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総記 昭和天皇伝 伊藤／之雄∥著 288.41

災害とソーシャルメディア 小林／啓倫∥著 007.3 人間と国家　上・下 坂本／義和∥著 289.1

検証東日本大震災そのときソーシャル
メディアは何を伝えたか？ 立入／勝義∥著 007.3 渋沢栄一 島田／昌和∥著 289.1

闘病記文庫入門 石井／保志∥著 015.2 血族の王 岩瀬／達哉∥著 289.1

あたりまえだけどなかなかできない
読書習慣のルール

松本／幸夫∥著 019.12 溥傑自伝
愛新覚羅／
溥傑∥著

289.2

夏の日の思い出は心のゆりかご 柳田／邦男∥著 019.53 オーベルジュ・ガイド
インク・インコー
ポレーション∥編

291.09

ようこそ、絵本館へ あさの／あつこ∥著 019.53 東北力
東北をこよなく
愛する会∥著

291.2

子どもの育ちを支える絵本 脇／明子∥編著 019.53 新大久保とＫ－ＰＯＰ 鈴木／妄想∥著 291.36

この絵本が好き！ 2011年版
別冊太陽編集部
∥編

019.53 社会科学

もうすぐ絶滅するという紙の書物について
ウンベルト・エーコ
∥著

020.4 現代中国「解体」新書 梁／過∥著 302.22

心がぽかぽかするニュース　2010 日本新聞協会∥編 049. 日本に生まれてよかった！ 永／六輔∥著 304

ｇ２　ｖｏｌ.7(2011.Ａｐｒｉｌ) 051.3 象の背中で焚火をすれば 広瀬／隆∥著 304

原発報道とメディア 武田／徹∥著 070.4 東日本大震災復興への提言 伊藤／滋∥編 304

哲学・宗教 自治体の事業仕分け
滋賀大学事業仕分け
研究会∥編著 318

「生き方上手」はくよくよしない 斎藤／茂太∥著 159 自治体の姉妹都市交流 佐藤／智子∥著 319

老いの手本 保坂／隆∥著 159.79 一瞬でわかる日本と世界の領土問題 高橋／和夫∥著 329.23

楽老のすすめ 多湖／輝∥著 159.79 ゼミナール現代経済入門 伊藤／元重∥著 331

聖地にはこんなに秘密がある 島田／裕巳∥著 162.1 なぜ日本経済はうまくいかないのか 原田／泰∥著 332.11

「神道」の虚像と実像 井上／寛司∥著 172 大災害から復活する日本 副島／隆彦∥著 332.11

仏の発見 五木／寛之∥著 180.4
会社のための
災害対策マニュアル作成術

金重／凱之∥著 336

歴史・地理 うわさとデマ
ニコラス・
ディフォンツォ∥著

361.45

図説ビザンツ帝国 根津／由喜夫∥著 209.4 多文化に出会うブックガイド
世界とつながる子どもの
本棚プロジェクト∥編 361.5

こころの日本文化史 中西／進∥著 210.04 私家版差別語辞典 上原／善広∥著 361.8

弥生時代 武末／純一∥著 210.27 「おひとりさま」の家づくり 天野／彰∥著 365.3

中世災害・戦乱の社会史 峰岸／純夫∥著 210.4 五十代・六十代は第二の適齢期 岡田／信子∥著 367.4

昭和史裁判 半藤／一利∥著 210.7 災害ボランティアの心構え 村井／雅清∥著 369.3

日本人はなぜ戦争へと向かったのか　
ＮＨＫ取材班
∥編著 210.75 漂流被災者 山中／茂樹∥著 369.3

ニッポン再建論 島田／裕巳∥著 210.77 巨大津波の記録 369.31

新羅殊異伝 小峯／和明∥編訳 221.04 哀史三陸大津波 山下／文男∥著 369.31

図説フランスの歴史 佐々木／真∥著 235 3.11 橋本／紘二∥著 369.31

コンニャク屋漂流記 星野／博美∥著 288.3 がれきの中で本当にあったこと 産経新聞社∥著 369.31
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復興の道なかばで 中井／久夫∥著 369.31 東日本大震災自衛隊救援活動日誌 須藤／彰∥著 392.11

フクシマ３・１１の真実 植田／正太郎∥著 369.31 日本海軍４００時間の証言
ＮＨＫスペシャル
取材班∥著

397.21

ＷＥ　ＡＲＥ　ＡＬＬ　ＯＮＥ 須藤／元気∥著 369.31 自然科学

震災の法律相談 小倉／秀夫∥編著 369.31 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

東日本大震災
心をつなぐニュース

池上／彰∥編 369.31 空想科学読本ミドリ 柳田／理科雄∥著 404

都市住民のための防災読本 渡辺／実∥著 369.31 世界を知る１０１冊 海部／宣男∥著 404

ともしび
シュープレス
∥編・著

369.31 ベルヌーイ家の人々 松原／望∥著 410.23

再起 宮嶋／茂樹∥著 369.31 数学は世界を変える
リリアン・Ｒ．
リーバー∥著

410.4

平成の三陸大津波 369.31 かけ算には順序があるのか 高橋／誠∥著 411.1

東日本大震災復旧・復興計画の基本 369.31 微分と積分 413.3

東日本大震災自衛隊・
アメリカ軍全記録

369.31 宇宙ウォッチング 沼澤／茂美∥著 440

「あの日」のこと
高橋／邦典∥
写真／文

369.31 誰でも使える天体望遠鏡 浅田／英夫∥著 442.3

巨大津波の記録 369.31
日本人が知りたい
巨大地震の疑問５０

島村／英紀∥著 453

３．１１の衝撃　震災・原発－
特報部は伝えた

東京新聞∥編 369.31 「次」にひかえるＭ９超巨大地震 453

地図で読む東日本大震災
成美堂出版編集部
∥編集

369.31 超巨大地震に迫る 大木／聖子∥著 453.21

ＴＨＥ　ＤＡＹＳ　ＡＦＴＥＲ 石川／梵∥著 369.31 地球の中心で何が起こっているのか 巽／好幸∥著 455.8

写真で見るトモダチ作戦 北村／淳∥編著 369.31 絶滅したふしぎな巨大生物 川崎／悟司∥著 457.8

闘う日本 産経新聞社∥著 369.31 アラマタ生物事典 荒俣／宏∥監修 460.4

東日本大震災 369.31 生物多様性のウソ 武田／邦彦∥著 468

東日本大震災 369.31 地球環境問題に挑む生態学 日本生態学会∥編 468.04

チェルノブイリ春
中筋／純∥
写真・文

369.36 脱皮コレクション 岡島／秀治∥監修 481.35

暴走する原発 広河／隆一∥著 369.36 ダンゴムシに心はあるのか 森山／徹∥著 481.78

教えるな！ 戸田／忠雄∥著 370.4 ホットスポット最後の楽園
ＮＨＫ「ホットスポット」
プロジェクト編 482

大学とは何か 吉見／俊哉∥著 377 虫・コレ 海野／和男∥著 486

ママが必ず知っておきたい！
子どもの前でやってはいけないこと５５ 曽田／照子∥著 379.9 昆虫顔面図鑑　世界編 海野／和男∥著 486

ブスがなくなる日 山本／桂子∥著 383.5 ツノゼミ 丸山／宗利∥著 486.5

日本の鯨食文化 小松／正之∥著 383.81 図鑑世界で最も美しい蝶は何か
海野／和男∥
写真・文

486.8

美食の歴史２０００年
パトリス・
ジェリネ∥著

383.83 新編チョウはなぜ飛ぶか 日高／敏隆∥著 486.8

日本ミステリアス妖怪・怪奇・妖人事典志村／有弘∥編 388.1 庭のイモムシ・ケムシ
川上／洋一∥
文・構成

486.8

ぼくらはそれでも肉を食う
ハロルド・
ハーツォグ∥著

389 ねことライオンにてる？にてない？ 489.5

図解こんなに凄かった自衛隊 芦川／淳∥著 392.11 上野のパンダ
清水／清太郎
∥撮影

489.57

３．１１東日本大震災ドキュメント
自衛隊もう１つの最前線

392.11 死体入門 藤井／司∥著 491.1
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不死細胞ヒーラ
レベッカ・スクルート
∥著

491.65 はやぶさが開く宇宙新時代 538.9

オトコの病気新常識 伊藤／隼也∥編著 492 「フクシマ」論 開沼／博∥著 539.09

オンナの病気新常識 伊藤／隼也∥編著 492 放射能のはなし 野口／邦和∥著 539.6

食べて治す！内臓脂肪を減らす
レシピ３０３

弥冨／秀江∥監修 493.13
福島第一原発事故に学ぶ
放射線防護の基礎知識

高田／純∥著 539.68

男も更年期で老化する 和田／秀樹∥著 493.18 いま原発で何が起きているのか 543.5

熱中症対策マニュアル 稲葉／裕∥監修 493.19 原発はいらない 小出／裕章∥著 543.5

放射線から子どもの命を守る 高田／純∥著 493.2 福島第一原発事故と放射線 水野／倫之∥著 543.5

子どもたちを
放射能から守るために

菅谷／昭∥著 493.2 原発のウソ 小出／裕章∥著 543.5

子どもを放射能汚染から守りぬく方法 武田／邦彦∥著 493.2 原発社会からの離脱 宮台／真司∥著 543.5

喘息の超（ウルトラ）コントロール法 久保／裕∥著 493.36 福島原発事故はなぜ起きたか 井野／博満∥編 543.5

肝臓病 渡辺／純夫∥著 493.47 原発を終わらせる 石橋／克彦∥編 543.5

腰痛を治すからだの使い方 伊藤／和磨∥著 493.6 これから起こる原発事故 543.5

睡眠不足がなくなる日 林田／健一∥著 493.7 日本を脅かす！原発の深い闇 543.5

ボケは４０代に始まっていた 西道／隆臣∥編著 493.76
エネルギーと原発の
ウソをすべて話そう

武田／邦彦∥著 543.5

シック・マザー 岡田／尊司∥著 493.76 電気に頼らない涼しい生活 加藤／清彦∥監修 590

非定型うつ病 坂元／薫∥監修 493.76 ベビー服カンタンＤｅｃｏブック ｅｍｉｃｏ∥著 593.36

いつもいいことさがし　2 細谷／亮太∥著 493.9 型紙で作る羊毛フェルト 佐々木／伸子∥著 594

小児のメタボリックシンドローム 大関／武彦∥著 493.93 かぎ針編みのチャームとアクセサリー 594.3

災害ストレスから子どもの心を守る本 内海／裕美∥監修 493.94 最強の７分間「仙骨」ダイエット ＧＥＴＴＡＭＡＮ∥著 595.6

腰痛・坐骨神経痛・首の痛みが気に
なるときすぐに知りたいＱ＆Ａ

矢沢サイエンス
オフィス∥編

494.66
冷蔵庫にあるものでひとり暮らしの
ラク〓うま毎日ごはん

596

危ないオール電化住宅 加藤／やすこ∥著 498.4
かんたん！かわいい！
飾り切り＆盛りつけ

祐成／二葉∥著 596

そのとき薬剤師は
医療チームの要になった

日経ドラッグインフォメーショ
ン
東日本大震災取材班∥編著

498.89 上沼恵美子のおしゃべりクッキング
辻調理師専門学校
∥編著

596

技術・実用書
チンするだけ！
電子レンジの楽うまレシピ

林／幸子∥著 596

ニッポンの工場　2011-2012
東洋経済
新報社∥編 509.21 からだに効く、自然派おかずとごはん 中島／まき∥〔著〕 596

朽ちるインフラ 根本／祐二∥著 510.9 おいしいノンオイル生活レシピブック 浜内／千波∥著 596

水惑星の旅 椎名／誠∥著 517 全プロセスつき！時短おかず 浜内／千波∥著 596

水が世界を支配する
スティーブン・
ソロモン∥著

517.2 もっとおいしい！フライパン 脇／雅世∥著 596

アスベスト 大島／秀利∥著 519.3
味に差がつくまぜるだけ！
手作りたれ＆ソース

石井／達也∥著 596

ニッポンの城
西ケ谷／恭弘
∥編著 521.82 バーミックスの料理教室 チェリーテラス∥著 596

東日本大震災の教訓 524.91
１食１００円「病気にならない」
食事実践レシピ

幕内／秀夫∥著 596

クルマでわかる！日本の現代史 大貫／直次郎∥著 537.92 ビールでごちそうさま！ 大田垣／晴子∥著 596.04

ブルーインパルス 武田／頼政∥著 538.7 世界一の長寿村のレシピ
ポプラ社編集部
∥編

596.21
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焼きたて！おうちピザ 濱田／美里∥著 596.23 Ｂ７８７に懸けるＡＮＡの野望 杉浦／一機∥著 687.07

おいしい！うれしい！
キッシュ＆ガレット

濱田／美里∥著 596.23 大丈夫か！？格安航空会社 伊丹／治生∥著 687.2

手づくり漬け物３１５
手づくり漬け物の会
∥編

596.3
リージョナル・ジェットが
日本の航空を変える

屋井／鉄雄∥共著 687.2

卵、牛乳、小麦グルテンなし。
米粉で作る日々のごはん＆おやつ

岡村／淑子∥著 596.3 航空業界クライシス 内村／新一∥著 687.21

きなこが決め手の絶品レシピ 濱田／美里∥著 596.3 羽田ｖｓ．成田 唐津／雅人∥著 687.91

プロのための牛肉＆
豚肉料理百科

596.33 芸術・スポーツ

平田牧場おいしい豚肉料理
平田牧場と
仲間たち∥著

596.33 図説韓国の国宝 水野／さや∥著 709.21

鶏肉レシピ 検見崎／聡美∥著 596.33 バルテュス、自身を語る バルテュス∥著 723.35

自然派インド料理
ナタラジレシピブック

Ｎａｔａｒａｊ∥著 596.37 もっと知りたいロートレック 杉山／菜穂子∥著 723.35

野菜の力を発揮する
おいしいレシピ１００

植木／もも子∥著 596.37 フェルメールの食卓 林／綾野∥著 723.36

干し野菜百科 濱田／美里∥著 596.37 春の花スケッチ 田代／知子∥著 724.4

くり返し作りたい！毎日のおやつ３００ 主婦と生活社∥編 596.65 あなたにも出来る！ペットの描き方 鈴木／真理∥著 725

お家でいただく、ごちそうかき氷 石附／浩太郎∥著 596.65 トキワ荘最後の住人の記録
山内／
ジョージ∥著

726.1

ジェラート、アイスクリーム、
シャーベット

柳瀬／久美子∥著 596.65 ちひろ春の画集
いわさき／ちひろ
∥著

726.5

いちばんためになるはじめての
妊娠・出産

小川／隆吉∥監修 598.2 楽しさ届けるはじめての絵封筒 内尾／夕子∥著 726.51

うちの３姉妹　１６
松本／
ぷりっつ∥著

599.04 絵本美術館のある旅 ＭＯＥ編集部∥編 726.6

だいじょうぶ、おっぱいは出るよ 福井／早智子∥文 599.3 いつか、楽園へ。 三好／和義∥著 748

はじめてママのやさしい離乳食
太田／
百合子∥監修

599.3 陶芸裏技マニュアル　１～７
季刊「炎芸術」
編集部∥企画・編集 751

やってみよう！おむつなし育児 西山／由紀∥著 599.9 世界の陶芸文化図鑑
ブライアン・
センテンス∥著

751

産業 現代日本の陶芸家 陶磁郎∥編 751.1

日本の農業が必ず復活する
４５の理由

浅川／芳裕∥著 612.1 西洋陶芸紀行 前田／正明∥著 751.3

アレンジ花図鑑 627.04 人気のおりがみＢｅｓｔ５０ 青木／真理∥訳 754.9

ゴン太ごめんね、もう大丈夫だよ！
山路徹と
救出チーム∥編

645.6 動物モビールのつくり方 イワミ／カイ∥著 754.9

女猟師 田中／康弘∥著・撮影 659 飾る！楽しむ！１２カ月の切り紙 辻／雅∥著 754.9

川魚飼育のすべて 秋山／信彦∥共著 666.9 大好き！ペーパークイリング 内藤／貴子∥著 754.9

原色金魚図鑑 岡本／信明∥監修 666.9 おりがみ大図鑑１３６ 小林／一夫∥著 754.9

すぐ使える仕事英語 関／栄介∥著 670.93 珊瑚 岩崎／朱実∥編著 755.3

「本物の営業マン」の話をしよう 佐々木／常夫∥著 673.3 女優森光子 長谷川／正人∥著 772.1

コンビニがなくなる日 平野／和之∥著 673.86 團十郎と海老蔵 江宮／隆之∥著 774.28

日本、絶景の道 須藤／英一∥著 685.21 大河ドラマの５０年 鈴木／嘉一∥著 778.8

時刻表に載っていない
鉄道に乗りにいく

遠森／慶∥著・写真 686.21 空想法律読本 盛田／栄一∥著 778.8

エアライン年鑑　2011-2012
Ｃｈａｒｌｉｅ  ＦＵＲＵＳＨＯ
∥執筆・写真 687.06 ストライカーのつくり方

藤坂ガルシア千鶴
∥著

783.47
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前に進むチカラ 北島／康介∥著 785.23 日々のあれこれ　4 金井／美恵子∥著 914.6

それでも僕は「現場」に行く 野口／健∥著 786.1 山本さんのいいつけ 山口／瞳∥著 914.6

茶器 791.5 おたがいさま 森／まゆみ∥著 914.6

楽しいバスレクアイデアガイド　2 神代／洋一∥編著 798 帝国海軍の最後 原／為一∥著 916

言語 がん患者 鳥越／俊太郎∥著 916

国語のため 上田／万年∥著 810.4 あっこと僕らが生きた夏 有村／千裕∥著 916

えっ！この表現でそんな意味？
英語おもしろノート

牧野／高吉∥著 830.4

英語を学ぶのは４０歳からがいい
菊間／ひろみ
∥著

830.7

その英語、ちょっとエラそうです
デイビッド・
セイン∥著

837.8

文学

百年文庫　78～82 908.3

なぜ怪談は百年ごとに流行るのか 東／雅夫∥著 910.25

三島由紀夫ＶＳ．司馬遼太郎
山内／由紀人
∥著

910.27

太宰治の愛と文学をたずねて 松本／侑子∥著 910.27

一生、女の子 田辺／聖子∥著 910.27

われにやさしき人多かりき 田辺／聖子∥著 910.27

えーえんとくちから 笹井／宏之∥著 911.17

たとへば君 河野／裕子∥著 911.17

金子兜太の俳句塾 金子／兜太∥著 911.31

残響 中原／中也∥著 911.56

黄昏国 銀色／夏生∥著 911.56

人の子イエス
カリール・
ジブラーン∥〔著〕

933.7

ハリー・ポッターへの旅 ＭＯＥ編集部∥著 933.7

ソロー博物誌 ヘンリー・ソロー∥著 934.6

刑務所図書館の人びと
アヴィ・
スタインバーグ∥著

936

閉ざされた扉の向こうで ジェニー・トムリン∥著 936

真昼の女 ユリア・フランク∥著 943.7

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ

きょう一日。 五木／寛之∥著 914.6

今、日本人に知ってもらいたいこと 金子／兜太∥著 914.6

わたしの茶の間 沢村／貞子∥著 914.6

野良猫ケンさん 村松／友視∥著 914.6
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小説（日本） 刑事さん、さようなら 樋口／有介∥著 N

天上紅蓮 渡辺／淳一∥著 N てっぱん　下 今井／雅子∥作 N

明日のマーチ 石田／衣良∥著 N ハニーズと八つの秘めごと 井上／荒野∥著 N

八月からの手紙 堂場／瞬一∥著 N 黄泉から来た女 内田／康夫∥著 N

虚言少年 京極／夏彦∥著 N チロル、プリーズ 片川／優子∥著 N

恋かたみ 諸田／玲子∥著 N 湖底の城　2巻 宮城谷／昌光∥著 N

紅梅 津村／節子∥著 N 鍵のかかった部屋 貴志／祐介∥著 N

東京ロンダリング 原田／ひ香∥著 N スミレ刑事（デカ）の花咲く事件簿 石平／ひかり∥著 N

開かせていただき光栄です 皆川／博子∥著 N シミ。　下 竹村／優希∥著 N

ニコニコ時給８００円
海猫沢／
めろん∥著

N ＡＲＡＫＵＲＥあらくれ 矢作／俊彦∥著 N

デザイナーベイビー 岡井／崇∥著 N 化合 今野／敏∥著 N

ＲＯＭＥＳ  ０６ 五條／瑛∥著 N 天の方舟 服部／真澄∥著 N

県庁おもてなし課 有川／浩∥著 N カンナ 高田／崇史∥著 N

ブラック 山田／悠介∥著 N ジュージュー
よしもと／
ばなな∥著

N

ゴーストハント　5 小野／不由美∥著 N まぐだら屋のマリア 原田／マハ∥著 N

たった１５分 大石／エリ∥著 N 人質の朗読会 小川／洋子∥著 N

レイジ 誉田／哲也∥著 N
十津川警部日本縦断
長篇ベスト選集　9

西村／京太郎∥著 N

サヴァイヴ 近藤／史恵∥著 N 不可能 松浦／寿輝∥著 N

エグゼクティブ・プロテクション 渡辺／容子∥著 N 血は欲の色 澤田／ふじ子∥著 N

澪つくし 北原／亞以子∥著 N コラプティオ 真山／仁∥著 N

幻日 市川／森一∥著 N 異境 堂場／瞬一∥著 N

半島へ 稲葉／真弓∥著 N 祈書きの巫女と銀の鱗翅 彩木／沙茄∥著 N

たまゆら あさの／あつこ∥著 N ガラスのターゲット 安萬／純一∥著 N

虹の岬の喫茶店 森沢／明夫∥著 N 栄冠を君に 水原／秀策∥著 N

スミレ刑事（デカ）の花咲く事件簿 石平／ひかり∥著 N アキバの帝王 新堂／冬樹∥著 N

「水晶の印」殺人事件 木谷／恭介∥著 N 雅の婚カツ戦争 至道／流星∥著 N

ＭＭ９ 山本／弘∥〔著〕 N 無伴奏 太田／忠司∥著 N

風を断つ 池永／陽∥著 N 心に吹く風 宇江佐／真理∥著 N

韃靼の馬 辻原／登∥著 N デフ・ヴォイス 丸山／正樹∥著 N

東京空襲 一色／次郎∥著 N レイン　９ 吉野／匠∥著 N

墓地裏の家 倉野／憲比古∥著 N 葉隠物語 安部／龍太郎∥著 N

私のミトンさん 東／直子∥著 N 大江戸釣客伝　上・下 夢枕／獏∥著 N
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夜去り川 志水／辰夫∥著 N 吾が道、一を以って貫く 古田／義弘∥著 M289.1

やなりいなり 畠中／恵∥著 N 宮城県謎解き散歩 吉岡／一男∥編著 M291.23

小説（外国） 朝日新聞縮刷版東日本大震災 朝日新聞社∥著 M369.31

アンダーワールドＵＳＡ　上・下
ジェイムズ・エルロイ
∥著

F 東日本大震災１か月の記録 M369.31

ウルフ・ホール　上・下
ヒラリー・マンテル
∥著

F 東日本大震災 朝日新聞社∥著 M369.31

犯罪
フェルディナント・
フォン・シーラッハ∥著 F ふたたび、ここから 池上／正樹∥著 M369.31

忘れられた花園　上・下 ケイト・モートン∥著 F 東日本大震災１か月の記録 M369.31

わたしのなかの子ども
シビル・
ウェッタシンハ∥著

F 地震・津波め、おだづなよ！
廣田／和好∥
写真・文

M369.31

神の左手
ポール・
ホフマン∥著

F
河北新報特別縮刷版３・１１
東日本大震災１カ月の記録

河北新報社∥編 M369.31

ものすごくうるさくて、
ありえないほど近い

ジョナサン・サフラン
・フォア∥著

F 春をいろどる 高階／道子∥著 M627.73

夜の真義を
マイケル・コックス
∥著

F 参考資料（貸出はできません。館内でごらんください）

月の街山の街 イ／チョルファン∥著 F 美術作品レファレンス事典
日外アソシエーツ
株式会社∥編集

R703.1

文庫

チェルノブイリの祈り
スベトラーナ・アレクシ
エービッチ∥〔著〕 B986

冷血の彼方
マイケル・ジェネリン
∥著

BF

海と炎の娘
パトリシア・Ａ．
マキリップ∥著

BF

背後の足音　上・下
ヘニング・マンケル
∥著

BF

１３時間前の未来　上・下
リチャード・ドイッチ
∥〔著〕

BF

天翔る少女
Ｒ．Ａ．ハインライン
∥著

BF

野兎を悼む春 アン・クリーヴス∥著 BF

アジャストメント
フィリップ・Ｋ．
ディック∥〔著〕

BF

オリエント急行の殺人
アガサ・クリスティー
∥著

BF

シャドウハンター骨の街
（シティ・オブ・ボーンズ）　上・下

カサンドラ・
クレア∥著

BF

柳生十兵衛秘剣考 高井／忍∥著 BN

アバタールチューナー　1・2 五代／ゆう∥著 BN

交趾 佐伯／泰英∥著 BN

天獄と地国 小林／泰三∥著 BN

一矢ノ秋（とき） 佐伯／泰英∥著 BN

結晶銀河 大森／望∥編 BN

新・日本の七不思議 鯨／統一郎∥著 BN

郷土資料

仙台学　ｖｏｌ.１１ M041
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児童書（ものがたり） 狛犬「あ」の話 柏葉／幸子∥作 KN

エアーマン
オーエン・
コルファー∥作

KF ぼくらの恐怖ゾーン 宗田／理∥作 KN

動物と話せる少女リリアーネ　5
タニヤ・
シュテーブナー∥著 KF 盆まねき 富安／陽子∥作 KN

魔法の国のかわいいバレリーナ　5
エメラルド・
エバーハート∥著

KF おじいちゃんの大切な一日 重松／清∥著 KN

プリンセススクール　3
ジェーン・Ｂ．
メーソン∥作

KF 図書室の日曜日 村上／しいこ∥作 KN

バタシー城の悪者たち
ジョーン・エイキン
∥作

KF カボちゃんのひっこし！？ 高山／栄子∥さく KN

細菌ペーチカ　上・下
グリゴリー・オステル
∥作

KF ありがとう ナカムラ／コウ∥文 KN

ハティのはてしない空
カービー・ラーソン
∥作

KF 手のひらにザクロ 田部／智子∥作 KN

赤ちゃんおばけベロンカ
クリスティーネ・
ネストリンガー∥作

KF ゴエさん 結城／乃香∥作 KN

最果てのサーガ　3 リリアナ・ボドック∥著 KF クリスタルエッジ決戦・全日本へ！ 風野／潮∥〔著〕 KN

プリンセススクール　4
ジェーン・Ｂ．
メーソン∥作

KF ムジカの森の音楽隊
さくらい／
ともか∥著

KN

バージャック ＳＦサイード∥作 KF ぼくらの大脱走 宗田／理∥作 KN

スカーレット
キャシー・
キャシディー∥作

KF オトタケ先生の３つの授業 乙武／洋匡∥作 KN

死霊術師ジョン・ディー
マイケル・スコット
∥著

KF 大どろぼうブラブラ氏 角野／栄子∥作 KN

とらとおじいさん
アルビン・トレセルト
∥ぶん

KF おふろのなかではっくしょん 矢崎／節夫∥作 KN

最果てのサーガ　4 リリアナ・ボドック∥著 KF ふしぎなエレベーター
わたり／
むつこ∥作

KN

ボグ・チャイルド
シヴォーン・ダウド
∥作

KF ブタノさんのぼうけん 小沢／正∥作 KN

ユリシーズ・ムーアと第一のかぎ
Ｐｉｅｒｄｏｍｅｎｉｃｏ
Ｂａｃｃａｌａｒｉｏ∥著

KF 白いガーベラ
漆原／智良
∥編纂・文

KN

ダーウィンと出会った夏
ジャクリーン・
ケリー∥作

KF 金魚のひなこさん
ただの／
ゆみこ∥作

KN

ミンのあたらしい名前 ジーン・リトル∥著 KF にっこりおいしい大作戦
あんびる／やすこ
∥著

KN

ハートビートに耳をかたむけて
ロレッタ・
エルスワース∥著

KF シップ船長とチャンピオンくん
かどの／
えいこ∥さく

KN

ウサギおたすけレース
ルーシー・
ダニエルズ∥作

KF ふしぎなともだち 原／京子∥さく KN

名探偵ホームズ恐怖の谷 コナン・ドイル∥作 KF ミス・カナのゴーストログ　1・2 斉藤／洋∥作 KN

サーティーナイン・クルーズ　9 小浜／杳∥訳 KF ルルとララのふんわりムース
あんびる／
やすこ∥作・絵

KN

ロンドンのゴースト
メアリー・ポープ・
オズボーン∥著

KF ケンタのとりのすだいさくせん 山下／美樹∥作 KN

アキンボとマントヒヒ
アレグザンダー・
マコール・スミス∥作 KF ロップのふしぎな髪かざり 新藤／悦子∥著 KN

スーパーキッズ 佐藤／まどか∥著 KN アネモネ探偵団　2 近藤／史恵∥著 KN

はなかっぱとももかっぱ
あきやま／ただし
∥さく・え

KN おかえり！盲導犬ビーン 井上／こみち∥文 KN

ぼくらのムササビ大作戦 深山／さくら∥作 KN カメレオンを飼いたい！ 松本／祐子∥作 KN

オン・ザ・ライン 朽木／祥∥著 KN 若おかみは小学生！　ＰＡＲＴ１６ 令丈／ヒロ子∥作 KN

チームみらい 吉野／万理子∥作 KN にんぎょのいちごゼリー 末吉／暁子∥作 KN

ゆらゆら橋からおんみょうじ 広瀬／寿子∥作 KN パンプキン！ 令丈／ヒロ子∥作 KN
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児童書（そのほか） 菌類の世界 細矢／剛∥著 K474.7

ねぇ知ってる？大図鑑
福岡／伸一∥
総監修

K031 アライグマのワイアッチャ
アーネスト・Ｔ．
シートン∥文・絵

K480.4

朝日ジュニア学習年鑑　2011 K059 野鳥もネコもすくいたい！
高橋／うらら
∥文・写真 K480.9

さようなら、ドラえもん 中島／義道∥著 K100 水辺の生きものとあそぶ１２か月 松橋／利光∥著 K481.75

作ってふしぎ！？
トリックアート工作

北岡／明佳∥監修 K145.5 カブトムシ・クワガタムシ K486.6

ワクワク魔女の誕生日うらない 絹華∥作 K148.9 人に育てられたシロクマ・ピース 高市／敦広∥語り K489.57

シリーズ二宮金次郎を
調べる本　1

漆原／智良∥文 K157.2 大切なからだ・こころ 村瀬／幸浩∥監修 K491.3

目で見る宗教
ドーリング・キン
ダースリー∥編

K160 赤ちゃんはどこからくるの？ 平原／史樹∥監修 K491.35

語り伝える東京大空襲
第４巻・第５巻

早乙女／勝元
∥監修

K210.75 男の子が大人になるとき 岩室／紳也∥監修 K491.351

聖武天皇 山岸／良二∥監修 K288.41 女の子が大人になるとき
早乙女／智子
∥監修

K491.352

聖徳太子 山岸／良二∥監修 K288.44 救命救急フライトドクター 岩貞／るみこ∥著 K498

沖縄の大研究 屋嘉／宗彦∥監修 K291.99
ケミ太郎とベジ子の食から学ぶ
理科・社会

渋川／祥子∥著 K498.5

象のわたる川
横塚／眞己人
∥写真・文

K292.43 「モノ」の仕組み図鑑　7～9
スティーブ・
パーカー∥著

K508

ルワンダに教育の種を 中地／フキコ∥著 K302 ごみの大研究 寄本／勝美∥監修 K518.52

日本のもと　政治
田原／総一朗
∥監修

K302.1 科学の目で見る特殊車両 小倉／茂徳∥著 K537.99

ニュース年鑑　2011 池上／彰∥監修 K304 日本全国の電車
小賀野／実∥
監修・写真

K546.5

行ってみよう！社会科見学　2 国土社編集部∥編 K307 まるごとわかる！地デジの本 マイカ∥作 K547.86

戦争を取材する 山本／美香∥著 K319.8
浜内千波のママと一緒に作る
楽しいごはん

浜内／千波∥著 K596

学校では教えてくれないお金の話 金子／哲雄∥著 K330 珍獣病院 田向／健一∥著 K649

日本のすがた　2011
矢野恒太記念会∥
編集

K351 ヒット商品研究所へようこそ！
こうやま／のりお
∥著

K675.3

あつまれ！全日本ごとうちグルメさん
ふくべ／あきひろ
∥文

K383.81 古代ギリシャのいいこと図鑑 結城／昌子∥著 K723

江戸のしごとば　1 K384.3 おし花の工作図鑑 岩藤／しおい∥著 K750

五感をみがくあそびシリーズ　2・4 山田／卓三∥監修 K384.55 きせつの手づくり図鑑　秋
峯村／良子
∥作・絵

K750

日本全国妖怪スポット　3 村上／健司∥著 K388.1 エコ＊ラッピング 平田／美咲∥作 K754.9

浦島太郎 小澤／俊夫∥監修 K388.1 エコ＊おしゃれ 平田／美咲∥作 K754.9

花咲かじい 小澤／俊夫∥監修 K388.1 ぼくはアニマルトレーナー 宮沢／厚∥著 K779.5

江戸の算数　1 西田／知己∥著 K419.1 スポーツ年鑑　2011 K780

水と地球の研究ノート　2・3
武田／晋一∥
写真・文

K452.9 甲子園がくれた命 中村／計∥著 K783.7

津波ものがたり 山下／文男∥著 K453.4
白川静さんに学ぶ漢字絵本
足の巻

はまむら／ゆう
∥文・絵・古代文字

K821.2

恐竜博物館 真鍋／真∥監修 K457.87 こども英語塾
ミサコ・ロックス！
∥著

K830

わすれたくない海のこと 中村／卓哉∥作 K468 古典の名作絵事典 廣瀬／唯二∥監修 K910.2

食物連鎖の大研究 目黒／伸一∥監修 K468
中学生までに読んでおきたい
日本文学　8

松田／哲夫∥編 K918.6
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絵本 ねこのピカリとまどのほし 市居／みか∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

はなさけぱっか～ん
あきやま／ただし
∥著

Eｱｶ くるまかします
鈴木／まもる
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

かくれんぼだ～れだ？　うみのなかまへん
こうだ／てつひろ
∥著

Eｱｶ おやすみラッテ
いりやま／さとし
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

ふしぎなまちのかおさがし
阪東／勲∥
写真・文

Eｵﾚﾝｼﾞうきわねこ 蜂飼／耳∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

新幹線しゅっぱつ！ 鎌田／歩∥作 Eｵﾚﾝｼﾞおじいちゃんのふね ひがし／ちから∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

マナボーとまなぼうおかねのえほん小山／豊∥作 Eｵﾚﾝｼﾞきつねのほうき星 カタリヤ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ねずみのよめいり 山下／明生∥文 Eｷｲﾛ プンとフォークン
西野／沙織
∥作／絵

Eﾐﾄﾞﾘ

いっすんぼうし 山下／明生∥文 Eｷｲﾛ ともだちぱんだ
やました／こうへい
∥作／絵

Eﾐﾄﾞﾘ

なまけもののエメーリャ 山中／まさひこ∥文 Eｷｲﾛ ねこざかなのはなび
わたなべ／ゆういち
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

とかいのねずみといなかのねずみ イソップ∥〔原作〕 Eﾊｲｲﾛ なつねこ かんの／ゆうこ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

教会ねずみとのんきなねこ
グレアム・オークリー
∥作・絵 Eﾊｲｲﾛ おばけのチョウちゃん

長野／ヒデ子∥
ぶん・え

Eﾐﾄﾞﾘ

わたしのにわ ケビン・ヘンクス∥さく Eﾊｲｲﾛ ゴロゴロドーンかみなりさまおっこちた 正岡／慧子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

アリアドネの糸
ハビエル・ソブリーノ
∥文 Eﾊｲｲﾛ ぼくがきょうりゅうだったとき

まつおか／たつひで
∥作・絵 Eﾐﾄﾞﾘ

はるがきた ジーン・ジオン∥文 Eﾊｲｲﾛ すいかとかぼちゃの大冒険 中川／ひろたか∥文Eﾐﾄﾞﾘ

ホルンくんとトランくん
セバスチャン・
ブラウン∥さく Eﾊｲｲﾛ ワニくんのいえ

みやざき／ひろかず
∥さく・え Eﾐﾄﾞﾘ

ぶたのトントン
キャロライン・ジェイン
・チャーチ∥さく Eﾊｲｲﾛ 海をわたったヒロシマの人形 指田／和∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

かいじゅうたちのいるところ
モーリス  センダック
∥さく Eﾊｲｲﾛ ひとりぼっちのジョージ

ペンギンパンダ
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

カップケーキのバニラくん
シャリース・メリクル・
ハーパー∥さく Eﾊｲｲﾛ てるちゃんのかお 藤井／輝明∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

よるのえほん
バーバラ・エンバリー
∥作 Eﾊｲｲﾛ チクチクさんトゲトゲさん

＊すまいるママ＊
∥さく・え

Eﾐﾄﾞﾘ

くまのオットーとえほんのおうち
ケイティ・クレミンソン
∥作・絵 Eﾊｲｲﾛ ゆうれいなっとう 苅田／澄子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

おうさまジャックとドラゴン
ピーター・ベントリー
∥ぶん Eﾊｲｲﾛ ピーちゃんのバッグ

スミカワ／
テルコ∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

どうしてダブってみえちゃうの？
ジョージ・エラ
・リヨン∥文 Eﾊｲｲﾛ だんごむしのダディダンダン おの／りえん∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ほんなんてだいきらい！
バーバラ・ボットナー
∥ぶん Eﾊｲｲﾛ はるのプレゼント

あべ／はじめ
∥作／絵

Eﾐﾄﾞﾘ

かなしいときには
コーネリア・モード・
スペルマン∥文 Eﾊｲｲﾛ だっこの木 宮川／ひろ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

シオドアとものいうきのこ レオ＝レオニ∥作 Eﾊｲｲﾛ がたぴしくん
たしろ／ちさと
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

ムークせかいをひとまわり
マルク・ブタヴァン
∥作・絵

Eﾊｲｲﾛ おにもつはいけん 吉田／道子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ろばのとしょかん
ジャネット・
ウィンター∥文と絵

Eﾊｲｲﾛ パパとあたしのさがしもの
鈴木／永子
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

タイムカプセル
おだ／しんいちろう
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ やまんばあかちゃん 富安／陽子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

たかちゃんのぼく、かぜひきたいな さこ／ももみ∥さく・え Eﾐﾄﾞﾘ みんないる
かさはら／のりゆき
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

ゲンコとひょう太のなかなおり
スプーキー
グラフィック∥さく・え Eﾐﾄﾞﾘ ファンファンバスはっしゃします

視覚デザイン
研究所∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

すがたかえ 高田／桂子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ 一休さん 杉山／亮∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

へちまのへーたろー 二宮／由紀子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ ショベルカーダーチャ
松本／州平∥
作／絵 Eﾐﾄﾞﾘ
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あるひこねこね 高畠／那生∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ばけばけばけばけばけたくん
おみせの巻

岩田／明子
∥ぶん・え Eﾐﾄﾞﾘ

たぬきのばけたおつきさま 西本／鶏介∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

こけこっこー 林／木林∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

いのししくんおばけへいきだもん きむら／ゆういち∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

みんなくるくる、よってくる
おの／りえん
∥ぶん

Eﾐﾄﾞﾘ

バナナこどもえん  ざりがにつり 柴田／愛子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

一ねんせいになったら まど／みちお∥詞 Eﾐﾄﾞﾘ

いつでもいっしょ
みぞぶち／まさる
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

たいらになった二つのやま ビーゲン  セン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

さよならようちえん さこ／ももみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

はやぶさものがたり 今井／なぎさ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

うんこのたつじん
みずうち／
きくお∥文

Eﾐﾄﾞﾘ

ありんこのアリー
みやにし／たつや
∥作絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ゆきの花 加藤／浩文∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

とんねるとんねる
岩田／明子
∥ぶん・え Eﾐﾄﾞﾘ

あいちゃんのワンピース こみや／ゆう∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ねこのけいさん 浅沼／とおる∥作・絵 Eﾐﾄﾞﾘ

つぎのかたどうぞ 飯野／和好∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

つなみ 田畑／ヨシ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

じめんのしたの小さなむし たしろ／ちさと∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

８月６日のこと 中川／ひろたか∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

カレーだいおうのまほう
石倉／ヒロユキ∥
作・絵 Eﾐﾄﾞﾘ
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