
購入図書案内　　8月号
2012年　6月受入分　No.258　名 取 市 図 書 館

総記 熊野修験「奥駈け」同行記 坪井 幸生∥編著 188.59

学問のすゝめ 齋藤 孝∥著 002. 日日是掃除 秋吉 則州∥著 188.84

IDの秘密 佐藤 一郎∥著 007.1 歴史・地理

Excel実践的グラフ作成術 早坂 清志∥著 007.63 文明が衰亡するとき 高坂 正堯∥著 204

TOKYO図書館紀行 010.214 NHKさかのぼり日本史　８ 210.1

世界の図書館百科 藤野 幸雄∥編著 010.33 邪馬台国をとらえなおす 大塚 初重∥著 210.27

図書館でこんにちは 近江 哲史∥著 015. 魏志倭人伝の謎を解く 渡邉 義浩∥著 210.27

これから昔話を語る人へ 松本 なお子∥著 015.8 未完のファシズム 片山 杜秀∥著 210.6

ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに読
んでおくべきだと思う本を紹介します。

雨宮 処凛∥著 019.5 大正大震災 尾原 宏之∥著 210.69

絵本図書館 光吉 夏弥∥著 019.53 幻の黄金時代 西村 幸祐∥著 210.76

この絵本が好き!　2012年版
別冊太陽編集部
∥編

019.53 コロポックルとはだれか 瀬川 拓郎∥著 211.9

街場の読書論 内田 樹∥著 019.9 本音の沖縄問題 仲村 清司∥著 219.9

すべては今日から 児玉 清∥著 019.9 兵隊先生 松本 仁一∥著 219.9

はるか南の海のかなたに
愉快な本の大陸がある

宮田 珠己∥著 019.9 朝鮮王朝実録 朴 永圭∥著 221.05

柔らかな犀の角 山崎 努∥著 019.9 北朝鮮現代史 和田 春樹∥著 221.07

1分間でギネス世界記録に挑戦!
ギネスワールド
レコーズリミテッド∥監修 031.5 歴史発見!ロンドン案内 森 正人∥著 233.33

君たちに捧げる 中村  巖 049.
史上最強のインディアン
コマンチ族の興亡　上・下

S.C.グウィン∥著 253.05

被災地の博物館に聞く
国立歴史民俗
博物館∥編 069.4 マヤ文明 青山 和夫∥著 256.03

哲学・宗教
日本人こそ知っておくべき
世界を号泣させた日本人

黄 文雄∥著 281.04

髑髏となってもかまわない 山折 哲雄∥著 114.2 天下無敵のメディア人間 佐藤 卓己∥著 289.1

感性の限界 高橋 昌一郎∥著 116 VANから遠く離れて 佐山 一郎∥著 289.1

ツァラトゥストラ 西 研∥著 134.94 心が喜ぶ働き方を見つけよう 立花 貴∥著 289.1

幸福論 合田 正人∥著 135.5 新島八重 愛と闘いの生涯 吉海 直人∥著 289.1

ヒトはなぜほほえむのか 川上 清文∥著 141.6 もういちど読む山川地理 田邉 裕∥著 290

トラウマの心理学 小西 聖子∥著 146.8 心がほどける小さな旅 益田 ミリ∥著 291.09

オカルト 森 達也∥著 147 とうほく旅街道
奥山 淳志∥
写真　文

291.2

「働くママ」の時間術 馬場 じむこ∥著 159.4 東北の絶景 富田 文雄∥写真 291.2

人は自分が期待するほど、自分を見ていては
くれないが、がっかりするほど見ていなくはない 見城 徹∥著 159.4 鎌倉12ケ月の花歩き 大貫 昭彦∥著 291.37

神道とは何か 伊藤 聡∥著 172 北朝鮮で考えたこと
テッサ　モーリス
‐スズキ∥著

292.1

光に向かって 川村 一代∥著 175.92 未来国家ブータン 高野 秀行∥著 292.59

御朱印巡礼
淡交社編集局
∥編

186.91
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社会科学 災害史に学ぶ　風水害・火災編 中央防災会議『災害教訓の継承
に関する専門調査会』∥編 369.3

知らないと恥をかく
世界の大問題　３

池上 彰∥著 304
災害史に学ぶ
海溝型地震・津波編

中央防災会議『災害教訓の継承
に関する専門調査会』∥編 369.3

独立国家のつくりかた 坂口 恭平∥著 304 命をつないだ道 稲泉 連∥著 369.31

2030年の日本へ あらたにす
「新聞案内人」の提言

あらたにす∥編 304 希望の桜。3.11東日本大震災
鴨志田 孝一
∥撮影　文

369.31

花森安治「きのうきょう」 花森 安治∥著 304 津波のまちに生きて 川島 秀一∥著 369.31

2050年の世界地図
ローレンス
　C.スミス∥著

312.9 言葉に何ができるのか 佐野 眞一∥著 369.31

歴史で読み解く女性天皇 高森 明勅∥著 313.61 3.11被災地の証言
情報支援プロボノ
プラットフォーム∥編著 369.31

女と独裁者
ディアンヌ
デュクレ∥著

313.8 被災地と共に歩む
東海大学チャレンジ
センター∥編 369.31

一番やさしい地方自治の本 平谷 英明∥著 318 記憶と記録 長坂 俊成∥著 369.31

闘う市長 桜井 勝延∥著 318.23
復興支援ボランティア、
もう終わりですか?

中原 健一郎∥著 369.31

ローマ法王に米を食べさせた男 高野 誠鮮∥著 318.6 ふたつの震災 西岡 研介∥著 369.31

モメない相続 長谷川 裕雅∥著 324.7 震災復興 日本経済新聞社∥編 369.31

冤罪と裁判 今村 核∥著 327.6 生きる 日本写真家協会∥編 369.31

貧乏人の経済学
アビジット
V.バナジー∥[著]

331.87 消防団の闘い 日本消防協会∥編 369.31

勝つための経営 畑村 洋太郎∥著 335.21 まげねっちゃ
まげねっちゃ
プロジェクト∥編

369.31

大震災で住宅ローンはどうなるのか 島本 慈子∥著 338.74 震災日記津波に負けない
山田町立大沢小学校
震災日記編集部∥著 369.31

地図でみる世界の地域格差
2011年版

OECD∥編著 350.9 復興まちづくりの知恵袋
NPO法人アーバン
デザイン研究体

369.31

男脳中国女脳日本 谷崎 光∥著 361.42 フクシマ元年 豊田 直巳∥著 369.36

メディアは大震災・原発事故を
どう語ったか

遠藤 薫∥著 361.45 東ティモールの現場から 久木田 純∥著 369.4

異貌の人びと 上原 善広∥著 361.8 大震災と子どもの貧困白書
「なくそう!子どもの貧困」
全国ネットワーク∥編 369.4

どん底 高山 文彦∥著 361.86 ルポ子どもの貧困連鎖 保坂 渉∥著 369.4

住み続ける権利 井上 英夫∥著 365.31 ユニセフの現場から 和氣 邦夫∥著 369.4

資格図鑑!　2013
オバタ カズユキ
∥著

366.29 いじめ イギリス教育省∥編 371.42

3・11から考える「家族」 真鍋 弘樹∥著 367.3 不登校児再生の島 奥野 修司∥著 371.5

家族という意志 芹沢 俊介∥著 367.3 ルポ良心と義務 田中 伸尚∥著 373.2

いじめないで。 阿蘭 ヒサコ∥著 367.6 命を守る教育 片田 敏孝∥著 374.92

みまもり福祉 濱田 健士∥著 367.75 NHK食べてニッコリふるさと給食 NHK BS「食べてニッコリふるさと
給食」制作班∥編 374.94

未解決事件グリコ・森永事件
～捜査員300人の証言

NHKスペシャル
取材班∥編著

368.6 理想の国語教科書 齋藤 孝∥著 375.85

貧困待ったなし!
自立生活サポート
センター　もやい∥編 369.14

東日本大震災と社会教育
 3・11後の世界にむきあう学習を拓く

石井山 竜平∥編著 379.04

大往生したいなら老人ホーム選びは
他人にまかせるな!

本岡 類∥著 369.26
どんな子でもぐんぐんやる気が育つ
親の力

親野 智可等∥著 379.9

災害史に学ぶ　火山編 中央防災会議『災害教訓の継承
に関する専門調査会』∥編 369.3 ふろしきで遊ぼう 横山 功∥著 385.97

災害史に学ぶ
内陸直下型地震編

中央防災会議『災害教訓の継承
に関する専門調査会』∥編 369.3 児童文学と昔話 石井 正己∥編 388.04
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胃を切った人を
元気いっぱいにする食事160

長 晴彦∥監修 493.45

太平洋戦争最後の証言　第3部 門田 隆将∥著 391.21
腸を切った人を
元気いっぱいにする食事170

齋藤 典男∥監修 493.46

ドキュメント自衛隊と東日本大震災 瀧野 隆浩∥著 392.11 腰痛 菊地 臣一∥総監修 493.6

報道されない沖縄 宮本 雅史∥著 395.39 第二の認知症 小阪 憲司∥著 493.75

自然科学
気づいていますか
認知症ケアの落とし穴

安西 順子∥編著 493.76

科学予測は8割はずれる 竹内 薫∥著 402
ちゃんと知りたい
大人の発達障害がわかる本

備瀬 哲弘∥監修 493.76

怖くて眠れなくなる科学 竹内 薫∥著 404 愛着崩壊 岡田 尊司∥著 493.76

サイエンス・クエスト科学の冒険
アイリック
ニュート∥著

404 加齢臭読本 奈良 巧∥著 494.8

空想科学読本　10 柳田／理科雄∥著 404 パソコン近視がどんどんよくなる本 中川 和宏∥著 496.42

理系の子
ジュディ
ダットン∥著

407 命を燃やせ 吉岡 秀人∥著 498.02

宇宙にまつわる名前 月光天文台  監修 440 3.11大震災と厚労省 大塚 耕平∥著 498.1

誰でも見つかる南十字星 谷川 正夫∥著 443.8 生きる力となるもの 橋本 和子∥監修 498.14

日食のすべて 大越 治∥著 444.7 「いい病院」への挑戦 宗田 理∥著 498.16

宇宙の渚 NHK取材班∥編著 450 だしとは何か 熊倉 功夫∥監修 498.51

すごい空の見つけかた　2
武田 康男∥
写真　文

451
からだがよろこぶ
エノキ氷健康レシピ

江口 文陽∥監修 498.58

デジタルカメラによる
空の写真の撮り方

武田 康男∥
写真　文

451 女子栄養大学のダイエット弁当
女子栄養大学
栄養クリニック∥監修 498.58

「地球温暖化」神話 渡辺 正∥著 451.85 これを食べれば医者はいらない 若杉 友子∥著 498.58

遺伝子はダメなあなたを愛してる 福岡 伸一∥著 460.4 ハンセン病者の生活史 坂田 勝彦∥著 498.6

せいめいのはなし 福岡 伸一∥著 460.4 ゴキブリはなぜ絶滅しないのか 林 晃史∥著 498.69

巨大津波は生態系をどう変えたか 永幡 嘉之∥著 462.12 毒の事件簿 齋藤 勝裕∥著 499.15

なぜ男は女より多く産まれるのか 吉村 仁∥著 467.5 技術・実用書

誰でもわかる外来種対策
リバーフロント
整備センター

468 「未来マシン」はどこまで実現したか? 石川 憲二∥著 504

散歩の花図鑑 岩槻 秀明∥著 470.38 知水読本
FRONT  MOOK
編集部

517.5

キノコの教え 小川 眞∥著 474.85 「ガード下」の誕生 小林 一郎∥[著] 518.83

イマドキの野生動物 宮崎 学∥著 482.1 環境負債 井田 徹治∥著 519

イモムシハンドブック　2 安田 守∥著 486.8 震災後の自然とどうつきあうか 鷲谷 いづみ∥著 519.81

なぜヤギは、車好きなのか? 小林 朋道∥著 489.85 ニッポンの塔 橋爪 紳也∥著 523.1

サルたちの遺言 三戸 サツヱ∥著 489.95 新しい防災設計
日経アーキ
テクチュア∥編

524.91

面白図解はじめての「解剖学」 高橋 優三∥著 491.1 東京スカイツリー論 中川 大地∥著 526.54

よくわかる最新「病」の予防と治療 田中 一彦∥監修 492 ツリーハウスをつくる愉しみ 小林 崇∥著 527

ほんとうの診断学 海堂 尊∥著 492.1 よみがえる東北本線・常磐線 小川 峯生∥著 536

介護のための薬の図鑑
饗庭 三代治
∥監修

493.19 JR車両図鑑 松本 典久∥文 536
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宇宙就職案内 林 公代∥著 538.9
女子栄養大学の
500kcal定番ごはん

松田 早苗∥著 596

野口さん、宇宙って
どんなにおいですか?

野口 聡一∥著 538.9 おうちでスクールランチ39 596

テレビは原発事故をどう伝えたのか 伊藤 守∥著 543.5 ちゃんと食えば、幸せになる 水木 しげる∥著 596.04

世界が見た福島原発災害　2・3 大沼 安史∥著 543.5 定食と古本 今 柊二∥著 596.04

フクシマは世界を変えたか 片野 優∥著 543.5 おいしい日本の煮物 中野 佐和子∥著 596.21

沈黙と饒舌と 谷口 雅彦∥著 543.5
にんにく・しょうが・
ねぎ・とうがらしの薬膳レシピ

パン ウェイ∥著 596.22

はじめての最新Facebook入門 時枝 宗臣∥著 547.48 スピードビストロクッキング 平野 由希子∥著 596.23

インクジェット時代がきた! 山口 修一∥著 548.25 ポリ袋漬けのすすめ 荻野 恭子∥著 596.3

図解古代兵器 水野 大樹∥著 559.02 ナットウーマン。 園山 真希絵∥著 596.3

日本の原爆 保阪 正康∥著 559.7 魚かんたんご飯
河原井 毅夫
∥包丁人

596.35

かしこく暮らす100の知恵 阿部 絢子∥著 590
野菜が主役!うーらの
ヘルシー遅ごはん

庄司 智子∥著 596.37

忙しくてもていねいに暮らしたい
人の家しごと

柳沢 小実∥著 590 朝15分でできる丼弁当
きじま りゅうた
∥著

596.4

住み直す
井上／由季子
∥著

590.4 毎日のお弁当　よくばり編
寺西 恵里子
∥著

596.4

楽しいこといっぱい65 栗原 はるみ∥著 590.4
浜内千波の朝15分!
満足お弁当レシピ

浜内 千波∥著 596.4

エプロンメモ
暮しの手帖編集部
∥著

590.4 わくわくほっこり和菓子図鑑 君野 倫子∥著 596.65

ソーイングナチュリラ　ｖｏｌ．７ 593.36 からだにやさしい和スイーツ 渡辺 麻里∥著 596.65

魔法の型紙でらくらく
着物リフォーム

小石 正子∥著 593.36
自由が丘ロール屋の
季節を楽しむロールケーキ

辻口 博啓∥著 596.65

10年着るための衣類ケアブック 石川 理恵∥取材　 593.5
今日からはじめる!
ローフードスムージー

中村 裕恵∥著 596.7

ｎｕｕａｍｕ手帖
渡辺／
満里奈∥著

594 世界のかわいいカップ&ソーサー 明石 和美∥著 596.9

和布のかわいい手作り 594
狭くても、あきらめなくていい
収納のルール

成美堂出版
編集部∥編

597.5

ネクタイのリメイク小物 594
増やす男と、
捨てない女の片づけ術

中山 真由美∥著 597.5

ステンシルパターンブック 594 育児の大百科 細谷 亮太∥総監修 599

かぎ針で布編み。 イシカワ ナナ∥著 594.3 うちの3姉妹　7 松本 ぷりっつ∥著 599.04

かぎ針で編むおしゃれ
カンタン麻のナチュラルバッグ

594.3 産業

夏のセータークルーズ 594.3 農は甦る 吉田 忠則∥著 611.7

みんな大好き！
アンパンマンのフェルトマスコット

594.9 若者たちの震災復興
『農山村再生若者白書
2012』編集委員会∥編 611.75

腹だけ痩せる技術 植森 美緒∥著 595.6 つや姫 五十嵐 佳子∥著 616.21

お酢レシピ 岩崎 啓子∥著 596 農産加工機器の選び方・使い方 高木 敏弘∥著 619.18

おばあちゃんの味 佐多 正行∥著 596 植物の病害虫百科 根本 久∥監修 623

調味料とたれ&ソース王道
レシピ手帖568

主婦の友社∥編 596 もっと上手に市民農園 斎藤 進∥著 626.9

浜内千波のからだにやさしい
カンタン!子どもの朝ごはん

浜内 千波∥著 596 ベランダでサラダ野菜 松井 孝∥[著] 626.9

魔法の鍋帽子
婦人之友社
編集部∥編 596 山野草の楽しみ方 久志 博信∥著 627
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朝顔百科
朝顔百科編集
委員会∥編 627.4 招待状のデザイン・コレクション

モンサパブリ
ケーションズ∥編

727.09

四季の庭を彩るは
じめてのクレマチス

及川 洋磨∥著 627.58 翔子 金澤 翔子∥著 728.21

ナチュラルガーデン樹木図鑑 正木 覚∥著 627.7 説き語り中国書史 石川 九楊∥著 728.22

バラの小さな庭づくり 姫野 由紀∥著 627.77 女川佐々木写真館
鈴木 麻弓∥
著　写真

748

苔のある生活 大島 恵∥監修 627.8
ネパール紀行
 新たなる出会いを求めて

原  喜久雄 748

おいで、一緒に行こう 森 絵都∥著 645.6 まるごときせつの行事 コダシマ アコ∥著 750

「森の長城」が日本を救う 宮脇 昭∥著 653.9 「手仕事」で夢をかなえる女性たち
塩沢 槇∥
写真　文

750.21

鮪 田辺 悟∥著 664.63
飾りたい!贈りたい!
すてきな花の折り紙

山口 真∥著 754.9

がんばれ!ニッポンの商店街
全国商店街を
巡る会∥編著

672.1 指揮者マーラー 中川 右介∥著 762.35

商店街はなぜ滅びるのか 新 雅史∥著 673.7 バイエルの謎 安田 寛∥著 763.2

Facebookでお客様を
どんどん増やす本

小谷川 拳次∥著 675 ピアノがうまくなるにはワケがある 角 聖子∥著 763.2

鉄道と国家 小牟田 哲彦∥著 686.1 梅原猛の授業 能を観る 梅原 猛∥著 773

鉄道復権 宇都宮 浄人∥著 686.1 映画時評 蓮實 重彦∥著 778.04

JR利用術 富田 康裕∥編著 686.21 裕さんの女房 村松 友視∥著 778.21

定年からの鉄道ひとり旅 野田 隆∥著 686.21 妖怪手品の時代 横山 泰子∥著 779.3

甦れ!東北の鉄道 686.21 幕末明治見世物事典 倉田 喜弘∥編 779.4

旅客機と空港のすべて 秋本 俊二∥監修 687 人種とスポーツ 川島 浩平∥著 780.18

日本航空・復活を問う 信太 正道∥著 687.07 笑顔で生きる魔法の言葉 高橋 尚子∥著 782.3

NHK歴史番組を斬る! 鈴木 眞哉∥著 699.63 進化する強さ
クルム伊達
公子∥著

783.5

芸術・スポーツ プロ野球復興史 山室 寛之∥著 783.7

マヨヒガ　vol.2(2012) 709.12 蒼い炎 羽生 結弦∥著 784.65

この絵、どこがすごいの? 佐藤 晃子∥著 720 ロープとひも結びの基本 786

モネとセザンヌ 森 実与子∥著 723.05
中高年のための
安全登山のすすめ

八嶋 寛∥著 786.1

山下清の放浪地図 山下 浩∥監修 723.1 情熱の階段 濃野 平∥著 788.4

高橋由一 古田 亮∥著 723.1 競馬の血統学 吉沢 譲治∥著 788.5

フェルメールへの招待 朝日新聞出版∥編 723.36 ソーラーカーで未来を走る 木村 英樹∥著 788.7

素敵な花の水彩画 錦織 弘∥著 724.4 世界最速のソーラーカー
東海大学チャレンジ
センター∥編 788.7

デッサンからはじめる
透明水彩人物

高根沢 晋也∥著 724.4 炎上 中部 博∥著 788.7

絵本作家という仕事 講談社∥編 726.6 言語

ケイト・グリーナウェイ 川端 有子∥編著 726.6 通訳をめざす人へ
法学書院
編集部∥編

801.7

色紙でつくる貼りコラージュ 志水／のりとも∥著 726.9 翻訳に遊ぶ 木村 榮一∥著 801.7

わたしは99歳のアーティスト 三星 静子∥著 726.9 日本一短い手紙「明日」
丸岡町文化
振興事業団∥編

816.8
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英文法の魅力 里中 哲彦∥著 835 櫻の樹の下には瓦礫が埋まっている。村上 龍∥著 914.6

文学 精選女性随筆集　３・４ 914.68

本格ミステリ鑑賞術 福井 健太∥著 901.3 海の細道 長谷川 櫂∥著 915.6

会社員とは何者か? 伊井 直行∥著 902.3 大陸へ リービ英雄∥著 915.6

綾辻行人と有栖川有栖の
ミステリ・ジョッキー　３

綾辻 行人∥編　著 908.3 無菌病棟より愛をこめて 加納 朋子∥著 916

作品を読んで考える
イギリス児童文学講座　１・２

中野 節子∥著 909 朝はアフリカの歓び 曽野 綾子∥著 916

ベストセラー・ライトノベルのしくみ 飯田 一史∥著 910.26 悪魔のささやき「オレオレ、オレ」 藤野 明男∥著 916

司馬遼太郎の幻想ロマン 磯貝 勝太郎∥著 910.27 アスペルガーの館 村上 由美∥著 916

ひさし伝 笹沢 信∥著 910.27 ママが遺したいのちのレシピ 安武 千恵∥著 916

永遠の吉本隆明 橋爪 大三郎∥著 910.27 奪われた人生
ジェイシー
デュガード∥著

936

三毛猫ホームズの謎
三毛猫ホームズ
研究会∥編

910.27 愛を知らなかった子
ダイアン
リーロウ∥著

936

アンのゆりかご 村岡 恵理∥著 910.27 僕がパパに育つまで
マシュー
ロゲリン∥著

936

百人一首と遊ぶ  一人百首 上野  正比古 911.13 小説(日本）

平成歌合  古今和歌集百番 上野  正比古 911.13 上高地殺人事件 梓 林太郎∥著 N

平成歌合  新古今和歌集百番 上野  正比古 911.13 ココロ・ファインダ 相沢 沙呼∥著 N

あれから 俵 万智∥短歌 911.17 希土類少女(レアアース・ガール) 青柳 碧人∥著 N

まんかいのさくらがみれてうれしいな 黛 まどか∥編 911.37 三毛猫ホームズの夢紀行 赤川 次郎∥著 N

みあげればがれきの上にこいのぼり…山中 勉∥編著 911.37 水晶の鼓動 麻見 和史∥著 N

今私がふれているこの木のぬくもりは 北原 悠子∥著 911.56 雪まんま あべ 美佳∥著 N

草にすわる 市河 紀子∥選詩 911.57 美しき一日の終わり 有吉 玉青∥著 N

やさしいけしき 市河 紀子∥選詩 911.57 仔猫の恋 飯田 雪子∥著 N

ありがとうの詩 911.57 氷山の南 池澤 夏樹∥著 N

戦国時代の流行歌 小野 恭靖∥著 911.64 コンカツ? 石田 衣良∥著 N

新生 ダンテ∥著 971 玩具店の英雄 石持 浅海∥著 N

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ 叛鬼 伊東 潤∥著 N

日本語の冒険 阿刀田 高∥著 914.6 魔道師の月 乾石 智子∥著 N

倉嶋厚の人生気象学 倉嶋 厚∥著 914.6 言語小説集 井上 ひさし∥著 N

非常事態の中の愉しみ 小林 信彦∥著 914.6 事件でござるぞ、太郎冠者 井上 尚登∥著 N

堕落と文学 曽野 綾子∥著 914.6 江戸へ吹く風 岩井 三四二∥著 N

チャイとミーミー 谷村 志穂∥著 914.6 マカリーポン 岩井 志麻子∥著 N

死と滅亡のパンセ 辺見 庸∥著 914.6 十二単衣を着た悪魔 内館 牧子∥著 N

無名の女たち 向井 万起男∥著 914.6 クロスマッチ 大山 尚利∥著 N
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愛と追憶のレモンサワー 大竹 聡∥著 N 田中慎弥の掌劇場 田中 慎弥∥著 N

尖閣喪失 大石 英司∥著 N 魔境の女王陛下 田中 芳樹∥著 N

語りつづけろ、届くまで 大沢 在昌∥著 N 雲をつかむ話 多和田 葉子∥著 N

トネイロ会の非殺人事件 小川 一水∥著 N 仮り住まい 丹下 健太∥著 N

黒い魎(みずは) 岡崎 大五∥著 N 誰がための刃 知念 実希人∥著 N

みつばの郵便屋さん 小野寺 史宜∥著 N サクラ咲く 辻村 深月∥著 N

その桃は、桃の味しかしない 加藤 千恵∥著 N 神様の短剣 辻 成介∥著 N

天使たちの課外活動　２ 茅田 砂胡∥著 N 最悪のはじまりは、 塔山 郁∥著 N

挽歌・曼陀羅　上巻・下巻 菅野  隆義 N ディアレストガーデン 遠野 りりこ∥著 N

あたたかい水の出るところ 木地 雅映子∥著 N 晦日の月 中島 要∥著 N

あした 北原 亞以子∥著 N 星に願いを、月に祈りを 中村 航∥著 N

花晒し 北 重人∥著 N 悲惨すぎる家なき子の死 中原 昌也∥著 N

バイバイ・フォギーデイ 熊谷 達也∥著 N 誰かJuneを知らないか 中島 桃果子∥著 N

昭和の轍 児嶋 和歌子∥著 N 闇の伴走者 長崎 尚志∥著 N

九州太宰府殺人事件 木谷 恭介∥著 N 雪と珊瑚と 梨木 香歩∥著 N

ペトロ 今野 敏∥著 N 増加博士の事件簿 二階堂 黎人∥著 N

兄よ、蒼き海に眠れ 佐江 衆一∥著 N 鋼の魂 仁木 英之∥著 N

泣いたらアカンで通天閣 坂井 希久子∥著 N 悲鳴伝 西尾 維新∥著 N

おかえり、Mr.バットマン 佐川 光晴∥著 N 鬼物語 西尾／維新∥著 N

起終点駅(ターミナル) 桜木 紫乃∥著 N 十津川警部捜査行　１６ 西村 京太郎∥著 N

四方世界の王　６ 定金／伸治∥著 N 十津川直子の事件簿 西村 京太郎∥著 N

かすてぃら さだ まさし∥著 N 殺しはトロッコ列車で 西村 京太郎∥著 N

夢に見た娑婆 佐藤 雅美∥著 N 恋物語 西尾／維新∥著 N

奈落の顔 澤田 ふじ子∥著 N
十津川警部日本縦断
長篇ベスト選集　１８・１９

西村 京太郎∥著 N

しあわせなミステリー 伊坂 幸太郎∥著 N 痛み 貫井 徳郎∥著 N

秋霧の街 柴田 哲孝∥著 N 東京ドーン 早見 和真∥著 N

英雄はそこにいる 島田 雅彦∥著 N 竜虎(ロンフー) 樋口 明雄∥著 N

コペルニクスの鏡 清水 博∥著 N 出ヤマト記 平山 瑞穂∥著 N

レディ・マドンナ 小路 幸也∥著 N ユーディットⅩⅢ 平谷 美樹∥著 N

僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾 まいこ∥著 N 和解せず 藤田 宜永∥著 N

左京区恋月橋渡ル 瀧羽 麻子∥著 N 名探偵になりたくて 保科 昌彦∥著 N

夢の上 多崎 礼∥著 N 幻想電氣館 堀川 アサコ∥著 N
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深海魚雨太郎の呼び声　上下 丸山 健二∥著 N 追放者の矜持　上・下
マーセデス
ラッキー∥著 F

母の遺産 水村 美苗∥著 N ぼくが逝った日
ミシェル
ロスタン∥著 F

黄金街 三田 完∥著 N 文庫

幽女の如き怨むもの 三津田 信三∥著 N 雨ン中の、らくだ 立川 志らく∥著 B779.13

双頭のバビロン 皆川 博子∥著 N 小説に書けなかった自伝 新田 次郎∥著 B910.268

サファイア 湊 かなえ∥[著] N 連環宇宙
ロバート  チャールズ
  ウィルスン∥著 BF

敗れざる幕末 見延 典子∥著 N 皇帝のかぎ煙草入れ
ジョン  ディクスン
カー∥著 BF

盤上の夜 宮内 悠介∥[著] N 月面の聖戦　１
ジャック
キャンベル∥著 BF

タダイマトビラ 村田 沙耶香∥著 N 迷走パズル
パトリック
クェンティン∥著 BF

パンとスープとネコ日和 群 ようこ∥[著] N 新人警官の掟　上・下
フェイ
ケラーマン∥著 BF

家族ずっと 森 浩美∥著 N 尋問請負人
マーク  アレン
スミス∥著 BF

棟居刑事の見知らぬ旅人 森村 誠一∥著 N 殺す鳥
ジョアンナ
ハインズ∥著 BF

ブラッド・スクーパ 森 博嗣∥著 N アンサンブル サラ  パレツキー∥著 BF

Ｚ 梁  石日∥著 N ボーンシェイカー
シェリー
プリースト∥著 BF

死命 薬丸 岳∥著 N 技師は数字を愛しすぎた ボワロ∥著 BF

パラダイス・ロスト 柳 広司∥著 N アトリックス・ウルフの呪文書
パトリシア
 A.マキリップ∥著 BF

戦国スナイパー 柳内 たくみ∥著 N フランクを始末するには アントニー  マン∥著 BF

ファイナル・オペラ 山田 正紀∥著 N 天冥の標　6[PART1] 小川 一水∥著 BN

覚醒　上下 山本 譲司∥著 N 最後の恋　MEN'S 朝井 リョウ∥著 BN

屋上ミサイル　２ 山下 貴光∥著 N 秋思ノ人 佐伯 泰英∥著 BN

大帝の剣　４・５ 夢枕 獏∥著 N ぼくの大好きな青髭 庄司 薫∥著 BN

原爆ドーム0磁場の殺人 吉村 達也∥著 N つぶやき岩の秘密 新田 次郎∥著 BN

太陽は動かない 吉田 修一∥著 N 世界記憶コンクール 三木 笙子∥著 BN

失楽園　上下 渡辺  淳一∥著 N 地図（貸出はできません。館内でごらんください）

日本銀行を創った男 渡辺 房男∥著 N
ゼンリン住宅地図
宮城郡利府町　201204

C4

猫除け 輪渡 颯介∥著 N
ゼンリン住宅地図
黒川郡富谷町　201205

C4

小説(外国）
ゼンリン住宅地図
多賀城市　201204

C4

極北 マーセル  セロー∥著 F
ゼンリン住宅地図
黒川郡大和町　201205

C4

ティンカーズ
ポール
ハーディング∥著 F

ゼンリン住宅地図
宮城郡  松島町　201205

C4

アイ・コレクター
セバスチャン
フィツェック∥著 F

ゼンリン住宅地図
塩竃市　201204

C4

サイバラバード・デイズ
イアン
マクドナルド∥著 F

ゼンリン住宅地図
 角田市　201206

C4

夜のサーカス
エリン
モーゲンスターン∥著 F

ゼンリン住宅地図
白石市　201206

C4
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ゼンリン住宅地図
黒川郡大郷町　201205

C4

ゼンリン住宅地図
宮城郡七ヶ浜町　201206

C4

行政資料(貸出はできません。館内でごらんください）

平成２４年 第１回 臨時会 第２回 臨時会
第３回 定例会 名取市議会会議資料 名取市議会 G318.4

宮城県美しい景観の形成に関する
基本的な方針 宮城県 G518.8

郷土資料

神々への祈り 東北歴史博物館 M170

東北歴史博物館  研究紀要　１３
東北歴史博物館
∥編

M210

仙台藩の具足 嘉藤 美代子∥著 M210.5

東北方言オノマトペ用例集
(擬音語・擬態語)

竹田  晃子 M818

宮城学院ハートフル童話集２０１２
第５回「宮城学院ハート
フル童話賞」実行委員会 MN

参考資料(貸出はできません。館内でごらんください）

日本史人名よみかた辞典
日外アソシエーツ
株式会社∥編集

R281.033

防衛年鑑　2012年版
防衛年鑑刊行会
∥編著

R390.59

植物3.2万名前大辞典
日外アソシエーツ
株式会社∥編集

R470.33

個人コレクション美術館博物館事典
日外アソシエーツ
株式会社∥編集

R706.9

写真レファレンス事典　人物・肖像篇
東京都写真美術館
∥監修

R748.031

ＤＶＤ

新世紀・みやぎ国体
名取市の記録

V780.69
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児童書（ものがたり） お父さん、牛になる 晴居彗星∥作 KN

しんせつなかかし
ウェンディ・
イートン∥作 KF

IQ探偵ムー
 夢羽、マジシャンになる。　上

深沢 美潮∥作 KN

コールド・ショルダー通りのなぞ
ジョーン
 エイキン∥作 KF 桜小なんでも修理クラブ!　１ 深月 ともみ∥作 KN

サリーの愛する人
エリザベス
オハラ∥作 KF 魔法屋ポプル ドキドキ魔界への旅 堀口 勇太∥作 KN

きみの声がききたいよ!
ルイス
サッカー∥作 KF 花実の咲くまで 堀口 順子∥作 KN

動物と話せる少女リリアーネ　７
タニヤ
 シュテーブナー∥著 KF アルルおばさんのすきなこと 松本 聰美∥作 KN

リアル・ファッション ソフィア  ベネット∥著 KF けんかにかんぱい! 宮川 ひろ∥作 KN

天空の少年ニコロ　３ カイ  マイヤー∥著 KF ありがとうっていいもんだ 森山 京∥作 KN

ジュディ・モード、世界をまわる!
メーガン
マクドナルド∥作 KF やなせたかしのメルヘン絵本　２

やなせ／たかし
∥絵・文

KN

ペッパー・ルーと死の天使
ジェラルディン
 マコックラン∥作 KF 山下明生・童話の島じま　３～５ 山下 明生∥作 KN

ビッケのとっておき大作戦
ルーネル
 ヨンソン∥作 KF セロリマンさんじょうでやんす 吉田 純子∥作 KN

どこに行ったの?子ネコのミニ ルザルカ  レー∥作 KF 児童書（そのほか）

危険な時空旅行
エリザベス
レンハード∥作 KF 錯覚の大研究 北岡 明佳∥監修 K145.5

ぼくらのミステリータウン　５ ロン  ロイ∥作 KF ふるさと６０年 道浦／母都子∥文 K210

だれも知らない犬たちのおはなし エミリー  ロッダ∥著 KF
10分で読める!教科書に出てくる
歴史人物物語　戦国編

河合 敦∥監修 K210.1

ライオンがいないどうぶつ園
フレート  ロドリアン
∥作 KF

11分で読める!教科書に出てくる
歴史人物物語　鎌倉・室町編

河合 敦∥監修 K210.1

ムーミン童話全集　１～８・別巻
トーベ　ヤンソン
∥作　絵 KF

12分で読める!教科書に出てくる
歴史人物物語　古代編

河合 敦∥監修 K210.1

女王さまのむらさきの魔法
あんびる やすこ
∥作  絵 KN

13分で読める!教科書に出てくる
歴史人物物語　江戸編

河合 敦∥監修 K210.1

アンティークFUGA　番外編
あんびる やすこ
∥作  絵 KN 野口英世 安田 常雄∥監修 K289.1

ダヤンと恐竜のたまご 池田 あきこ∥著 KN 与謝野晶子 安田 常雄∥監修 K289.1

黄金の国エルドラド 池田 美代子∥作 KN 板垣退助 安田 常雄∥監修 K289.1

糸子の体重計 いとう みく∥作 KN 宮沢賢治 西本 鶏介∥文 K289.1

ミー子と動物たちとのないしょ話 大森／美恵子∥文 KN 伊藤博文 安田 常雄∥監修 K289.1

魔法のハサミがやってきた! 岡田 貴久子∥作 KN 海辺の宝もの
ヘレン  ブッシュ
∥著

K289.3

おつかいまなんかじゃありません 柏葉 幸子∥作 KN
世界一で覚えよう！
はじめての世界地図

松井／秀郎∥監修 K290

亡霊の時間割 加藤 一∥作 KN 世界で活躍する日本人　１～６ 大橋 正明∥監修 K329.39

お菓子の本の旅 小手鞠 るい∥著 KN 特別授業3.11君たちはどう生きるか
あさの あつこ
∥[ほか]著

K369.31

いつか蝶になる日まで 小森 香折∥作 KN 日本の津波災害 伊藤／和明∥著 K369.31

天山の巫女ソニン　巨山外伝 菅野 雪虫∥作 KN 津波は怖い!
港湾空港技術
研究所∥監修

K369.31

しあわせアパート 仁科／幸子∥〔著〕 KN 東日本大震災に学ぶ日本の防災
地震予知総合研究
振興会∥監修

K369.31

はじめまして、プリンセス・ハニィ 二宮 由紀子∥作 KN 福島の子どもたちからの手紙 ＫＩＤＳ  ＶＯＩＣＥ∥編 K369.36

ねえ、おはなしきかせて 原 京子∥作 KN ヨーロッパの小学生　１～６ 多田 孝志∥監修 K376.23
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かこさとしこどもの行事しぜんと生活
　4月のまき

かこ さとし∥文  絵 K386.1 カブトムシ・クワガタムシの図鑑&飼い方藤原 尚太郎∥著 K646.98

かこさとしこどもの行事しぜんと生活
　5月のまき

かこ さとし∥文  絵 K386.1 トチの木の１年 太田／威∥写真・文K657

江戸の怪談絵事典 近藤 雅樹∥監修 K388.1 すべてがわかる!日本の新幹線　２・３ 恵 知仁∥作 K686.21

中学生がおしえる
小学生の理科実験

寺田／義昌∥監修 K407 光ファイバー通信のひみつ
日本PTA全国
協議会推薦

K694

星と宇宙がわかる本　１～４ 縣 秀彦∥監修 K440
いっしょにつくろ!
エコこうさくえほん　３

石倉 ヒロユキ∥
作  絵

K750

宇宙の不思議がわかる事典 縣／秀彦∥監修 K440 速く走るコツ大研究 征矢 範子∥監修 K782.3

発見・体験!地球儀の魅力　１・２ 稲葉 茂勝∥著 K448.07 負けない!
クルム伊達公子
∥著

K783.5

天気と気象 武田 康男∥監修 K451 忍者の大研究 黒井 宏光∥監修 K789.8

巨大地震をほり起こす 宍倉 正展∥著 K453 ありがとう私のいのち 星野／富弘∥著 K911.56

地球の発明発見物語 西村 寿雄∥著 K455.02
中学生までに読んでおきたい哲学
６・８

松田 哲夫∥編 K914.68

いきもの図鑑えほん 前田 まゆみ∥作 K480 絵本

ほんとのおおきさ特別編元気です！
東北の動物たち

小宮／輝之∥監修 K480 かばん 新井 洋行∥作  絵 Eｱｶ

骨と筋肉大図鑑　１～４ K481.16 はこ 新井 洋行∥作  絵 Eｱｶ

イモムシ・ケムシぞろぞろ大図鑑 中島 秀雄∥著 K486.8 ぐうぐうごりら 神沢／利子∥文 Eｱｶ

身近な魚のものがたり 小泉 光久∥文 K487.5 あいさつ
いもと／ようこ
∥作絵

Eｱｶ

カエル 中山／れいこ∥著 K487.85 どうぶつえん 内山 晟∥写真 Eｱｶ

ツバメ 神山／和夫∥文 K488.99 ぽぽんぴぽんぽん 松竹／いね子∥文 Eｱｶ

ほ乳類は野生動物の
スーパースター　１～３

熊谷／さとし
∥文・絵

K489 バスがいっぱい！
そく／ちょるうぉん
∥作

Eｱｶ

省エネの大研究 山川 文子∥著 K501.6 こやぎがぴょんぴょん 田島／征三∥〔作〕 Eｱｶ

知ろう!再生可能エネルギー 馬上 丈司∥著 K501.6 ぱたぱたももんちゃん
とよた かずひこ
∥さく  え

Eｱｶ

見学!自然エネルギー大図鑑
１～３

飯田 哲也∥監修 K501.6 おつきさまなにみてる
なかじま／かおり
∥さく

Eｱｶ

見学しよう工事現場　３ 溝渕／利明∥監修 K510 ふゆのき ふりや／なな∥さく Eｱｶ

大図解日本のタワー 国土社編集部∥編 K523.1 おっぱい
まつおか／たつひで
∥さく・え Eｱｶ

境界をこえる 安藤 忠雄∥著 K523.1 むくむくもごもご 松竹／いね子∥文 Eｱｶ

東京スカイツリーの秘密 瀧井 宏臣∥著 K526.54 あなのなか 森／あさ子∥著 Eｱｶ

図解東京スカイツリーのしくみ ＮＨＫ出版∥編 K526.54 まっかだね 山田／ゆみ子∥さく Eｱｶ

大きな運転席図鑑ぷらす K536 どのはないちばんすきなはな？
いしげ／
まりこ∥ぶん

Eｱｶ

宇宙おもしろ実験図鑑 PHP研究所∥編 K538.95 みどりのカーテンをつくろう 菊本 るり子∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ

新幹線ものしり百科 K546.5 たからものがいっぱい！
こやま／峰子∥
ことば

Eｵﾚﾝｼﾞ

保存食の絵本　１～５
こしみず まさみ
∥へん

K588.9 はたらくくるまショベルカー ザック
やまもと しょうぞう
∥さく

Eｵﾚﾝｼﾞ

テーブルマナーの絵本 高野／紀子∥作 K596.8 くわずにょうぼう 稲田  和子∥再話 Eｷｲﾛ

命がこぼれおちる前に 今西 乃子∥文 K645.6 ももたろう こわせ たまみ∥文 Eｷｲﾛ
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ちゅっ！ チョン／ホソン∥作 Eﾊｲｲﾛ とまがしま 桂 文我∥脚本 P

まきばののうふ
イルセ
プルーム∥え

Eﾊｲｲﾛ さらやしきのおきく 桂 文我∥脚本 P

いつまでもずっと アン・ストット∥ぶん Eﾊｲｲﾛ 七どぎつね 桂 文我∥脚本 P

ぼくのゆきだるまくん
アリスン・
マギー∥文

Eﾊｲｲﾛ うっかりうさぎとたしかめカメさん 木曽 秀夫∥作 画 P

でてくるぞでてくるぞ あき／びんご∥作 Eﾐﾄﾞﾘ ひみつのザリガニ 杉浦 宏∥脚本 P

がんばれ！くまのおいしゃさん
きむら／ゆういち
∥作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ トンボのトンちゃんかくれんぼ 矢野 亮∥脚本 P

ピヨピヨハッピーバースデー 工藤／ノリコ∥著 Eﾐﾄﾞﾘ はじめてのひなんくんれん 木暮 正夫∥作 P

おべんとう 小西／英子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ おじいさんとおばけ 堀尾 青史∥脚本 P

ポポとパオロ 小田／健次郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ くれよんさんのけんか 八木田 宜子∥作 P

だったらいいな たなか あきら∥著 Eﾐﾄﾞﾘ えんそくおくれておいかけて
田沢 梨枝子
∥作 画

P

おやこペンギンジェイとドゥの
ゆきあそび

片平／直樹∥作 Eﾐﾄﾞﾘ のんびりきょうりゅうのんのん 中村 美佐子∥作 P

でんしゃだ、でんしゃ！カンカンカン
津田／光郎∥
ぶん・え

Eﾐﾄﾞﾘ
おなべとやかんと
ふらいぱんのけんか

村山 籌子∥原作 P

ロバのポコとうさぎのポーリー
とりごえ／まり∥
作・絵

Eﾐﾄﾞﾘ まっくらぐらぐら 高木 あきこ∥作 P

うしちゃんえんそくわくわく きむら ゆういち∥作 Eﾐﾄﾞﾘ けむりがモクモク
田沢 梨枝子
∥作 画

P

たつくんおむかえドキドキ
きむら／ゆういち
∥作 Eﾐﾄﾞﾘ うどんくんとおそばちゃん

とよた かずひこ
∥脚本  絵

P

みなまたの木
三枝／三七子
∥絵と文

Eﾐﾄﾞﾘ
トマトはかせの
きょうりゅうどうぶつえん

ゆきの ゆみこ∥作 P

ゆーらりまんぼー
みなみ じゅんこ
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ だんごむしのころちゃん 高家 博成∥脚本 P

ふたごのまるまるちゃん
犬飼／由美恵
∥ぶん

Eﾐﾄﾞﾘ こぎつねまちへいく 仲倉 眉子∥作 画 P

失われた猫 森／博嗣∥作 Eﾑﾗｻｷ カマキリのぼうけん
江川 多喜雄
∥脚本

P

英語の絵本 こぶたのまーち 村山 桂子∥脚本 P

おきなわ島のこえ（英語版） 丸木／俊∥文・画 YE ナナちゃん、ヨッちゃん、おちついて! 本田 カヨ子∥作 P

紙芝居 はらぺこきょうりゅうおおあばれ
間瀬 なおかた
∥作 画

P

きょうりゅうチャンピオンは
ティラノサウルス

松原 秀行∥作 P かいじゅうガオーにきをつけろ! 宮西 達也∥作 画 P

うさこちゃんきをつけて
相沢 るつ子
∥作 画

P 雨の日のおまじない
宮本 えつよし
∥作 画

P

がんばれ!きょうりゅうステゴサウルス 伊東 章夫∥作 画 P こわかったおかいもの 宗方 あゆむ∥作 P

かにおうざんものがたり 鵜飼／信義‖脚本 P もぐはかせのきょうりゅうってなあに? 山本 省三∥作 画 P

トラねこものがたり 鵜飼／信義‖脚本 P げんきなこうさぎピピン わしお としこ∥脚本 P

ムカサリとかがりび 鵜飼／信義‖脚本 P じしんなんかにまけないぞ! 山本 省三∥作 画 P

てぐらだものがたり 鵜飼／信義‖脚本 P こねこのしろちゃん 堀尾 青史∥脚本 P

めがねやとどろぼう 桂 文我∥脚本 P ぼくはかぶとむし
渡辺 享子∥
脚本  画

P

さぎとり 桂 文我∥脚本 P ねこのおかあさん
渡辺 享子∥
脚本  画

P

うなぎにきいて 桂 文我∥脚本 P どんぐりのあかちゃん 島本 一男∥脚本 P
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ふうせんふわふわ 堀尾 青史∥作 P

絵本はラベルの色で分類していま
す。

　 Eｱｶ･･･ちいさいえほん（幼児向け）

　 Eｷｲﾛ･･･民話のえほん

 　Eｵﾚﾝｼﾞ･･･知識絵本

　 Eﾊｲｲﾛ･･･外国のえほん
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