
購入図書案内　10月号
2012年　8月受入分　No.260　名 取 市 図 書 館

総記 闇と暮らす。 中野 純∥著 291.36

この本読んで！　２０１２年夏号 015.8 るるぶ石川　'13 291.43

ガタスタ屋の矜持
寄らば斬る！篇

豊崎 由美∥著 019.9 るるぶ岐阜　'13 291.53

生協の白石さん 学びと成長 白石 昌則∥著 049. るるぶ京都奈良　'13 291.62

哲学・宗教 るるぶ城崎天橋立　'13 291.64

なぜ、「怒る」のをやめられないのか 片田 珠美∥著 141.6 るるぶ福岡　'13 291.91

感情力
フランソワ・
ルロール∥〔著〕

141.6 るるぶモルディブ　2012 292.6

自己愛な人たち 春日 武彦∥著 145.7 イギリスの田舎を歩く
ピーター
ミルワード∥著

293.33

音怪 一志∥著 147 ヴェネツィア物語 塩野 七生∥著 293.7

「働くパパ」の時間術 栗田 正行∥著 159 るるぶニューヨーク　2012 295.32

古代オリエントの宗教 青木 健∥著 162 社会科学

北野天神縁起を読む 竹居／明男∥編 175.96 世界のニュースがわかる本 岩本 裕∥著 302

真理のことば 佐々木 閑∥著 183.19 岐路に立つ中国 津上／俊哉∥著 302.22

歴史・地理 パリ・フランスを知るための44章 梅本 洋一∥編著 302.35

発掘された日本列島　2012 文化庁∥編 210.03 ボツワナを知るための52章 池谷 和信∥編著 302.48

古事記を読む 三浦／佑之∥編 210.3 非アメリカを生きる 室 謙二∥著 302.53

大江戸しあわせ指南 石川 英輔∥著 210.5
読売新聞朝刊一面コラム
「編集手帳」　第22集

竹内 政明∥著 304

ドキュメント東京大空襲
NHKスペシャル
取材班∥著

210.75 さもしい人間 伊藤 恭彦∥著 311.1

高度成長の時代　３
大門／正克∥
〔ほか〕編

210.76 日本はなぜ開戦に踏み切ったか 森山 優∥著 312.1

図解古代ローマ人の日常生活 232.8 自治体のカタチはこう変わる 逢坂 誠二∥著 318

図説英国執事 村上 リコ∥著 233.06 地域公務員になろう
日本都市センター
∥編集

318.3

大江戸快人怪人録 田澤 拓也∥著 281.04 戦後復興秘録 太田 康夫∥著 332.11

東北知の鉱脈　３ 赤坂 憲雄∥[著] 281.2 戦略おべっか
ホイチョイ
プロダクションズ∥著 336.49

面白いほどよくわかる家紋のすべて 安達 史人∥監修 288.6 けっこう笑えるイギリス人
山形優子
フットマン∥著 361.42

だからこそできること 乙武 洋匡∥著 289.1
感動する仕事!泣ける仕事!
[第１期]１～８

366.29

素人酒場奮闘記 阿部 敏広∥著 289.1 世界が土曜の夜の夢なら 斎藤 環∥著 367.68

新島八重の維新 安藤 優一郎∥著 289.1 大災害と法 津久井 進∥著 369.3

信長公記を読む 堀 新∥編 289.1 ラジオは君を救ったか? 米村 秀司∥編著 369.31

仏教徒坂本龍馬 長松 清潤∥著 289.1
統計と地図でみる東日本大震災
被災市町村のすがた

衞藤 英達∥著 369.31

世界の市場めぐり
ジョン
ブラントン∥著

290.93 生きる
朝日新聞特別
取材班∥著 369.36

絵でわかる社会科事典　１・２ 鎌田 和宏∥監修 291.03
作って・歌って・話して・
あそぶおはなし小道具

芳賀 哲∥著 376.16
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工学部ヒラノ教授の事件ファイル 今野 浩∥著 377.21 枕ひとつで、ねこ背は治る! 福辻 鋭記∥著 498.3

江戸っ子は虫歯しらず? 石川 英輔∥著 382.1 ピルブック　２０１３年版 橘 敏也∥著 499.1

困ったときに必ず役に立つ
ロープとひもの結び方

小暮 幹雄∥著 383 技術・実用書

心とからだにおいしい韓国のお茶 金 正恵∥文 383.89 焦土からの再生 井上 亮∥著 518.8

ナチスのキッチン 藤原 辰史∥著 383.9 東日本大震災と環境汚染 香村 一夫∥著 519

五感をみがくあそびシリーズ　２ 山田 卓三∥監修 384.55 建築と言葉 小池 昌代∥著 520.4

死んだあとのお金の話 中村 麻美∥著 385.6 建築の仕事につきたい! 広瀬 みずき∥著 520.7

米軍が恐れた「卑怯な日本軍」 一ノ瀬 俊也∥著 396.3 木の家を建てる 527

自然科学 最高のキッチン・ルームをつくる方法 本間 美紀∥編 527.3

宇宙
ニコラス
チータム∥著

440.87 宇宙へ「出張」してきます 古川 聡∥著 538.9

星と暮らす。 藤井 旭∥著 443 アポロ11号
ピアーズ
ビゾニー∥著

538.9

金星(ヴィーナス)を追いかけて
アンドレア
ウルフ∥著

444 高校生からわかる原子力 池上 彰∥著 539

四季の地球科学 尾池 和夫∥著 450.91 「最悪」の核施設六ケ所再処理工場 小出 裕章∥著 539.4

気象を操作したいと願った
人間の歴史

ジェイムズ　ロジャー
フレミング∥著 451.02 放射線測定のウソ 丸子 かおり∥著 539.62

あべ弘士の動物よもやまばなし あべ 弘士∥著 480.4 「東京電力」研究 排除の系譜 斎藤 貴男∥著 540.92

みんな元氣だ 椎名 誠∥文 480.4 Twitter活用大事典 リブロワークス∥著 547.48

カブトムシ・クワガタムシ 486.6
すぐわかるはじめて学ぶ
インターネット&メール入門

小野 均∥著 547.48

鳥の足型・足跡ハンドブック 小宮 輝之∥著 488.1
ナビゲーション「位置情報」が
世界を変える

山本 昇∥著 547.66

鳥の形態図鑑 赤 勘兵衛∥著 488.1 包丁大全 581.7

動物 489.04
ブルゴーニュ華麗なる
グランクリュの旅

ジャッキー
リゴー∥著

588.55

死とは何か、いかなる死を
いつ求めるのか

小濱 啓次∥著 490.15 すてきなあなたに
暮しの手帖
編集部∥著

590.4

世にも奇妙な人体実験の歴史
トレヴァー
ノートン∥著

490.75
おばあちゃまの
お洒落な夏の装い

593.36

日本人なら知っておきたい
「異所性脂肪」の恐怖

小川 佳宏∥著 493.12 縫う*クードル 593.36

封印された「放射能」の恐怖
クリス
バズビー∥著

493.2 ママの手作り楽しい知育おもちゃ 594

頭痛は「たった1分の
ストレッチ」で治る!

岩間 良充∥著 493.74 フェルト村のマスコットたち タバサナオミ∥著 594

自閉症のある子どもの
「きょうだい」のための本

フィオナ
ブリーチ∥著

493.94 ヘンプのアクセサリー100 594.4

パーキンソン病に勝つ!
徳間書店
取材班∥編

494.63
タオルハンカチ・タオルでつくる
ポーチとこもの

594.7

子どもの歯を健康に育てる方法 網野 重人∥著 497.7 色鮮やかに押し花づくり 柳川 昌子∥著 594.9

病院は、めんどくさい 木村 憲洋∥著 498.02 台所コスメ アズマ カナコ∥著 595

健康不安と過剰医療の時代 井上 芳保∥編著 498.04 とっておき!塩麴レシピ 川上 文代∥[著] 596

日本のお医者さん研究 森 剛志∥著 498.14 冷凍保存テク完全マスターBOOK 主婦の友社∥編 596

女の子版ねこ背を治す本 小池 義孝∥著 498.3
おいしい&ヘルシー
感動お酢レシピ

主婦の友社∥編 596
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日本一おいしい給食レシピ
全国学校栄養士
協議会∥監修

596 芸術家の家
ジェラール=ジョルジュ
ルメール∥文 702.06

野崎洋光のたのしい缶詰レシピ 野崎 洋光∥著 596 猫と道草、アートの旅 猪本 典子∥著 706.9

森野熊八のかんたんお料理教室　１ 森野 熊八∥著 596 コロニアリズムと文化財 荒井 信一∥著 709.21

まんが・アニメ・絵本に出てきた「あの料理」
と「あのお菓子」を作れる夢のキッチン 吉田 瑞子∥[著] 596 すぐわかる絵巻の見かた 榊原 悟∥監修 721.2

はじめてのインド家庭料理 香取 薫∥著 596.22 江戸の人気浮世絵師 内藤 正人∥著 721.8

ホントはおいしいイギリス料理 エリオットゆかり∥著 596.23 バルテュス、自身を語る バルテュス∥著 723.35

麴の漬け物 伏木 暢顕∥漬け物 596.3 フェルメールの眼
ヨハネス
フェルメール∥画 723.36

釣り魚のさばき方
青島 和之∥
[調理指導] 596.35 まんがトキワ荘物語

手塚 治虫∥
ほか[作] 726.1

わたしのとっておきサラダ 渡辺 有子∥著 596.37 図解毛筆書き方字典 阿保 直彦∥編 728.03

デトックス・ベジヌードル 庄司 いずみ∥著 596.38 日本の書と紙 石澤 一志∥編 728.8

山本さんちの毎日の
手紙のようなお弁当

山本 ふみこ∥著 596.4 孫を100倍かわいく撮る GOTO AKI∥監修 746

ポリ袋でできる!びっくりおやつ75 荻田 尚子∥[著] 596.65 学び舎
日本風景写真協会
会員∥写真

748

修道院のお菓子 丸山 久美∥著 596.65 夕のいろ 森田 敏隆∥著 748

海のむこうのインテリア&ガーデン 597 図説英国ティーカップの歴史
Cha Tea紅茶教室
∥著

751.3

すくすく赤ちゃん 田原 卓浩∥著 599 自然素材の編みかごづくり 佐々木 麗子∥著 754.6

はるまき日記 瀧波 ユカリ∥著 599.04 革で作るミニチュア小物 755.5

産業 最高に贅沢なクラシック 許 光俊∥著 760.4

地域を豊かにする働き方 関 満博∥著 601.12 うつぼ舟　４ 梅原 猛∥著 773

日本の農業　１～６ 612.1 NHKテレビドラマカタログ
NHK制作局
ドラマ番組部∥編集 778.8

土の総合学習　１～４ 七尾 純∥著 613.5 体が硬い人のためのストレッチ 荒川 裕志∥著 781.4

大研究!!「豆」のひみつがわかる本
１～３

吉田 よし子∥
総監修

616.7 レ・ブルー黒書
ヴァンサン
デュリュック∥著

783.47

花 627.04 白球の約束 本郷 陽一∥著 783.7

富岡日記 和田／英∥〔著〕 639.07 日本レスリングの物語 柳澤 健∥著 788.2

絵でわかる樹木の知識 堀 大才∥著 653.2 茶碗と茶室 樂 吉左衞門∥著 791.5

なぜ、いま「魚の汚染」か
日本科学者会議
∥編

662 言語

みんなの機内食 Rikiya∥著 687.5 この甲斐性なし!と言われるとツラい 長野 伸江∥著 810.4

航空機事故に学ぶ 小林 忍∥著 687.7 敬語のレッスン 梅津 正樹∥著 815.8

お化け屋敷になぜ人は並ぶのか 五味 弘文∥[著] 689.5 一生モノの英文法 澤井 康佑∥著 835

テレビ屋独白 関口 宏∥著 699.04 文学

テレビの日本語 加藤 昌男∥著 699.21 ミステリーの書き方
日本推理作家
協会∥編著

901.31

テレビに破壊される脳 和田 秀樹∥著 699.8 推理作家の家
南川 三治郎
∥文 写真

902.3

芸術・スポーツ 須賀敦子のフランス 稲葉 由紀子∥文 910.27
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須賀敦子のアッシジと丘の町
岡本 太郎∥
文 写真

910.27

須賀敦子のヴェネツィア
大竹 昭子∥
文 写真

910.27

須賀敦子のミラノ
大竹 昭子∥
文 写真

910.27

須賀敦子のローマ
大竹 昭子∥
文 写真

910.27

須賀敦子のトリエステと記憶の町
岡本 太郎∥
文 写真

910.27

万葉集を読む 古橋／信孝∥編 911.12

世界中が夕焼け 穂村 弘∥著 911.16

鯨のノートから 菅原  鬨也 911.3

怖い俳句 倉阪 鬼一郎∥著 911.3

金子兜太自選自解99句 金子 兜太∥著 911.37

仮名手本忠臣蔵を読む 服部 幸雄∥編 912.4

今昔物語集を読む 小峯 和明∥編 913.37

平家物語を読む 川合 康∥編 913.43

銀河鉄道の夜
ロジャー
パルバース∥著

913.6

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ

自分を抱きしめてあげたい日に 落合 恵子∥著 914.6

人生讃歌 小檜山 博∥著 914.6

もう、忘れたの? 酒井 順子∥著 914.6

ももこのまんねん日記　2012 さくら ももこ∥著 914.6

スズキさんの生活と意見 鈴木 正文∥著 914.6

やりたいことは二度寝だけ 津村 記久子∥著 914.6

ベスト・エッセイ
日本文藝家協会
∥編

914.68

精選女性随筆集　５・６ 914.68

精選女性随筆集 914.68

生きてやろうじゃないの! 武澤 順子∥著 916

『ジェーン・エア』の作者って、
どんな人?

中岡 洋∥著 930.27

中世の四季 平川 祐弘∥著 971
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小説（日本） バラトルムの功罪 高里 椎奈∥著 N

インバウンド 阿川 大樹∥著 N またやぶけの夕焼け 高野 秀行∥著 N

東京プリズン 赤坂 真理∥著 N カラマーゾフの妹 高野 史緒∥著 N

京都鴨川殺人事件 梓 林太郎∥著 N 本朝甲冑奇談 東郷 隆∥著 N

烏に単は似合わない 阿部 智里∥著 N 解 堂場 瞬一∥著 N

砕かれざるもの 荒山 徹∥著 N たまかな暮し 常盤 新平∥著 N

南下せよと彼女は言う 有吉 玉青∥著 N 星を撃ち落とす 友桐 夏∥著 N

週末のセッション 伊園 旬∥著 N 余った傘はありません 鳥居 みゆき∥著 N

チャボとウサギの事件 岩崎 夏海∥著 N ブラスデイズ 中山 智幸∥著 N

夏雷 大倉 崇裕∥著 N 江戸の茶碗 中島 要∥著 N

猫弁と透明人間 大山 淳子∥著 N
十津川警部日本縦断
長篇ベスト選集　20

西村 京太郎∥著 N

花のさくら通り 荻原 浩∥著 N 修羅の宴 楡 周平∥著 N

残穢 小野 不由美∥著 N 夏のバスプール 畑野 智美∥著 N

雲の都　第４部 加賀 乙彦∥著 N ひなこまち 畠中 恵∥著 N

泡をたたき割る人魚は 片瀬 チヲル∥著 N 千鳥舞う 葉室 麟∥著 N

ショートスカート・ガール 加藤 眞男∥著 N 海賊とよばれた男　上･下 百田 尚樹∥著 N

戦車のような彼女たち 上遠野 浩平∥著 N グッバイ、こおろぎ君。 藤崎 和男∥著 N

代々木Love & Hateパーク 壁井 ユカコ∥著 N 平清盛　３ 藤本 有紀∥作 N

147ヘルツの警鐘 川瀬 七緒∥著 N 球界消滅 本城 雅人∥著 N

綾香 黒野 伸一∥著 N 短篇五芒星 舞城 王太郎∥著 N

二重生活 小池 真理子∥著 N 川の光　外伝 松浦 寿輝∥著 N

確証 今野 敏∥著 N 五郎丸の生涯 三浦 明博∥著 N

千年鬼 西條 奈加∥著 N 幻獣坐　２ 三雲 岳斗∥著 N

泣き虫弱虫諸葛孔明　第３部 酒見 賢一∥著 N 白ゆき姫殺人事件 湊 かなえ∥著 N

回廊封鎖 佐々木 譲∥著 N 窓の向こうのガーシュウィン 宮下 奈都∥著 N

悪魔の飼育 佐藤 雄駿∥著 N 官能と少女 宮木 あや子∥著 N

おとうさんは同級生 澤本 嘉光∥著 N 湖底の城　3巻 宮城谷 昌光∥著 N

夢より短い旅の果て 柴田 よしき∥著 N 壺の町 望月 諒子∥著 N

オワ婚 柴崎 竜人∥著 N 嵐のピクニック 本谷 有希子∥著 N

タッチ・ユア・ハート 須磨 久善∥著 N 森敦との時間 森 富子∥著 N

氷の秒針 大門 剛明∥著 N 大尾行 両角 長彦∥著 N

エリートの転身 高杉 良∥著 N ガレキノシタ 山下 貴光∥著 N
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ロンリーハンター 吉野 匠∥著 N 天空の少年探偵団 秋梨 惟喬∥著 BN

カンナ　９ 高田　崇史　著 N OUT OF CONTROL 冲方 丁∥著 BN

小説（外国） 拡張幻想 大森 望∥編 BN

The 500
マシュー
 クワーク∥著 F 空色メモリ 越谷 オサム∥著 BN

モラヴァジーヌの冒険
ブレーズ
 サンドラール∥著 F ヘンたて 青柳　碧人　著 BN

世界を売った男 陳 浩基∥著 F 行政資料（貸出はできません。館内でごらんください。

ベルリン・アレクサンダー広場
アルフレート
デーブリーン∥著 F

宮城県社会経済白書
平成24年度版

宮城県震災復興・企画部
統計課分析所得班∥編 G330.60

心のナイフ　上・下 パトリック  ネス∥著 F 平成２４年版宮城県環境白書
宮城県環境生活部
環境政策課 G520

森の奥へ
ベンジャミン
パーシー∥著 F 郷土資料

天国のママから届いた
最後の贈り物

マリー  ロール
  ピカ∥著 F 歴史遺産を未来へ

平川  新・
佐藤  大介 M015

ナタリー
ダヴィド
フェンキノス∥著 F 市史せんだい　Ｖｏｌ．２１ 仙台市博物館∥編集 M210

悪魔の右手
ポール  ホフマン
∥著 F

よみがえる町の記憶
―通町・堤町・北山界隈の歴史―

平川  新 M212.3

黄金の少年、エメラルドの少女 イーユン  リー∥著 F 特別展  家族でおでかけ 東北歴史博物館 M290.9

女が噓をつくとき
リュドミラ
ウリツカヤ∥著 F 失われた風景  第１集

津田印刷企画
編集部‖編

M369.3

文庫 ともに生きた伝えた
三陸河北
新報社∥著

M369.31

ゴースト・ハント
H.R.ウェイク
フィールド∥著 BF ＲＥＶＩＶＥ～復興～ M369.31

吊るされた女
キャロル
オコンネル∥著 BF

東日本大震災に伴う被災した
民俗文化財調査２０１１年度報告集

高倉  浩樹[ほか] M382

月面の聖戦　３
ジャック
キャンベル∥著 BF 主婦の店さいち惣菜弁当全集 M673.97

シャドウハンター硝子の街
(シティ・オブ・グラス)　上・下

カサンドラ
 クレア∥著 BF 仏のかたち  人のすがた 仙台市博物館 M718

闇と影　上・下
ロイド
シェパード∥著 BF ふるさと文学さんぽ　宮城 仙台文学館∥監修 M918.6

バラッド
マギー  スティー
フベーター∥著 BF 参考資料（貸出はできません。館内でごらんください。）

謎の私掠船を追え
ジュリアン
ストックウィン∥著 BF 日本国勢図会

矢野恒太記念会
∥編集

R351

枯れ騒ぎ
ジル
チャーチル∥著 BF 日本の防衛 防衛省∥編集 R392

黒死荘の殺人
カーター
ディクスン∥著 BF ＤＶＤ

シャーロック・ホームズの復活
アーサー
コナン  ドイル∥著 BF 人権のための国際青年団 V316.1

エジンバラの古い柩
アランナ
ナイト∥著 BF 猫の棲む島 V369.31

深い疵
ネレ  ノ
イハウス∥著 BF

指揮官たちの決断
東日本大震災と自衛隊

V392.1

緑の使者の伝説　上･下
クリステン
ブリテン∥著 BF

はた迷惑なウェディング
レスリー
メイヤー∥著 BF

スターフォース B.V.ラーソン∥著 BF

さよなら駐車妖精
(パーキング・フェアリー)

ジャスティーン
ラーバレスティア∥著 BF

この声が届く先 S.J.ローザン∥著 BF
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児童書（ものがたり） ぼくらの秘密結社 宗田 理∥作 KN

アンナのうちはいつもにぎやか アティヌーケ∥作 KF ゆびわがくれたプレゼント 田沢 五月∥作 KN

スパイガール　episode4 アリー  カーター∥作 KF しまうまのたんじょうび トビイ ルツ∥作  絵 KN

世界一力もちの女の子のはなし
サリー
 ガードナー∥作 KF でりばりぃAge 梨屋 アリエ∥作 KN

アーヤと魔女
ダイアナ  ウィン
  ジョーンズ∥作 KF オバケの長七郎 ななもり さちこ∥作 KN

りっぱな兵士になりたかった男の話
グイード
スガルドリ∥著 KF 青い一角(つの)の龍王 西沢 杏子∥作 KN

ロージーとムサ
ミヒャエル
デコック∥作 KF レガッタ! 濱野 京子∥[著] KN

ユリシーズ・ムーアと隠された町
[Pierdomenico
Baccalario∥著] KF すずかけ通りのじてんしゃ屋 東風 琴子∥作 KN

ヒックとドラゴン　９
ヒック  ホレンダス
ハドック三世∥作 KF ひとりって、こわい! 石崎 洋司∥編  作 KN

XX・ホームズの探偵ノート　４
トレーシー
 バレット∥作 KF アクビちゃんゆめであそびましょ! 福島 直浩∥作 KN

呪いの訪問者
クリス
プリーストリー∥作 KF ポテトサラダ 福 明子∥作 KN

サースキの笛がきこえる
エロイーズ
マッグロウ∥作 KF グッバイマイフレンド 福田 隆浩∥著 KN

バンパイア*ガールズ　no.5
シーナ
マーサー∥作 KF シンデレラ特急は知っている 藤本 ひとみ∥原作 KN

冒険島　１ ヘレン  モス∥著 KF おおかみこどもの雨と雪 細田 守∥作 KN

ニルスが出会った物語　２
セルマ  ラーゲ
ルレーヴ∥原作 KF パスワード終末大予言 松原 秀行∥作 KN

大地のランナー
ジェイムズ
リオーダン∥作 KF 夜明けの落語 みうら かれん∥作 KN

ぼくらのミステリータウン　６ ロン  ロイ∥作 KF お願い!フェアリー♥　８ みずの まい∥作 KN

スクールガール・エクスプレス38 芦辺 拓∥[著] KN 保健室の日曜日 村上 しいこ∥作 KN

新妖界ナビ・ルナ　７ 池田 美代子∥作 KN がっこうにんじゃえびてんくん 村上 しいこ∥作 KN

世界の果ての魔女学校 石崎 洋司∥作 KN おひさまやのたんぽぽスプレー 茂市 久美子∥作 KN

よるの美容院 市川 朔久子∥著 KN 空へのぼる 八束 澄子∥作 KN

あまやどり 市川 宣子∥作 KN きえたアイドルのなぞ
やまもと
しょうぞう∥作  絵 KN

ぼくのプールサイド 今井 恭子∥作 KN 100%ガールズ　1st season 吉野 万理子∥[著] KN

バク夢姫のご学友 柏葉 幸子∥作 KN わたしはみんなに好かれてる 令丈 ヒロ子∥作 KN

いちねんせいがうたいます! 北川 チハル∥作 KN 児童書（そのほか）

まぼろしの薬売り 楠 章子∥作 KN 幽霊図書館　２ 稲川 淳二∥著 K147

フラムに眠る石 倉橋 燿子∥作 KN 学校の怪談 常光 徹∥著 K147

100回目のお引っ越し 後藤 みわこ∥著 KN
教科書に出てくる
歴史ビジュアル実物大図鑑

山下／裕二
∥監修

K210

さすらい猫ノアの伝説　２ 重松 清∥作 KN
これならわかる日本の歴史
Q&A　２・３

加藤 文三∥
[ほか]著

K210

学校の12の怖い話 島崎 友樹∥作 KN かがやく先輩からのメッセージ 松田 亜子∥編集 K281

好きって、こわい?
令丈 ヒロ子
∥編  作

KN 世界の国ぐに探検大図鑑 K290.36

逢魔が時のものがたり 巣山 ひろみ∥作 KN にっぽん探検大図鑑 K291.036
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なりたい自分を見つける!仕事の図鑑
　１～10

<仕事の図鑑>編集
委員会∥編

K366.29 鳥 K488.038

職場体験完全ガイド　１～10 K366.29 鳥の生態図鑑 K488.038

郷土料理のおいしいレシピ
西日本編

K383.81 かいじゅうさん、ハイ! 神前 和人∥写真 K489

日本各地食べもの地図
西日本編

帝国書院
編集部∥著

K383.81 人のからだ K491.3

日本各地食べもの地図
東日本編

帝国書院
編集部∥著

K383.81 目で見る脳の働き
ロバート
ウィンストン∥著

K491.371

日本各地食べもの地図
資料編

帝国書院
編集部∥著

K383.81
すっきりわかる!
くらしの中の化学物質大事典

森田 昌敏∥監修 K498.4

郷土料理のおいしいレシピ
東日本編

K383.81
ぜんこく電車スーパーずかん
　１～５

長谷川 章∥監修 K536

五感をみがくあそびシリーズ　３
山田 卓三
∥監修

K384.55 鉄道・船 K536.038

大接近!妖怪図鑑 軽部 武宏∥作 K388.1 自動車・飛行機 K537.038

発明・発見 K402 小惑星探査機「はやぶさ」大図鑑 川口 淳一郎∥監修 K538.9

実験・自由研究 K407 放射線の大研究
原子力教育を
考える会∥監修

K539.6

宇宙 K440.38 香料のひみつ ひろ ゆうこ∥漫画 K576

星・星座 K443.8
森野熊八のかんたん
お料理教室　２・３

森野 熊八∥著 K596

地球・気象 K450.38 給食のひみつ
日本PTA全国
協議会推薦

K596

日本列島 猪郷 久義∥著 K455.1 しらべよう!はたらく犬たち　１～４ K645.6

大昔の動物 K457.038 デジタルカメラのひみつ 鳥飼 規世∥漫画 K746

恐竜 K457.87 影絵 後藤 圭∥文 K777.8

鉱物・岩石・化石 K459.038 運動ができるようになる本　１～５ 水口 高志∥監修 K780

教科書に出てくる
生きもの観察図鑑　１～６

K460

生き物のちえ　１～５ 伊藤 年一∥文 K468.4

植物 K470.38

動物のくらし K480.38

飼育と観察 K480.76

たまご大図鑑 山岸 敦∥監修 K481.2

水の生き物 K483.038

じゅえきレストラン
新開 孝∥
写真  文

K486

虫たちのふしぎ
新開 孝∥
写真  文

K486

生き物のくらし K486.038

世界の昆虫 K486.038

昆虫 K486.038

自然のかくし絵 矢島 稔∥作 K486.1

魚 K487.5
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絵本 木はいいなあ ユードリイ∥作 Eﾊｲｲﾛ

りんごのき
エドアルド
ペチシカ∥ぶん Eｱｵ ここが家だ ベン  シャーン∥絵 Eﾊｲｲﾛ

ぼうしとったら tupera tupera∥さく Eｱｶ ちびフクロウのぼうけん
ノーラ
スロイェギン∥文 Eﾊｲｲﾛ

イエペは ぼうしが だいすき 石亀 泰郎∥写真 Eｵﾚﾝｼﾞ おじいさんのハーモニカ
ヘレン  Ｖ
グリフィス∥作 Eﾊｲｲﾛ

ふたごのクマクマ 岡林 ちひろ∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ ツリーハウス
ロナルド
  トルマン∥作 Eﾊｲｲﾛ

つやっつやなす いわさ ゆうこ∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ ボクは船長
クリスティーネ
メルツ∥文 Eﾊｲｲﾛ

中をそうぞうしてみよ 佐藤 雅彦∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ 10までかぞえられるこやぎ
アルフ
プリョイセン∥作 Eﾊｲｲﾛ

なぜカツラは大きくなったのか?
キャスリーン
クルル∥文

Eｵﾚﾝｼﾞ わすれられないおくりもの
スーザン
バーレイ∥さく え Eﾊｲｲﾛ

のりたいなでんしゃとくべつごう
視覚デザイン研究所
∥さく

Eｵﾚﾝｼﾞ まいごのアンガス
マージョリー
フラック∥さく　え Eﾊｲｲﾛ

いっすんぼうし いしい ももこ∥ぶん Eｷｲﾛ アンガスとねこ
マージョリー
フラック∥さく　え Eﾊｲｲﾛ

うらしまたろう 時田 史郎∥再話 Eｷｲﾛ ぼくのだいすきなケニアの村 ケリー　クネイン∥文 Eﾊｲｲﾛ

うまかたやまんば
おざわ  としお
∥再話 Eｷｲﾛ アンガスとねこ

マージョリー
フラック∥さく　え Eﾊｲｲﾛ

かにむかし 木下 順二∥作 Eｷｲﾛ ラチとらいおん
マレーク
ベロニカ∥ぶん　え Eﾊｲｲﾛ

かちかちやま 瀬川 康男∥絵 Eｷｲﾛ ケイティとひまわりのたね
ジェイムズ
メイヒュー∥作 Eﾊｲｲﾛ

かちかちやま
おざわ  としお
∥再話 Eｷｲﾛ ケイティと花たばのプレゼント

ジェイムズ
メイヒュー∥作 Eﾊｲｲﾛ

きつねにょうぼう 長谷川 摂子∥再話 Eｷｲﾛ ケイティとモナリザのひみつ
ジェイムズ
メイヒュー∥作 Eﾊｲｲﾛ

さるかにばなし
さいごう たけひこ
∥ぶん Eｷｲﾛ リスと青い星からのおきゃくさん

ゼバスティアン メッシェン
モーザー∥作 Eﾊｲｲﾛ

したきりすずめ 石井 桃子∥再話 Eｷｲﾛ ぺにろいやるのおにたいじ ジョーダン∥文 Eﾊｲｲﾛ

スーホの白い馬 大塚  勇三∥再話 Eｷｲﾛ おさるのジョージまいごになる M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

つるにょうぼう 矢川  澄子∥再話 Eｷｲﾛ
おさるのジョージ
ハロウィーン・パーティーにいく

M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

マーシャと白い鳥 M.ブラートフ∥再話 Eｷｲﾛ
おさるのジョージ
チョコレートこうじょうへいく

M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

みるなのくら
おざわ  としお
∥再話 Eｷｲﾛ おさるのジョージがっこうへいく M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

ももたろう まつい ただし∥ぶん Eｷｲﾛ おさるのジョージゆめをみる M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

やまなしもぎ 平野 直∥再話 Eｷｲﾛ
おさるのジョージ
どうぶつえんへいく

M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

しろいうさぎとくろいうさぎ
ガース
ウイリアムズ∥ぶん え Eﾊｲｲﾛ おさるのジョージとっきゅうにのる M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

すてきな三にんぐみ
トミー=アンゲラー
∥さく Eﾊｲｲﾛ おさるのジョージとしょかんへいく M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

おおかみと七ひきのこやぎ グリム∥[原作] Eﾊｲｲﾛ おさるのジョージえいがをみる M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

ねっこぼっこ
ジビュレ  フォン
オルファース∥作 Eﾊｲｲﾛ おさるのジョージスキーをする M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

はらぺこあおむし エリック=カール∥さく Eﾊｲｲﾛ おさるのジョージこいぬをかう M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

キスの時間
アントワーヌ
ギロペ∥作 Eﾊｲｲﾛ

おさるのジョージ
おもちゃやさんへいく

M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

ちいさなもみのき
マーガレット
ワイズ　ブラウン∥さく Eﾊｲｲﾛ

おさるのジョージ
びっくりたんじょうび

M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

三びきのやぎのがらがらどん
マーシャ
ブラウン∥え Eﾊｲｲﾛ おさるのジョージうみへいく M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ
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おさるのジョージしょうぼうしゃにのる M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ りゅうのぼうや 富安 陽子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おさるのジョージききゅうにのる M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ ぐりとぐらの１ねんかん なかがわ  りえこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おさるのジョージパレードにでる M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ にちよういち 西村 繁男∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おさるのジョージキャンプにいく M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ わたしのワンピース
にしまき かやこ
∥えとぶん Eﾐﾄﾞﾘ

はまべにはいしがいっぱい レオ  レオニ∥作 Eﾊｲｲﾛ 11ぴきのねこ ふくろのなか 馬場 のぼる∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

おさるのジョージパンケーキをつくる M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ 11ぴきのねことへんなねこ 馬場 のぼる∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

川はどこからながれてくるの
トマス＝
ロッカー∥さく

Eﾊｲｲﾛ 11ぴきのねことあほうどり 馬場 のぼる∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

まえむきよこむきうしろむき
いのうえ
 ようすけ∥えとぶん

Eﾐﾄﾞﾘ 11ぴきのねこ 馬場 のぼる∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

ひさの星 斎藤 隆介∥作 Eﾐﾄﾞﾘ いろはにほへと 今江 祥智∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

しゅくだい 宗正  美子∥原案 Eﾐﾄﾞﾘ こんとあき 林 明子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ボクも、川になって
さとみ きくお
∥ぶん

Eﾐﾄﾞﾘ ぶたたぬききつねねこ 馬場 のぼる∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

ちさとじいたん 阪田 寛夫∥詩 Eﾐﾄﾞﾘ 11ぴきのねことぶた 馬場 のぼる∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

におい山脈 椋 鳩十∥著 Eﾐﾄﾞﾘ 11ぴきのねこどろんこ 馬場 のぼる∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

みょうがやど 川端 誠∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ くろねこかあさん 東 君平∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ごろりんごろんころろろろ 香山 美子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ きゅうりさんととまとさんとたまごさん 松谷 みよ子∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

恐竜トリケラトプスとウミガメのしま
黒川 みつひろ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ あがりめさがりめ ましま せつこ∥絵 Eﾐﾄﾞﾘ

せかいいちうつくしい村へかえる 小林 豊∥作　絵 Eﾐﾄﾞﾘ でんしゃはうたう 三宮 麻由子∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

せかいいちうつくしいぼくの村 小林 豊∥作　絵 Eﾐﾄﾞﾘ ピアノはっぴょうかい みやこし あきこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ぼくの村にサーカスがきた 小林 豊∥作　絵 Eﾐﾄﾞﾘ てがみをください
やました
はるお∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

おなべおなべにえたかな? こいで やすこ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ ぐりとぐらのうたうた12つき なかがわ りえこ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ふしぎなはなや 竹下 文子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ 木いちごつみ きしだ えりこ∥詩 Eﾐﾄﾞﾘ

¿あつさのせい? スズキ コージ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ おにぎりがしま やぎ たみこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

これなんてよむ?
すなやま
えみこ∥さく  え

Eﾐﾄﾞﾘ
はしれはやぶさ!
とうほくしんかんせん

横溝 英一∥文  え Eﾐﾄﾞﾘ

わんぱくだんのペンギンランド ゆきの ゆみこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ ねこのシジミ 和田 誠∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ぼうし
せがわ やすお
∥[著]

Eﾐﾄﾞﾘ はしれ、きたかぜ号 渡辺 有一∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

モチモチの木 斎藤 隆介∥作 Eﾐﾄﾞﾘ 紙芝居

八郎 斎藤 隆介∥作 Eﾐﾄﾞﾘ たきびかいじゅうきえとくれ! 高木 あきこ∥作 P

だごだごころころ 石黒 渼子∥再話 Eﾐﾄﾞﾘ 台風がきたぞ 千世 繭子∥脚本 P

まってるまってる 高畠 那生∥作 Eﾐﾄﾞﾘ みんなでひなんくんれん
いしばし
 しずこ∥作

P

夕日がせなかをおしてくる 阪田 寛夫∥詩 Eﾐﾄﾞﾘ コッコおばさんのうれしいおでんわ
仲川 道子∥
脚本  画

P

とべバッタ 田島 征三∥作 Eﾐﾄﾞﾘ コッコおばさんのおいしいレストラン
仲川 道子∥
脚本  画

P

ぞうのたまごのたまごやき 寺村 輝夫∥作 Eﾐﾄﾞﾘ
コッコおばさんの
おばけのアイスクリーム

仲川 道子∥
脚本  画

P
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あぶないねひこうききょうそう 岡 信子∥作 P

ぼくのてんぷらもえちゃった!
宮本 えつよし
∥作 画 P

ねぼすけチュータくんとおじさん 宮西 達也∥作 画 P

びっくりサラダ
新沢 としひこ
∥脚本 P

もりのホテルでひのようじん 花井 巴意∥作 P

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・・・知識えほん

Eﾊｲｲﾛ・・・・外国のえほん

Eﾐﾄﾞﾘ・・・・・日本のえほん
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