏 斉藤／洋∥著 KN 魚・貝の生態図鑑 K487.5

どろんこライオン 佐々木／マキ∥作 KN あたらしい自動車ずかん
いのうえ／こーいち
∥監修

K537.92

真夜中のカカシデイズ 宮下／恵茉∥作 KN 私は海人（うみんちゅ）写真家 古谷／千佳子∥著 K740.21

めざせ日本一！ 二宮／由紀子∥作 KN ピアノはともだち
こうやま／
のりお∥著

K762.1

あやかし草子 那須／正幹∥作 KN ぼくの仕事場は富士山です 近藤／光一∥著 K786.1

やさしいおうち 野原／さちこ∥作 KN
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絵本

くらべてごらん ａｃｃｏｔｏｔｏ∥作・絵 Eｱｶ

たどってごらん ａｃｃｏｔｏｔｏ∥作・絵 Eｱｶ

あさがお 荒井／真紀∥文・絵 Eｵﾚﾝｼﾞ

シンデレラ 安野／光雅∥文・絵 Eｷｲﾛ

メロウ
せな／けいこ
∥再話・絵

Eｷｲﾛ

おばけのうちゅうりょこう
ジャック・
デュケノワ∥さく

Eﾊｲｲﾛ

きみたちにおくるうた バラク・オバマ∥文 Eﾊｲｲﾛ

エイミーとルイス
リビー・グリーソン
∥ぶん

Eﾊｲｲﾛ

たいせつなてがみ
マックス・
ベルジュイス∥絵と文 Eﾊｲｲﾛ

この世界いっぱい
リズ・ガートン・
スキャンロン∥文

Eﾊｲｲﾛ

ペネロペ  イースターエッグをさがす
アン・グットマン
∥ぶん

Eﾊｲｲﾛ

おばけときょうりゅうのたまご
ジャック・デュケノワ
∥さく

Eﾊｲｲﾛ

ロージーのモンスターたいじ
フィリップ・
ヴェヒター∥作

Eﾊｲｲﾛ

ヘリオット先生とドノバンおばさん
ジェイムズ・
ヘリオット∥原作

Eﾊｲｲﾛ

ねこのうたたね
どい／かや
∥作／絵

Eﾐﾄﾞﾘ

ともがき 久留島／武彦∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

そうべえふしぎなりゅうぐうじょう
たじま／ゆきひこ
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

じょうろさん
おおの／やよい
∥文・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

フィオーラとふこうのまじょ
たなか／鮎子
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

ラペのくにでは
つじ／ひとなり
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

すごいくるま 市原／淳∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ともだちやもんな，ぼくら
くすのき／しげのり
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

きんばあちゃんの花見山
あきば／たまみ
∥さく・え

Eﾐﾄﾞﾘ

みんなでよいしょ
あまん／きみこ
∥ぶん

Eﾐﾄﾞﾘ

きょうりゅうじまだいぼうけん
間瀬／なおかた
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

とけいやまのチックンタックン
竹中／マユミ
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

かみちゃん
たにうち／つねお
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

なっちゃんときげんの
わるいおおかみ

香坂／直∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

きっときっとだいじょうぶ
国栖／晶子
∥えとことば

Eﾑﾗｻｷ

わすれないよ
国栖／晶子
∥えとことば

Eﾑﾗｻｷ
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