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2011年 10月受入分　No.250　　名 取 市 図 書 館

総記 経済復興 岩田／規久男∥著 332.11

オーストラリアに見る
コミュニケーション力を培う学校図書館

全国学校図書館協議会
オーストラリア学校図書館
研究視察団∥編

017.027 いま、地方で生きるということ 西村／佳哲∥著 366.29

学校図書館発　育てます！
調べる力・考える力

遊佐／幸枝∥著 017.3 武家に嫁いだ女性の手紙 妻鹿／淳子∥著 367.21

世界を変えた１０冊の本 池上／彰∥著 019.9
シニアのための座ってできる健康体操
３０＆支援のヒント１０ 斎藤／道雄∥著 369.26

世界の夢の本屋さん 024.
軽い認知症の方にもすぐ役立つ
なぞなぞとクイズ・回想法ゲーム

今井／弘雄∥著 369.26

哲学・宗教 災害から親を救う５０の手立て 米山／公啓∥著 369.3

思想としての３・１１
河出書房新社
編集部∥編 104 「想定外」を想定せよ！ 畑村／洋太郎∥著 369.3

超訳ブッダの言葉 小池／龍之介∥編訳 182.8 地震の準備帖 国崎／信江∥著 369.31

浄土教の事典 峰島／旭雄∥監修 188.6 ＴＳＵＮＡＭＩ　３・１１ 豊田／直巳∥編 369.31

歴史･地理 震災復興の論点 室崎／益輝∥著 369.31

天皇の歴史 8 210.1 教育委員会の挑戦 河村／茂雄∥編著 373.2

古代国家はいつ成立したか 都出／比呂志∥著 210.3
発達障害のある子どもと話す
２７のポイント

湯汲／英史∥編著 378

図説ポルトガルの歴史 金七／紀男∥著 236.9 両親が読む！今の子どもの結婚常識 岩下／宣子∥監修 385.4

キューバの歴史
キューバ教育省
∥編

259.1 達磨からだるまものしり大辞典 中村／浩訳∥著 387

「子」のつく名前の誕生 橋本／淳治∥著 288.12 赤紙と徴兵 吉田／敏浩∥著 393.25

昭和天皇 第５部 福田／和也∥著 288.41 自然科学

勝海舟の真実 草森／紳一∥著 289.1 知って楽しい身近な？ 404

重光葵連合軍に最も恐れられた男 福冨／健一∥著 289.1 宇宙の始まりと終わり 二間瀬／敏史∥著 440

愛という名のスクープ 梨元／玲子∥著 289.1 プラネタリウム散歩
マーブルブックス
∥編

440.76

最後の戦犯死刑囚 中田／整一∥著 289.1 地球 450

金大中自伝　１・２ 金／大中∥著 289.2 低炭素社会のデザイン 西岡／秀三∥著 451.85

日本ボロ宿紀行 上明戸／聡∥著 291.09 スズメダイ
加藤／昌一∥
写真・文

487.77

電車とバスと徒歩で行く
奥の細道紀行

櫻井／寛∥
写真・文

291.09 生命の未来を変えた男
ＮＨＫスペシャル
取材班∥編著

491.11

古地図で歩く江戸城・大名屋敷
岡本／哲志∥
監修

291.36 内臓のしくみ・はたらき事典 野上／晴雄∥共著 491.14

雪男は向こうからやって来た 角幡／唯介∥著 292.58 プロが教える脳のすべてがわかる本 岩田／誠∥監修 491.37

社会科学
「ふくらはぎを温めるだけ」で
全身健康になる！

関／博和∥著 492.53

北朝鮮暴発の恐怖を知らなすぎる日本人 柘植／久慶∥著 302.21 内部被曝の真実 児玉／龍彦∥著 493.2

希望は絶望のど真ん中に むの／たけじ∥著 304 放射能からママと子どもを守る本 野口／邦和∥著 493.2

日本の大転換 中沢／新一∥著 304 拒食症・過食症の治し方がわかる本 高木／洲一郎∥著 493.74

読売新聞朝刊一面コラム
「編集手帳」　第２０集

竹内／政明∥著 304 パニック障害の治し方がわかる本 山田／和男∥著 493.74

現場直言！プロ公務員の変革力 稲継／裕昭∥著 318.3 家族のためのよくわかるうつ 下山／晴彦∥監修 493.76
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ウイルスでがん消滅
ＮＨＫ「サイエンス
ＺＥＲＯ」取材班∥編著 494.5

ホットケーキミックスで作る
ケークサレとおかずパン

大庭／英子∥著 596.23

がんになったら手にとるガイド
国立がん研究センター
がん対策情報センター
∥編著

494.5
あな吉さんのゆるベジ生活
スタートＢＯＯＫ

浅倉／ユキ∥監修 596.37

名医が語る最新・最良の治療
前立腺がん

荒井／陽一∥ほか著 494.96
マクロビオティックの
蒸しパウンドケーキ＆焼きパウンドケーキ 今井／洋子∥著 596.65

白内障のひみつ 赤星／隆幸∥著 496.35 かわいい寒天スイーツ 大越／郷子∥著 596.65

技術・実用書
いちばんやさしい！いちばんおいしい！
シフォンサレ＆シフォンスクレ 小島／喜和∥著 596.65

トコトンやさしい材料力学の本 久保田／浪之介∥著 501.32 いちばんためになるはじめての育児 辻／祐一郎∥監修 599

いのちと環境 柳澤／桂子∥著 519 産業

雨の建築術 日本建築学会∥編 520 落花生 前田／和美∥著 626.3

雨の建築道 日本建築学会∥編 520
有機・無農薬家庭菜園
ご当地ふるさと野菜の育て方

金子／美登∥監修 626.9

日本の西洋建築 藤森／照信∥監修 523.1 ペットを感染症から守る本 兼島／孝∥著 649

ＡＮＡ旅客機まるごと大百科 チャーリィ古庄∥写真 538.6 究極のクロマグロ完全養殖物語 熊井／英水∥著 666.63

放射能と生きる 武田／邦彦∥著 543.5 熱帯魚・水草の図鑑＆飼い方
Ｂ－ＢＯＸ
 ａｑｕａｒｉｕｍ∥監修

666.9

原発をつくった私が、
原発に反対する理由

菊地／洋一∥著 543.5 ヨーロッパの住宅広告 森井／ユカ∥著 674.9

福島　原発と人びと 広河／隆一∥著 543.5 全国鉄道アミューズメント完全ガイド 講談社∥編集 686.06

トコトンやさしい制御の本 門田／和雄∥著 548.3 懐かしの鉄道パノラマコレクション 講談社∥編集 686.21

「夜だけ家事」で快適シンプル生活 河野／真希∥監修 590 芸術･スポーツ

やさしい素材でつくる
かわいい赤ちゃん小物

成美堂出版
編集部∥編

594 もっと知りたい東寺の仏たち 根立／研介∥著 702.17

ステップ式！羊毛フェルトの
基礎ＢＯＯＫ

ｍａｃｏ　ｍａａｋｏ∥著 594 油絵入門ビギナーズ・ノート 小木曽／誠∥監修 724.3

コットン・リネンで編むかぎ針編みの
小物＆アクセサリー

稲葉／ゆみ∥著 594.3 ホソミチくん 荒井／良二∥著 726.1

天然素材のかごバッグ 594.7 楽しさ届けるはじめての絵封筒 内尾／夕子∥著 726.51

ままのちくちく
のぐち／みつよ
∥さく

594.9 トイカメラのレッスン ポパイカメラ∥監修 742.5

ままのちくちく　２
のぐち／みつよ
∥さく

594.9 ヒコーキ写真テクニック　２ 746

女医が教えるマジカル「美脚」
エクササイズ

中村／格子∥著 595 心に残る手作りひとことカード 寺西／恵里子∥著 754.9

こどもヘアＨａｐｐｙアレンジ＆
手づくりヘアアクセ

ＺＵＳＳＯ　ＫＩＤＳ
∥監修

595.4 カッティングシートでデコ窓・デコ壁 ピポン∥著 754.9

ひと皿の朝ごはん 貝谷／郁子∥著 596 音楽家をめざす人へ 青島／広志∥著 760.7

ポン酢バンザイ！ 596
スポーツ選手のためのケガに打ち克つ
メンタルトレーニング 高橋／浩一∥著 780.7

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 言語

ワンプレートごはん
中村／美穂∥
大人レシピ

596 ヒトはいかにしてことばを獲得したか
正高／信男
∥共著

801

からだが元気になるにんにくレシピ 永山／久夫∥監修 596 仏教漢語５０話 興膳／宏∥著 822

とうがらし コウ／ケンテツ∥著 596 文学

節電・節水調理のコツ
おいしいごはんレシピ

成美堂出版
編集部∥編

596 密室入門 有栖川／有栖∥著 901.3

バッボの手作りプーリア料理 奥村／千穂∥著 596.23 いまファンタジーにできること
アーシュラ・Ｋ．
ル＝グウィン∥著

901.3
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百年文庫　８５・９１～９４ 908.3 小説（日本）

村上春樹の「物語」 河合／俊雄∥著 910.27 氷塊大久保利通 秋山／香乃∥著 N

森見登美彦の京都ぐるぐる案内 森見／登美彦∥著 910.27 六人の兇王子　４ 荻野目／悠樹∥著 N

やっぱり宮部みゆきの怪談が大好き！
宮部／みゆき∥
責任編集

910.27 笑い三年、泣き三月。 木内／昇∥著 N

老いの歌 小高／賢∥著 911.16 悪人 吉田／修一∥著 N

何処やらに、井上井月 瓜生／卓造∥著 911.35 介護退職 楡／周平∥著 N

五十五キロ二百グラムの人生 上羽／みき枝∥著 911.47 水底フェスタ 辻村／深月∥著 N

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ 葉桜 橋本／紡∥著 N

人生の第四楽章としての死 曽野／綾子∥著 914.6 ぴんぞろ 戌井／昭人∥著 N

私の小さなたからもの 石井／好子∥著 914.6 無罪 深谷／忠記∥著 N

手術は、しません 団／鬼六∥著 916 翼の帰る処　３下 妹尾／ゆふ子∥著 N

金融闇帝国 市力∥著 916 厭な小説 京極／夏彦∥著 N

荒野に獣  慟哭す　上・下 夢枕／獏∥〔著〕 N

一寸先は光 谷口／桂子∥著 N

まつるひとびと 中島／かずき∥著 N

ラブレス 桜木／紫乃∥著 N

白い鴉 新堂／冬樹∥著 N

炎の放浪者 神山／裕右∥著 N

サッカー少女楓 高橋／陽一∥著 N

パパは今日、運動会 山本／幸久∥著 N

完盗オンサイト 玖村／まゆみ∥著 N

屍界 五條／瑛∥著 N

よろずのことに気をつけよ 川瀬／七緒∥著 N

寿フォーエバー 山本／幸久∥著 N

慈雨の音 宮本／輝∥著 N

峠うどん物語　上・下 重松／清∥著 N

跡を濁さず 中村／彰彦∥著 N

六人の兇王子　５ 荻野目／悠樹∥著 N

ユーネリア戦史　３ 葦原／青∥著 N

碧海の玉座　８ 横山／信義∥著 N

十津川警部日本縦断
長篇ベスト選集　１０

西村／京太郎∥著 N
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星火瞬く 葉室／麟∥著 N

おひさま　下 岡田／惠和∥作 N

パリ黙示録 真梨／幸子∥著 N

でーれーガールズ 原田／マハ∥著 N

緑の毒 桐野／夏生∥著 N

ＳＬ「貴婦人号」の犯罪 西村／京太郎∥著 N

あやかし草子 千早／茜∥著 N

追尾 冬野／秀俊∥著 N

小説（外国）

競売ナンバー４９の叫び
トマス・ピンチョン
∥著

F

謝罪代行社
ゾラン・ドヴェンカー
∥著

F

モンド氏の失踪
ジョルジュ・シムノン
∥著

F

リアとレオーニ
グラハム・ハンコック
∥著

F

文庫

いのちの絆大震災を生きる 鈴木／秀子∥著 B369.31

謝罪代行社　上・下
ゾラン・ドヴェンカー
∥著

BF

パーフェクト・ライフ　上・下
マイク・スチュアート
∥著

BF

殺す Ｊ．Ｇ．バラード∥著 BF

アバタールチューナー　４ 五代／ゆう∥著 BN

参考資料（貸出はできません。館内でご覧ください。）

日本都市年鑑　６８（２０１０） 全国市長会∥編 R318.7

世界国勢図会　2011/12/1
矢野恒太記念会
∥編集

R350.9

日本国勢図会　2011/12/1
矢野恒太記念会
∥編集

R351

歌舞伎事典 服部／幸雄∥編 R774.033

当て字・当て読み漢字表現辞典 笹原／宏之∥編 R811.2

ＤＶＤ

東日本大震災の記録 V453

地図（貸出はできません。館内でご覧ください）

ゼンリン住宅地図 仙台市 青葉区 C4

ゼンリン住宅地図 仙台市 太白区 C4
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児童書（ものがたり） きらめきハートのドレス
あんびる／やすこ
∥著

KN

名探偵ホームズ三年後の生還 コナン・ドイル∥作 KF ブラック◆ダイヤモンド　２ 令丈／ヒロ子∥作 KN

デイジーのもんだい！子ネコちゃん ケス・グレイ∥作 KF マキちゃんのえにっき いせ／ひでこ∥著 KN

くまのプーさん
Ａ．Ａ．ミルン∥
原作

KF 魔天使マテリアル　１１ 藤咲／あゆな∥作 KN

カイト
マイケル・
モーパーゴ∥作

KF 帰命寺横丁の夏 柏葉／幸子∥作 KN

天空の少年ニコロ　２ カイ・マイヤー∥著 KF 児童書（そのほか）

テッドがおばあちゃんを見つけた夜 ペグ・ケレット∥作 KF 君たちはどう生きるか 吉野／源三郎∥著 K159.5

ふかふかの羽の友だち
ウォン・ハーバート
・イー∥作

KF 空海 梅田／紀代志∥作 K188.52

ガフールの勇者たち　１３
キャスリン・ラスキー
∥著

KF 道元 梅田／紀代志∥作 K188.82

アリー・フィンクルの女の子のルール　 メグ・キャボット∥著 KF 織田信長 小沢／章友∥作 K289.1

グリム姉妹の事件簿　３
マイケル・バックリー
∥著

KF 伊能忠敬 国松／俊英∥著 K289.1

クラスで１番！ビッグネート
リンカーン・ピアス
∥作

KF 美少女戦士ジャンヌ・ダルク物語 藤本／ひとみ∥作 K289.3

ウィッシュ
フェリーチェ・
アリーナ∥作

KF 日本のもと　神さま 中沢／新一∥監修 K302.1

チーズピラミッドの呪い
ジェロニモ・
スティルトン∥作

KF 治安・法律・経済のしごと ＰＨＰ研究所∥編 K366.29

やなせたかしのメルヘン絵本
やなせ／たかし
∥絵・文

KN 知ろう！防ごう！自然災害　１～３ 佐藤／隆雄∥監修 K369.3

黒薔薇姫と７人の仲間たち 藤咲／あゆな∥作 KN １０月のえほん
長谷川／康男∥
監修

K386.1

ずっとまっていると 大久保／雨咲∥さくKN こども大図鑑地球
ジョン・ウッドワード
∥著

K450.38

黒魔女さんが通る！！　Part0 石崎／洋司∥作 KN 海辺の生物
白山／義久∥
〔ほか〕指導・執筆

K468.8

三国志　９・１０ 小前／亮∥文 KN カモのきょうだいクリとゴマ
なかがわ／ちひろ
∥作・絵

K488.69

わたしのなまえはやまだまや 杉本／深由起∥作 KN 動物
成島／悦雄∥
指導・執筆

K489.038

マキとショウマ あおい／もも∥作 KN 北の馬と南の馬
前川／貴行∥
写真・文

K489.8

ぼくたちのトレジャーを探せ！　３ 楠木／誠一郎∥作 KN ヒトの親指はエライ！ 山本／省三∥文 K491.197

河合雅雄の動物記　７ 草山／万兎∥作 KN
人のくらしを助けてくれるはたらく
動物大研究

森／裕司∥監修 K645

もぐらのたくはいびん 斉藤／洋∥作 KN ネコにも描けるマンガ教室　２ 夏／緑∥作 K726.107

魔天使マテリアル　１２ 藤咲／あゆな∥作 KN 乗り越える力 荒川／静香∥著 K784.65

魔法のスイミング 石崎／洋司∥作 KN ぼくらは闘牛小学生！ 堀米／薫∥文 K788.4

がんばっ！卓球部 横沢／彰∥作 KN
すっきりわかる！〈江戸～明治〉
昔のことば大事典

K814.6

ラテラの樹 倉橋／燿子∥作 KN タロとジロ 東／多江子∥文 K916

恋のサンダー・ストーム 次良丸／忍∥作 KN
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街の妖怪ホテル
妖怪ホテル編集
委員会∥編 KN

あかいくま 中脇／初枝∥作 KN

ＩＱ探偵タクト未来と拓斗の神隠し 深沢／美潮∥作 KN

絵本 山猫たんけん隊 松岡／達英∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おっぱいいっぱいのんだこは 木坂／涼∥文 Eｱｶ のはらのおへや
みやこし／あきこ
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

おさかないっぱい 増田／純子∥さく Eｱｶ ようかいガマとの
よしなが／こうたく
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

ノンタンスプーンたんたんたん
キヨノ／サチコ∥
作・絵

Eｱｶ どーんちーんかーん 武田／美穂∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

りんごくんがね…
とよた／かずひこ
∥さく・え

Eｱｶ 津波！！稲むらの火その後
高村／忠範∥
文・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

ぺろぺろりん 小野寺／悦子∥文 Eｱｶ うんちさま 加藤／篤∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ちいさな鳥の地球たび
藤原／幸一∥
写真・文

Eｵﾚﾝｼﾞ

おしり？
ふじわら／こういち
∥しゃしん・ぶん

Eｵﾚﾝｼﾞ

びゅ～んびょ～ん
ふじわら／こういち
∥しゃしん・ぶん

Eｵﾚﾝｼﾞ

わたし、くわがた 得田／之久∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ

パパと怒り鬼 グロー・ダーレ∥作 Eﾊｲｲﾛ

わたし、まだねむたくないの！
スージー・ムーア
∥さく

Eﾊｲｲﾛ

コウモリのルーファスくん
トミ・ウンゲラー
∥さく

Eﾊｲｲﾛ

ぞうくんのはじめてのぼうけん
セシル・ジョスリン
∥作

Eﾊｲｲﾛ

ほんとうのサーカス
ミッシャ・ダムヤン
∥文

Eﾊｲｲﾛ

クッツさんのくつ
ジョン・ダナリス
∥さく

Eﾊｲｲﾛ

アルノとサッカーボール
イヴォンヌ・ヤハ
テンベルフ∥作

Eﾊｲｲﾛ

とんぼ
チョン／ジョン
チョル∥詩

Eﾊｲｲﾛ

アートとマックス
デイヴィッド・
ウィーズナー∥作

Eﾊｲｲﾛ

これだからねこはだいっきらい
シモーナ・
メイッサー∥さく

Eﾊｲｲﾛ

おおきなわんぱくぼうや
ケビン・ホークス
∥作

Eﾊｲｲﾛ

ぞうくんのすてきなりょこう
セシル・ジョスリン
∥作

Eﾊｲｲﾛ

ひとりぼっちのかえる 興安∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ゆっくとすっく  しあげに
はみがきもういっかい

さこ／ももみ∥え Eﾐﾄﾞﾘ

ゆっくとすっく  ぎょうじってなあに？ さこ／ももみ∥え Eﾐﾄﾞﾘ

ごはんのとも 苅田／澄子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

おばあちゃんのおはぎ
野村／たかあき
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

あきねこ
かんの／ゆうこ
∥文

Eﾐﾄﾞﾘ
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おどるカツオブシ 森／絵都∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ぼくとソラ
そうま／こうへい
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

ボンちゃんバス
ひらの／てつお
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ

おれはサメ 片平／直樹∥作 Eﾐﾄﾞﾘ
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