
購入図書案内　11月号
2011年 9月受入分　No.249　　名 取 市 図 書 館

総記 国鉄を企業にした男 高坂／盛彦∥著 289.1

情報を読む技術 中西／輝政∥著 002.7 不比等を操った女 梅澤／恵美子∥著 289.1

つながり進化論 小川／克彦∥著 007.3 ヴィクトリア女王 川本／静子∥編著 289.3

Ｑ＆Ａで学ぶ図書館の
著作権基礎知識

黒澤／節男∥著 015. 日本・世界地図帳　２０１１－１２年版 290.38

この本読んで！ ２０１１年秋号 015.8
今がわかる時代がわかる日本地図
２０１１年版

正井／泰夫∥監修 291.04

シリーズ学校図書館学　第１～５巻
全国学校図書館協議会
「シリーズ学校図書館学」
編集委員会∥編

017.08 来ちゃった 酒井／順子∥文 291.09

図説本の歴史 樺山／紘一∥編 020.2 どんこうにっぽん縦断　東日本編 芦原／伸∥著 291.09

ＧＨＱ焚書図書開封　５ 西尾／幹二∥著 023.8 東京スカイツリーへ行こう 291.36

シェイクスピア・アンド・カンパニイ書店
シルヴィア・ビーチ
∥著

024.353 京都鴨川探訪 西野／由紀∥編 291.62

６枚の壁新聞
石巻日日新聞社
∥編

070.212 社会科学

報道災害〈原発編〉 上杉／隆∥著 070.4 アメリカ人であるとはどういうことか
Ｍ．ウォルツァー
∥著

302.53

哲学・宗教 最後の審判を生き延びて 劉／暁波∥〔著〕 312.22

見えない世界を科学する 岸根／卓郎∥著 104 国会議員の仕事 林／芳正∥著 314.18

初期マルクスを読む 長谷川／宏∥著 134.53
国際問題がわかる！
世界地図の読み方

池上／彰∥著 319.04

「意識の量」を増やせ！ 齋藤／孝∥著 141.2 法とは何か 長谷部／恭男∥著 321.2

アーカイヴの病 ジャック・デリダ∥著 146.13 「規制」を変えれば電気も足りる 原／英史∥著 322.16

Ｄｒ．コパの家相＆インテリア風水 小林／祥晃∥著 148.5 シュンペーター伝
トーマス　Ｋ．
マクロウ∥著

331.72

Ｄｒ．コパの方位＆間取り風水 小林／祥晃∥著 148.5 清貧と復興 出町／譲∥著 335.13

Ｄｒ．コパの金運＆宝くじ風水 小林／祥晃∥著 148.5
孫正義リーダーのための
意思決定の極意

孫／正義∥〔述〕 336.1

Ｄｒ．コパの盛り塩＆持ち塩風水 小林／祥晃∥著 148.5 福祉とは何だろう 加藤／博史∥編著 369

だいたい四国八十八ケ所 宮田／珠己∥著 186.92 いと 原田／マハ∥文 369.27

女の覚悟 川村／妙慶∥著 188.74 大震災
荻野アンナと
ゲリラ隊∥著

369.31

歴史・地理 前へ！ 麻生／幾∥著 369.31

原爆投下は予告されていた 古川／愛哲∥著 210.75 ＹＥＬＬ！ アスコム∥編 369.31

三国志 渡邉／義浩∥著 222.04 祈りと希望
「祈りと希望」
実行委員会∥編

369.31

トルキスタン文化史　１
Ｖ．Ｖ．バルトリド
∥〔著〕

229.6 「脇役」たちがつないだ震災医療 辰濃／哲郎∥著 369.31

日本の１／２革命 池上／彰∥著 235.06 ３・１１東日本大震災奇跡の生還 上部／一馬∥著 369.31

くじけない人々 秋月／菜央∥著 281.04 「東北」再生 赤坂／憲雄∥著 369.31

ヨーロッパ王室のプリンス・プリンセス 288.49 ３・１１後の心を立て直す 香山／リカ∥著 369.31

重信房子がいた時代 由井／りょう子∥著 289.1 3.11 橋本／紘二∥著 369.31

特攻の真意 神立／尚紀∥著 289.1 津波と原発 佐野／眞一∥著 369.31

谷干城 小林／和幸∥著 289.1 哀史三陸大津波 山下／文男∥著 369.31
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モンスターチルドレン
ミヒャエル・
ヴィンターホフ∥著

371.45 麻ひもとリネン糸で編むバッグ 青木／恵理子∥著 594.7

大震災でわかった学校の大問題 大森／直樹∥著 374.92 辛い！おつまみ１０２ 柳澤／英子∥著 596

お誕生日＆行事のカード
ひかりのくに
編集部∥編著

376.14 はじめてのベトナム料理 足立／由美子∥著 596.22

サンデル教授の対話術
マイケル・サンデル
∥著

377.15 エラい！豚バラ肉レシピ 596.33

イラスト版ＬＤのともだちを理解する本 上野／一彦∥編著 378 キレイの台所 テレビ大阪「キレイの
台所」制作班∥編 596.37

食の地図 岸／朝子∥監修 383.81
トマト缶ってすごい！
赤の魔法レシピ５７

浜内／千波∥著 596.37

太平洋戦争最後の証言　第１部 門田／隆将∥著 391.21 ほめられ弁当 どい／ちなつ∥著 596.4

諜報の天才杉原千畝 白石／仁章∥著 391.6
いちばんやさしい！いちばんおいしい！
デリベーグル＆デザートベーグル

藤田／千秋∥著 596.63

スナイパー
ハンス・ハルバー
シュタット∥著

396.25 バームクーヘンの本 福田／淳子∥著 596.65

自然科学 ふわふわ、とろ～り半熟スイーツ 信太／康代∥著 596.65

科学の世界 ジョン・グリビン∥編 402 生ドーナツと焼きドーナツ Ｓａｃｈｉ∥著 596.65

タイムマシンと時空の科学 真貝／寿明∥著 421.2 うちのおすすめ！離乳食レシピ１００ ｂａｂｙｃｏ∥編 599.3

脳の王国 茂木／健一郎∥著 491.37 産業

死に向きあって生きる
季羽／倭文子
∥著

492.99 農家が教えるイネつくりコツのコツ 農文協∥編 616.2

内科医が教える
放射能に負けない体の作り方

土井／里紗∥著 493.2 ナチュラルガーデンをつくる宿根草 小黒／晃∥監修 627.5

肺の生活習慣病ＣＯＰＤ
木田／厚瑞∥
総監修

493.38 格安航空会社が日本の空を変える 赤井／邦彦∥著 687.21

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 芸術・スポーツ

子宮・卵巣がん手術後の１００日レシピ
加藤／友康∥
医療解説

495.43
彫刻刀を使ってらくらく彫れる
かわいい仏さま

川島／康史∥著 718.3

禁煙外来ベストプラクティス 中村／正和∥編著 498.32 守り本尊を彫ろう 駒澤／聖刀∥著 718.3

６０歳からのボケない熟睡法 西多／昌規∥著 498.36 藤田嗣治本のしごと 林／洋子∥著 723.1

食べてもやせる！男の食事術 498.58 フェルメール光の王国 福岡／伸一∥著 723.36

技術・実用書 いきとしいけるもの 瀬川／康男∥絵 726.5

自然再生ハンドブック 日本生態学会∥編 519.81 レトロモダングラフィックのススメ 727.09

スペイン・ロマネスクへの旅 池田／健二∥著 523.36 筆文字で季節のカード
さとだて／ゆめこ
∥著

728

近藤典子が考えた
「片づく家」のつくり方

近藤／典子∥著 527
もっとじょうずに！デジタル一眼
撮影ハンドブック

ＭＯＳＨ　ｂｏｏｋｓ
∥著

746

蒸気機関車の記憶 原／京一∥著 536.1
Ｐａｎａｓｏｎｉｃ　ＬＵＭＩＸ
ＧＦ１／ＧＦ２基本＆便利ガイド

吉田／忍∥著 746

原発と原爆 川村／湊∥著 539 ミッフィーのいる丘 前田／晃∥著 748

新エネルギーが世界を変える 広瀬／隆∥著 572.1 高野山 半沢／克夫∥撮影 748

おしゃれの練習帖 大草／直子∥著 589.2 トイレットペーパーおりがみ
東大折紙サークル
「Ｏｒｉｓｔ」∥著

754.9

震災後を生き抜くマネーの鉄則 森永／卓郎∥著 591 だれでも作れる万華鏡 照木／公子∥著 759

作って楽しむつるし雛
下田／美知子
∥監修

594 小沢昭一僕のハーモニカ昭和史 小沢／昭一∥著 775.1

夏の帽子とかごバッグ 594.3 名作アニメの風景５０ 778.77

バッグ作りの超基本 クライ・ムキ∥〔著〕 594.7 落語の聴き熟し 京須／偕充∥著 779.13
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言語

シモネッタのアマルコルド 田丸／公美子∥著 801.7

文学

百年文庫　６４ 908.3

ふしぎなふしぎな子どもの物語 ひこ・田中∥著 909.3

てんとろり 笹井／宏之∥著 911.17

将門記を読む 川尻／秋生∥編 913.4

大坂城の男たち 高橋／圭一∥著 913.56

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ

昔は、よかった？ 酒井／順子∥著 914.6

死ぬ気まんまん 佐野／洋子∥著 914.6

村上春樹雑文集 村上／春樹∥著 914.6

履歴書代わりに 吉村／昭∥著 914.6

人間はすごいな 914.68

親子アスペルガー 兼田／絢未∥著 916

かなしみはちからに 宮沢／賢治∥著 917

オデオン通り
アドリエンヌ・
モニエ∥著

950.27
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小説（日本）

てふてふ荘へようこそ 乾／ルカ∥著 N

エコーズ 早瀬／乱∥著 N

風の浄土 中津／文彦∥著 N

緑ケ丘小学校大運動会 森谷／明子∥著 N

天使たちの課外活動 茅田／砂胡∥著 N

ヒロシマ　２ 那須／正幹∥作 N

ＧＦ 久保寺／健彦∥著 N

史記　５ 北方／謙三∥著 N

蠅の帝国 帚木／蓬生∥著 N

ポニーテール 重松／清∥著 N

アイドルワイルド！ 花村／萬月∥著 N

四龍海城 乾／ルカ∥著 N

ヒロシマ　１ 那須／正幹∥作 N

ルーシーにおまかせ！ 一条／明∥著 N

三国志激戦録 三好／徹∥著 N

逃亡医 仙川／環∥著 N

京都保津川殺人事件 梓／林太郎∥著 N

密売人 佐々木／譲∥〔著〕 N

小説あります 門井／慶喜∥著 N

ヒロシマ　３ 那須／正幹∥作 N

春疾風 田牧／大和∥著 N

恋する絵画 赤川／次郎∥著 N

海路 藤岡／陽子∥著 N

ひぐらしふる 彩坂／美月∥著 N

ディアスポラ 勝谷／誠彦∥著 N

ＷＡＮＴＥＤ！！かい人２１面相 赤染／晶子∥著 N

ゆきずりエマノン 梶尾／真治∥著 N

源内なかま講 高橋／克彦∥著 N

忘却の覇王ロラン　４ 吉野／匠∥著 N

晴れた日には鏡をわすれて 五木／寛之∥著 N

蹴夢 鈴木／智之∥著 N

ブラッド・スパート　２ 六塚／光∥著 N
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母のはなし 群／ようこ∥著 N 文庫

光 土居／伸光∥著 N 星を帯びし者
パトリシア・Ａ．
マキリップ∥著

BF

ダンスホール 佐藤／正午∥著 N 暗い鏡の中に ヘレン・マクロイ∥著 BF

鐘 内田／康夫∥著 N 牧師館の殺人
アガサ・クリスティー
∥著

BF

平家伝説殺人事件 内田／康夫∥著 N ロコス亭
フェリペ・アルファウ
∥著

BF

おいしいコーヒーのいれ方
Ｓｅｃｏｎｄ  Ｓｅａｓｏｎ５

村山／由佳∥著 N フレンチ警視最初の事件 Ｆ．Ｗ．クロフツ∥著 BF

人面屋敷の惨劇 石持／浅海∥著 N ゴルフ場殺人事件
アガサ・クリスティー
∥著

BF

百鬼夜行殺人事件 赤川／次郎∥著 N キリストのクローン／真実
ジェイムズ・
ボーセニュー∥著

BF

11 津原／泰水∥著 N 今をたよりに
ジル・チャーチル
∥著

BF

嫁の遺言 加藤／元∥著 N ライヘンバッハの奇跡
ジョン・Ｒ．
キング∥著

BF

愛ある追跡 藤田／宜永∥著 N 感謝祭の勇敢な七面鳥
レスリー・
メイヤー∥著

BF

書物幻戯（リイリュジオン） 赤城／毅∥著 N 契約　上下
ラーシュ・
ケプレル∥著

BF

逸見小学校 庄野／潤三∥著 N ピグマリオンの冷笑
ステファニー・
ピントフ∥著

BF

馬たちよ、それでも光は無垢で
古川／日出男
∥著

N 宇宙大密室 都筑／道夫∥著 BN

癌だましい 山内／令南∥著 N 天国の破片（かけら） 太田／忠司∥著 BN

無敗の剣聖塚原卜伝 矢作／幸雄∥著 N 聖域 大倉／崇裕∥著 BN

刑事の骨 永瀬／隼介∥著 N チヨ子 宮部／みゆき∥著 BN

刀伊入寇 葉室／麟∥著 N 旧主再会 佐伯／泰英∥著 BN

ベスト本格ミステリ　２０１１
本格ミステリ作家
クラブ∥選・編

N 希望 瀬名／秀明∥著 BN

傾国 中路／啓太∥著 N 紀伊ノ変 佐伯／泰英∥著 BN

これからの誕生日 穂高／明∥著 N 郷土資料

ペリー 佐藤／賢一∥著 N 東日本大震災 M369.31

マザーズ 金原／ひとみ∥著 N 巨大津波が襲った M369.31

赤い糸の呻き 西澤／保彦∥著 N

藁にもすがる獣たち 曽根／圭介∥著 N

皇女の霊柩 内田／康夫∥著 N

小説（外国）

蛙鳴 莫言∥著 F

記者魂
ブルース・
ダシルヴァ∥著

F

ドクター・ラット
ウィリアム・
コッツウィンクル∥著

F

春嵐
ロバート・Ｂ．
パーカー∥著

F

マルチーズ犬マフとその友人
マリリン・モンローの生活と意見

アンドリュー・
オヘイガン∥著

F
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児童書（ものがたり） 赤い卵のひみつ 樋口／広芳∥著 K488.84

タラ・ダンカン　８（上）（下）
ソフィー・オドゥワン
＝マミコニアン∥著

KF パンダもの知り大図鑑 倉持／浩∥著 K489.57

シャドウ・ゴールドの秘密　５ ロブ・キッド∥著 KF 日本語を味わう名詩入門　５・６ K911.568

魔女のネコ ルース・チュウ∥作 KF

プリンセススクール　１・２
ジェーン・Ｂ．メーソン
∥作

KF

おさるのかわ
いとう／ひろし
∥作・絵

KN

カエルの歌姫 如月／かずさ∥著 KN

子ザルのみわちゃんとうり坊 深山／さくら∥文 KN

緑の本 緑川／聖司∥作 KN

獣の奏者　７ 上橋／菜穂子∥作 KN

男子☆弁当部 イノウエ／ミホコ∥作 KN

斉藤さんがゆく
祐天寺／与太郎
∥著

KN

八月の子どもたち 甲田／天∥作 KN

あしたは晴れた空の下で 中澤／晶子∥作 KN

深海魚チルドレン 河合／二湖∥著 KN

超絶不運少女　２ 石川／宏千花∥作 KN

やっぱりきらいじゃないよ 小林／深雪∥作 KN

１５歳の志願兵
大森／寿美男
∥脚本

KN

クマのあたりまえ 魚住／直子∥著 KN

怪盗パピヨン　ｓｔｅａｌ３ 関田／涙∥作 KN

青い本 緑川／聖司∥作 KN

ＩＱ探偵ムー  夢羽、海の家へ行く。 深沢／美潮∥作 KN

ハラヒレフラガール！ 伊藤／クミコ∥作 KN

ハリィにおまかせ！ 木下／繁∥作 KN

新妖界ナビ・ルナ　５ 池田／美代子∥作 KN

カメレオンのレオン 岡田／淳∥作 KN

魔女の診療所 倉橋／燿子∥作 KN

児童書（そのほか）

検定クイズ１００歴史人物　戦国編 山村／竜也∥監修 K281

マルガレーテ・シュタイフ物語 礒／みゆき∥著 K289.3

消防署・警察署で働く人たち 山下／久猛∥著 K317.7

はたらく地雷探知犬
大塚／敦子
∥文・写真

K319.8

日本全国妖怪スポット　４ 村上／健司∥著 K388.1
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絵本

おふとんかけて！ Ｄ．ハコエン∥さく Eﾊｲｲﾛ

おじいちゃんの手
マーガレット・Ｈ．
メイソン∥文

Eﾊｲｲﾛ

ねずみのへやもありません
カイル・ミューバーン
∥ぶん

Eﾊｲｲﾛ

ちきゅうの子どもたち
グードルン・
パウゼヴァング∥ぶん

Eﾊｲｲﾛ

ぞうさんのおとしあな 高畠／純∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

わたしはあかねこ サトシン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おつきさま、こんばんは！ 市川／里美∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

それいけ！ぼくのなまえ 平田／昌広∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ともだちだあれ？ ＡＫＩ∥え・さく Eﾐﾄﾞﾘ

パパのしっぽはきょうりゅうのしっぽ！？たけたに／ちほみ∥作Eﾐﾄﾞﾘ

ぼうし 井上／洋介∥えとぶんEﾐﾄﾞﾘ

まんまるいけのおつきみ かとう／まふみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ひまわりさん
くすのき／しげのり
∥原作

Eﾐﾄﾞﾘ

おじいちゃんはロボットはかせ
つちや／ゆみ
∥さく・え

Eﾐﾄﾞﾘ

だるまさんの
かがくい／ひろし
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

くまくんとつき
中川／ひろたか
∥文

Eﾐﾄﾞﾘ

かなぶんくんのいちにち
Ｒ．Ｐｏｎｐｏｎｐａｎｋ
∥著

Eﾐﾄﾞﾘ

まるちゃんのぼうけん
Ｒ．Ｐｏｎｐｏｎｐａｎｋ
∥著

Eﾐﾄﾞﾘ

ひとりぼっちのガブ
きむら／ゆういち
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

じゃがいもアイスクリーム？ 市川／里美∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

恐竜トリケラトプスと決戦赤い岩
黒川／みつひろ
∥作絵

Eﾐﾄﾞﾘ

コックのぼうしはしっている
シゲタ／サヤカ
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

バナナわに 尾崎／美紀∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

このおっぱいだあれ 塚本／やすし∥著 Eﾐﾄﾞﾘ
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