
購入図書案内　11月号
2012年 9月受入分　No.261　　　　名 取 市 図 書 館

総記 昭和天皇　第6部 福田 和也∥著 288.41

今さら聞けないパソコンの常識 トリプルウイン∥著 007.6 桂太郎 千葉 功∥著 289.1

読書を支えるスウェーデンの
公共図書館

小林ソーデルマン
淳子∥著

016.239 岸朝子の命の食卓 岸 朝子∥[述] 289.1

読書の技法 佐藤 優∥著 019.12 一生一途に 竹浪 正造∥著 289.1

復興の書店 稲泉 連∥著 024.12 小松帯刀 高村 直助∥著 289.1

こびと大百科
なばた
としたか∥さく

049. アウンサンスーチー愛と使命
ピーター
ポパム∥著

289.2

哲学・宗教 英国王のスピーチ
マーク
ローグ∥著

289.3

時間と空間をめぐる12の謎
ロビン　レ
ペドヴィン∥[著]

112 探検家、36歳の憂鬱 角幡 唯介∥著 290.91

日本人は何を考えてきたのか
明治編

NHK取材班∥編著 121.6 国境の島を発見した日本人の物語 藤岡 信勝∥編著 290.91

超解読!はじめてのフッサール
『現象学の理念』

竹田 青嗣∥著 134.95 るるぶ沖縄　2012 291.99

共感覚という神秘的な世界
モリーン
シーバーグ∥著

141.26 るるぶ北京　2012 292.21

錯視図鑑 杉原 厚吉∥著 145.5 ヨーロッパひとコマの旅 狹間 秀夫∥著 293.09

九十九怪談　第5夜 木原 浩勝∥著 147 現代イギリス読本 川成 洋∥編 293.3

「自分の人生、これでいいのか」
と思ったとき

川北 義則∥著 159 るるぶドイツロマンティック街道　2012 293.4

大富豪アニキの教え
兄貴(丸尾孝俊)
∥著

159 魅惑のデンマーク 岡田 眞樹∥著 293.9

四国遍路救いと癒やしの旅 真鍋 俊照∥著 186.92 社会科学

シトー会
レオン
プレスイール∥著

198.25 新聞・テレビが伝えなかった北朝鮮小倉 紀蔵∥編 302.21

ささやかながら信じる心があれば
ミッチ
アルボム∥著

199 ロシア極東ハンドブック 堀内 賢志∥編著 302.29

歴史・地理 アフリカの風に吹かれて 藤沢 伸子∥著 302.4

文明
ニーアル
ファーガソン∥著

204 ブラジル 堀坂 浩太郎∥著 302.62

謎ジパング 明石 散人∥著 210.04 社会を変えるには 小熊 英二∥著 309.02

飛鳥の木簡 市 大樹∥著 210.33 新しい左翼入門 松尾 匡∥著 309.02

歴史のなかの大地動乱 保立 道久∥著 210.35 君主論 武田 好∥著 311.24

漫言翁福沢諭吉 遠藤 利國∥著 210.6 国家の危機と首相の決断 塩田 潮∥著 317.1

カメラが撮らえた会津戊辰戦争
『歴史読本』
編集部∥編

210.61 新・市町村議会の常識 加藤 幸雄∥著 318.4

東京大空襲
NHKスペシャル
取材班∥著

210.75 日ソ国交回復秘録 松本 俊一∥著 319.1

証言記録兵士たちの戦争　7
NHK「戦争証言」
プロジェクト∥著

210.75 ヒマラヤを越える子供たち
マリア　ブルーメン
クローン∥著 319.23

昭和史、二つの日 保阪 正康∥著 210.75 司法殺人 森 炎∥著 326.41

遙かなる『文藝春秋』 白川 浩司∥著 210.77 治安維持法 中澤 俊輔∥著 326.81

知られざる大英博物館古代エジプト
NHK「知られざる大英博
物館」プロジェクト∥編著 242.03 経済学の犯罪 佐伯 啓思∥著 331.04

教科書では学べない
世界史のディープな人々

鶴岡 聡∥著 280.4 脱資本主義宣言 鶴見 済∥著 333.6
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女性のいない世界
マーラ　ヴィステン
ドール∥著 334.38 日本の暦と和算 中村 士∥監修 449.81

採用・面接で「採ってはいけない人」
の見きわめ方

松下 直子∥著 336.42 地震と噴火は必ず起こる 巽 好幸∥著 450.4

右脳プレゼン左脳プレゼン 村井 瑞枝∥著 336.49 図解・台風の科学 上野 充∥著 451.5

空洞化のウソ 松島 大輔∥著 338.92
日本列島“大変動期”
最悪のシナリオに備えろ

NHK取材班∥著 453

聞く力 阿川 佐和子∥著 361.45 超巨大地震は連鎖する 木村 政昭∥著 453.38

武器としての社会類型論 加藤 隆∥著 361.5 化石の分子生物学 更科 功∥著 457

磯野家のマイホーム戦略 榊 淳司∥著 365.3 ぼくのコレクション 盛口 満∥文　絵 460

ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか
ピアーズ
　スティール∥著

366.94 夏の虫夏の花
たかはし
きよし∥絵

462

震災離婚 三浦 天紗子∥著 367.4 生と死を握るミトコンドリアの謎 米川 博通∥著 463.3

エンディングノートのすすめ 本田 桂子∥著 367.7 ネアンデルタール人奇跡の再発見 小野 昭∥著 469.2

生と死の記録 萩尾 信也∥著 369.31
沖縄美ら海水族館が
日本一になった理由(わけ)

内田 詮三∥著 480.76

3・11を読む 松岡 正剛∥著 369.31 さかなクンの水族館ガイド さかなクン∥著 480.76

遺体 石井／光太∥著 369.31
サンゴとサンゴ礁の
ビジュアルサイエンス

中村 庸夫∥著 483.35

駐在記者発大槌町
震災からの365日

東野 真和∥著 369.31 毒グモ騒動の真実 清水 裕行∥著 485.73

津波からの生還
三陸河北新報社「石巻
かほく」編集局∥編 369.31 虫たちのふしぎ 新開 孝∥写真　文 486

がれき処理・除染はこれでよいのか 熊本 一規∥著 369.36 昆虫　2 得田 之久∥ぶん え 486

学校見聞録 佐藤 学∥著 370.4 虫の卵ハンドブック 鈴木 知之∥著 486.1

感動する授業
朝日新聞夕刊フィー
チャー編集∥編著 375.1 今森光彦昆虫記 今森 光彦∥著 486.1

なるほど!赤ちゃん学
玉川大学赤ちゃん
ラボ∥編

376.11 寿命1000年
ジョナサン
ワイナー∥著

491.36

東大秋入学の落とし穴 和田 秀樹∥著 377.21 湯治エクササイズ 杉本 錬堂∥著 492.54

子どもを信じること 田中 茂樹∥著 379.9 視線がこわい 上野 玲∥著 493.74

東北おやつ紀行 市川 慎子∥著 383.81 親と子の食物アレルギー 伊藤 節子∥著 493.93

47都道府県・伝統行事百科 神崎 宣武∥著 386.1 朝起きられない子の意外な病気 武 香織∥著 493.94

自然科学
お母さんのための
ワクチン接種ガイド

薗部 友良∥監修 493.94

沖縄やんばるフィールド図鑑
湊 和雄∥
写真　文

402.92 麻酔をめぐるミステリー 廣田 弘毅∥著 494.24

超・超面白くて眠れなくなる数学 桜井 進∥著 410.4 がん放置療法のすすめ 近藤 誠∥著 494.5

江戸の天才数学者 鳴海 風∥著 419.1 匂いのエイジングケア 五味 常明∥指導 494.8

ぼくが宇宙人をさがす理由 鳴沢 真也∥著 440.14 イラストでわかる乳がん 佐伯 俊昭∥監修 495.46

江戸の天文学 中村 士∥監修 440.21 精子提供 歌代 幸子∥著 495.48

星の名前のはじまり 近藤 二郎∥著 440.23 「ゼロリスク社会」の罠 佐藤 健太郎∥著 498

もう一つの地球が見つかる日
レイ
ジャヤワルダナ∥
著

445 顔をみて病気をチェックする本 猪越 恭也∥著 498.3

Google Earthで行く火星旅行 後藤 和久∥著 445.3
自然食料理教室エコロクッキングスクールの
症状別病に負けない養生レシピ

川越 牧子∥著 498.58
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医療従事者のための
サプリメント・機能性食品事典

吉川 敏一∥編集 498.58 トマト食堂
TOMATO
GARDEN∥著

596.37

わが家の虫図鑑 近藤 繁生∥共著 498.69 湯島食堂ちからがわく野菜の100皿 本道 佳子∥著 596.37

「男のうつ」治らなくても働ける! 石蔵 文信∥著 498.8 ル・サロン・ブランの本格パン 磯部 作喜子∥著 596.63

技術・実用書
野菜がたくさん食べられる
素朴おやつ

山戸 ユカ∥著 596.65

適正技術と代替社会 田中 直∥著 504 ときめきカクテル 吉原 信成∥著 596.7

「ネットの自由」vs.著作権 福井 健策∥著 507.2
イラストでよくわかる
きれいな食べ方

ミニマル∥著 596.8

水危機ほんとうの話 沖 大幹∥著 517
ラクして★２倍楽しむ
みんなの育児アイデア

ひよこクラブ∥編 599

プラスチックスープの海
チャールズ
モア∥著

519.4
0歳の赤ちゃんの
気持ちがわかる本

小西 行郎∥監修 599

ヒロシマの復興を支えた建築家たち 李 明∥著 523.18 赤ちゃんのごはん おむすびの会∥編 599.3

京の左官親方が語る楽しき土壁
佐藤
嘉一郎∥著

525.58
赤ちゃんがストンと眠る
100のコツ

主婦の友社∥編 599.4

ぼくの住まい論 内田 樹∥著 527.04 産業

図解・カメラの歴史 神立 尚紀∥著 535.85 東北発!女性起業家28のストーリー
ブレインワークス
∥共著

612.12

特殊仕様車両「食堂車」 三宅 俊彦∥著 536.4 ゼロ! 片野 ゆか∥著 645.6

宇宙飛行士になる勉強法 山崎 直子∥著 538.9 気になる犬のかみぐせを直す
愛犬の友編集部
∥編

645.6

この国は原発事故から
何を学んだのか

小出 裕章∥著 539.09 木の本 高森 登志夫∥え 653.2

コットンをめぐる世界の旅
エリック
オルセナ∥著

586.22 とうほく巨樹紀行 植田 辰年∥著 653.21

大人の着まわしバイブル 石田 純子∥監修 589.22 おさんぽきのこ. 石塚 倉嘻∥著 657.82

<整理・勉強・手帳・ノート>の
100円ショップ文具術

文房具朝食会
∥著

589.73 おもかげ復元師 笹原 留似子∥著 673.93

朝の時間割 590.4
子どもと一緒に楽しめる
おとなの市場見学

市場研究会2012
∥著

675.5

1時間でできる!
簡単かわいい手作り小物218

594 個人ではじめる輸入ビジネス 大須賀 祐∥著 678.4

お湯かけレシピ100 市瀬 悦子∥著 596 道が語る日本古代史 近江 俊秀∥著 682.1

包丁の使い方280超早引き
便利ブック

主婦と生活社∥編 596 牛車 櫻井 芳昭∥著 682.1

海上自衛隊のめちゃうま
カレーレシピ48

新人物往来社∥編 596 図解・新幹線運行のメカニズム 川辺 謙一∥著 686.21

だれでも簡単、すぐできる!50℃洗い
驚異の調理法とおいしいレシピ

タカコ　ナカムラ∥著 596 関東大震災と鉄道 内田 宗治∥著 686.21

いますぐ使える常備菜の献立帖 夏梅 美智子∥著 596 航空大革命 秋本 俊二∥[著] 687.2

毛沢東の赤ワイン 坂村 健∥著 596.04 芸術・スポーツ

煮物炊合せ便利帳 中西 彬∥著 596.21
東山魁夷と旅する
ドイツ・オーストリア

松本 猛∥著 721.9

おいしい江戸ごはん 江原／絢子∥著 596.21 同期生 一条 ゆかり∥著 726.1

おうちで本格中国料理 王 貴涛∥著 596.22 評伝ナンシー関 横田 増生∥著 732.1

具材2つで!おいしい餃子 重信 初江∥著 596.22
レンズが撮らえた
幕末の写真師上野彦馬の世界

小沢 健志∥監修 740.21

水切りヨーグルトレシピ 牧野 直子∥著 596.3 デジタル一眼の構図と露出 746

魔法の水切り塩ヨーグルトレシピ 林 幸子∥著 596.3 ねぞうアートの本 小出 真朱∥著 748
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森の標本箱 Forest Farm∥[編] 750 お友だちからお願いします 三浦 しをん∥著 914.6

木の実の恐竜と小動物
自然素材工作
編集部∥編

750 町づくろいの思想 森 まゆみ∥[著] 914.6

ふせんで作る1/40の世界 Killigraph∥著 754.9 こんな日もあるさ 上原 隆∥著 916

魔のヴァイオリン 佐々木 庸一∥著 763.42 祈りの作法 玄侑 宗久∥著 916

東京タワーがピンクに染まった日
アグネス
チャン∥著

767.8 二〇一号室 毛利 犀太郎∥著 916

あなたに夢中 丸尾 由美子∥著 778.21 ヒマラヤの風にのって 吉村 達也∥著 916

兄 かぞくのくに ヤン ヨンヒ∥著 778.21 コルヴォーを探して
A.J.A.シモンズ
∥著

930.27

1941
すずき
じゅんいち∥著

778.21 コナン・ドイル
ヘスキス
ピアソン∥著

930.27

原発の、その先へ 鎌仲 ひとみ∥著 778.7 雨の浜辺で見たものは
ジェイニー
ボライソー∥著

933.7

がけっぷち上等! 早草 紀子∥著 783.47 おばちゃまは飛び入りスパイ
ドロシー
ギルマン∥[著]

933.7

澤穂希の拓いた道 森 哲志∥著 783.47 ママのリスト
St.ジョン
グリーン∥著

936

あきらめない街、
石巻その力に俺たちはなる

佐々木 亨∥著 783.7 父と息子のフィルム・クラブ
デヴィッド
ギルモア∥著

936

言語

50歳からの音読入門 齋藤 孝∥著 809.4

杏仁豆腐は
キョウニンドウフが正しい!

根本 浩∥著 811.2

女ことばと日本語 中村 桃子∥著 814.9

文学

売れる作家の全技術 大沢 在昌∥著 901.31

病気と日本文学 福田 和也∥著 910.26

文学賞の光と影 小谷野 敦∥著 910.26

歌に私は泣くだらう 永田 和宏∥著 911.16

天皇皇后両陛下祈りの二重唱 竹本 忠雄∥著 911.16

謹訳源氏物語　8 [紫式部∥著] 913.37

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ

魔がさす年頃 嵐山 光三郎∥著 914.6

ポ・ト・フをもう一度 開高 健∥著 914.6

人生が用意するもの 川上 未映子∥著 914.6

惜櫟荘だより 佐伯 泰英∥著 914.6

ガス燈酒場によろしく 椎名 誠∥著 914.6

さらば東京タワー 東海林 さだお∥著 914.6

あのころのデパート 長野 まゆみ∥著 914.6

中年心得帳 林 真理子∥著 914.6
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小説（日本） フェルメールの仮面 小林 英樹∥著 N

真実への盗聴 朱野 帰子∥著 N はかぼんさん さだ まさし∥著 N

幸福な日々があります 朝倉 かすみ∥著 N 永遠とワンフレーズ 佐藤 弘∥著 N

赤猫異聞 浅田 次郎∥著 N ジロンド派の興亡 佐藤 賢一∥著 N

先生のお庭番 朝井 まかて∥著 N うたう百物語 佐藤 弓生∥著 N

罪の余白 芦沢 央∥著 N 春はそこまで 志川 節子∥著 N

長い廊下がある家 有栖川 有栖∥著 N 途中の一歩　上下 雫井 脩介∥著 N

桜の咲かない季節 伊岡 瞬∥著 N 野球小僧 島村 洋子∥著 N

ヴァンパイア 岩井 俊二∥著 N 竹に紅虎 下川 博∥著 N

調印の階段 植松 三十里∥著 N キシャツー 小路 幸也∥著 N

もらい泣き 冲方 丁∥著 N ナモナキラクエン 小路 幸也∥著 N

天命の扉 遠藤 武文∥著 N 終末の鳥人間 雀野 日名子∥著 N

梅ちゃん先生　下 尾崎 将也∥作 N まだ恋ははじまらない… 蘇部 健一∥著 N

鬼談百景 小野 不由美∥著 N レアケース 大門 剛明∥著 N

転がる空に雨は降らない 小野寺 史宜∥[著] N トッカン　the 3rd 高殿 円∥著 N

月と雷 角田 光代∥著 N かくも水深き不在 竹本 健治∥著 N

アラミタマ奇譚 梶尾 真治∥著 N 脱獄者は白い夢を見る 壇上 志保∥著 N

その暁のぬるさ 鹿島田 真希∥著 N 猫ノ眼時計 津原 泰水∥著 N

恋愛は小説か 片岡 義男∥著 N 鳴いて血を吐く 遠田 潤子∥著 N

トゥルークの海賊　１ 茅田 砂胡∥著 N 秘密は日記に隠すもの 永井 するみ∥著 N

空の木 川那辺 薔∥著 N トリガール! 中村 航∥著 N

最後に誉めるもの 川崎 徹∥著 N 神様のカルテ　3 夏川 草介∥著 N

昨日の蒼空(そら)、
明日の銀翼(つばさ)

管野 ユウキ∥著 N こころ　2 七瀬 晶∥[著] N

リセット　4 如月 ゆすら∥[著] N
十津川警部日本縦断
長篇ベスト選集　16

西村 京太郎∥著 N

岳飛伝 2 北方 謙三∥著 N その日東京駅五時二十五分発 西川 美和∥著 N

光降る丘 熊谷 達也∥著 N 九州新幹線マイナス1 西村 京太郎∥著 N

凸凹サバンナ 玖村 まゆみ∥著 N
十津川警部日本縦断
長篇ベスト選集　２１

西村 京太郎∥著 N

夜明け遠き街よ 高城 高∥著 N ザ・ベストミステリーズ　2012
日本推理作家
協会∥編

N

デアラピス 小瀬木 麻美∥著 N ワイルドピッチ 蓮見 恭子∥著 N

小樽運河殺人事件 木谷 恭介∥著 N よろづ情ノ字薬種控 花村 萬月∥著 N

京都鞍馬街道殺人事件 木谷 恭介∥著 N 虚像の道化師 東野 圭吾∥著 N

四重奏(カルテット) 小林 信彦∥著 N 天空の犬 樋口 明雄∥著 N
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共犯 深谷 忠記∥著 N おばちゃまはハネムーン
ドロシー
ギルマン∥[著]

BF

遠乃物語 藤崎 慎吾∥著 N おばちゃまは香港スパイ
ドロシー
ギルマン∥[著]

BF

モンスター・シークレット 藤本 ひとみ∥著 N おばちゃまは東欧スパイ
ドロシー
ギルマン∥[著]

BF

復活 古野 まほろ∥著 N おばちゃまはアラブ・スパイ
ドロシー
ギルマン∥[著]

BF

日記堂ファンタジー 堀川 アサコ∥著 N おばちゃまはサファリ・スパイ
ドロシー
ギルマン∥[著]

BF

この世のメドレー 町田 康∥著 N おばちゃまはアルペン・スパイ
ドロシー
ギルマン∥[著]

BF

ついてくるもの 三津田 信三∥著 N 濡れた魚　上下
フォルカー
クッチャー∥著

BF

ソロモンの偽証　第1部 宮部 みゆき∥著 N 魔境の二人組
マイケル
J.サリヴァン∥著

BF

女子虫 宮崎 誉子∥著 N 月に歪む夜
ダイアン
ジェーンズ∥著

BF

残月あそび 村松 友視∥著 N 魔法無用のマジカルミッション
シャンナ
スウェンドソン∥著

BF

ご近所美術館 森福 都∥著 N 彼の個人的な運命
フレッド
ヴァルガス∥著

BF

アクエリアム 森 深紅∥著 N 海底二万里　上下
ジュール
ヴェルヌ∥[著]

BF

南十字星の誓い 森村 誠一∥著 N 毒の目覚め　上下 S.J.ボルトン∥著 BF

ここは退屈迎えに来て 山内 マリコ∥著 N 鬼平犯科帳　１～24 池波 正太郎∥著 BN

百年法 上下 山田 宗樹∥著 N 天冥の標　6[PART2] 小川 一水∥著 BN

社長のテスト 山崎 将志∥著 N 星降る草原 久美 沙織∥著 BN

早稲女、女、男 柚木 麻子∥著 N 黒沼 香月 日輪∥著 BN

忘却の覇王ロラン　６ 吉野 匠∥著 N HEARTBEAT 小路 幸也∥著 BN

東京ネバーランド 吉川 トリコ∥著 N スワロウテイル序章/人工処女受胎 籘真 千歳∥著 BN

青葉耀く　上下 米村 圭伍∥著 N 小説・新島八重 新島襄とその妻 福本 武久∥著 BN

小説(外国） 小説・新島八重 会津おんな戦記 福本 武久∥著 BN

タイガーズ・ワイフ テア  オブレヒト∥著 F 地図（貸出はできません。館内でご覧ください。）

エアヘッド! メグ  キャボット∥著 F ゼンリン住宅地図 仙台市 青葉区　201209 C4

少年は残酷な弓を射る　上下
ライオネル
 シュライヴァー∥著 F ゼンリン住宅地図宮城県本吉郡南三陸町 C4

青い脂
ウラジーミル
ソローキン∥著 F ゼンリン住宅地図宮城県東松島市 C4

フリント船長が
まだいい人だったころ

ニック
ダイベック∥著 F ゼンリン住宅地図 気仙沼市  ①　2012 C4

解錠師
スティーヴ
ハミルトン∥著 F ゼンリン住宅地図 石巻市  ①　2012 C4

カオス・シチリア物語
ルイジ
ピランデッロ∥著 F 大活字本

終わりの日
スコット
マリアーニ∥著 F 「脳」整理法　１～３ 茂木  健一郎∥著 D491

文庫 笑ってケツカッチン　１～３ 阿川  佐和子∥著 D914.6

おばちゃまはイスタンブール
ドロシー
ギルマン∥[著]

BF 遠い朝の本たち　１～３ 須賀  敦子∥著 D914.6

おばちゃまはシルクロード
ドロシー
ギルマン∥[著]

BF
パンツの面目ふんどし沽券
１～３

米原  万理∥著 D914.6
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おとこくらべ　１～４ 嵐山  光三郎∥著 DN

破獄　１～４ 吉村 昭∥[著] DN

錆びる心　上下 桐野 夏生∥[著] DN

辰巳屋疑獄　１～４ 松井  今朝子∥著 DN

モモヨ、まだ九十才　１～３ 群  ようこ∥著 DN

記憶の絵　１～４ 森  茉莉∥著 DN

脳は語らず　１～４ 渡辺  淳一∥著 DN

行政資料（貸出はできません。館内でご覧ください）

消防概要 名取市消防本部 G317.7

名取市統計書 平成２３年度　
名取市 総務部
市政情報課∥編

G351

東日本大震災１年の記録
宮城県土木部
事業管理課

G369.31

Ｔｈｅ  ｌａｓｔｉｎｇ  ｍｅｍｏｒｙ G379.3

郷土資料

High  School  2012 宮城県高等学校生徒指導
研究会ハイ・スクール編集委員会 M376.4

よみがえれ海岸林 小山 晴子∥著 M656.55

ときめきの瞬間 植村 功 M748

懐かしの閖上 歩杜 悠久 M748

みやぎ聞き書き村草子
第11集・第12集

みやぎ聞き書き村
∥〔編〕 M916
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児童書（ものがたり） 空中トライアングル 草野 たき∥著 KN

ぼくの見つけた絶対値
キャスリン
 アースキン∥著 KF ジャンヌ・ダルク伝説 楠木 誠一郎∥著 KN

リックとさまよえる幽霊たち
エヴァ
イボットソン∥著 KF 八月の光 朽木 祥∥作 KN

ある日とつぜん、霊媒師　1
エリザベス
 コーディー  キメル∥著 KF 恋する和パティシエール　2 工藤 純子∥作 KN

キャットとカレージャス号の陰謀
ジュリア
 ゴールディング∥作 KF カンナ道のむこうへ くぼ ひでき∥作 KN

リーコとオスカーと幸せなどろぼう石
アンドレアス  シュタイン
ヘーフェル∥作 KF 魔女の診療所　5 倉橋 燿子∥作 KN

リーコとオスカーと
つぶれそうな心臓たち

アンドレアス  シュタイン
ヘーフェル∥作 KF ヴァンパイアの恋人　2 越水 利江子∥作 KN

動物と話せる少女リリアーネ
　スペシャル1

タニヤ
シュテーブナー∥著 KF 気になる恋のライバル 斉藤 栄美∥作 KN

リトル・ジーニーときめきプラス
ミランダ
ジョーンズ∥作 KF ゆうれい回転ずし本日オープン! 佐川 芳枝∥作 KN

ヒヨコだいさくせん
ルーシー
ダニエルズ∥作 KF 妖魔のファッションショー 次良丸 忍∥作 KN

魔女の物語
ジョゼフ
ディレイニー∥著 KF てんやわんや名探偵 杉山 亮∥作 KN

ヒストリーキーパーズ　上下
ダミアン
ディベン∥著 KF ジョー・ウルフの秘密 高山 栄子∥作 KN

王国の鍵　6 ガース  ニクス∥著 KF
パティシエ☆すばる
パティシエになりたい!

つくも ようこ∥作 KN

パンとバラ
キャサリン
パターソン∥作 KF ぽけぽけむし

ふみ子
デイヴィス∥作

KN

真夜中の動物園
ソーニャ
ハートネット∥著 KF ハンナの記憶 長江 優子∥著 KN

XX・ホームズの探偵ノート　2・3
トレーシー
バレット∥作 KF 空を泳ぐ夢をみた 梨屋 アリエ∥作 KN

暗闇城の黄金
イアン
ベック∥作  絵 KF きみスキ 梨屋 アリエ∥著 KN

アンナとプロフェッショナルズ　2 MAC∥著 KF トリシアは魔法のお医者さん!!　4 南房 秀久∥作 KN

ケイン・クロニクル　2
リック
リオーダン∥著 KF ガレキの中にできたカフェ 西山 むん∥著 KN

ふたりだけの運動会
あいはら
ひろゆき∥作 KN トキメキ♥図書館　PART2 服部 千春∥作 KN

魔術 芥川 龍之介∥作 KN 君の夜を抱きしめる 花形 みつる∥作 KN

天までひびけ!ドンドコ太鼓 麻生 かづこ∥作 KN 名探偵VS.学校の七不思議
はやみね
かおる∥作

KN

世界一かわいげのない孫だけど… 荒井 寛子∥作 KN 魂を追う者たち 廣嶋 玲子∥著 KN

おまけ鳥 飯田 朋子∥作 KN 秘密の動物園事件 藤野 恵美∥作 KN

暗黒のテニスプレーヤー 石崎 洋司∥作 KN 魔天使マテリアル　14 藤咲 あゆな∥作 KN

くろねこルーシー いとう 縁凛∥作 KN シンデレラの城は知っている
藤本 ひとみ
∥原作

KN

じったんのオムライス 大久保 美行∥作 KN
魔法屋ポプル
時の魔女のダンスパーティー

堀口 勇太∥作 KN

天才探偵Sen　4 大崎 梢∥作 KN 願いがかなうふしぎな日記 本田 有明∥著 KN

夜の小学校で 岡田 淳∥作 KN おかあさんの手 まはら 三桃∥作 KN

キッチンくまかか
童話工房
ふろむ∥編

KN ヴァインヒルの宝石姫 円山 夢久∥作 KN

竜巻少女(トルネードガール)　3 風野 潮∥作 KN ツバサの自由研究 水野 次郎∥著 KN

ラビットヒーロー 如月 かずさ∥著 KN 初恋ダイアリー　デート 宮下 恵茉∥作 KN
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ポケネコ・にゃんころりん　10 山本 悦子∥作 KN わっ!ヘンな虫
西田 賢司
∥写真  文

K486.04

ママとあたしの通信簿 結城 乃香∥作 KN 昆虫のふしぎ 栗林 慧∥写真 K486.1

若おかみは小学生!　PART18 令丈 ヒロ子∥作 KN アカトンボの一生 佐藤 有恒∥著 K486.39

児童書（その他） カマキリのかんさつ 栗林 慧∥著 K486.43

本を味方につける本 永江 朗∥著 K019 トノサマバッタ 佐藤 有恒∥写真 K486.45

青い鳥文庫ができるまで 岩貞 るみこ∥作 K020 セミの一生 佐藤 有恒∥写真 K486.5

「怖い」が、好き! 加門 七海∥著 K147 テントウムシ 佐藤 有恒∥著 K486.6

新花子さんがきた!!　17 森京 詞姫∥著 K147 カブトムシ 岸田 功∥著 K486.6

大丈夫!キミならできる! 松岡 修造∥著 K159.7 アリの世界 栗林 慧∥著 K486.7

世界の海賊たち
メアリー  ポープ
 オズボーン∥著

K209 ミツバチのふしぎ 栗林 慧∥写真 K486.7

おもいだしてください
あのこどもたちを

チャナ  バイヤーズ
  アベルス∥構成  文

K234.074 モンシロチョウ 矢島 稔∥著 K486.8

手で笑おう
アン  マリー
リンストローム∥著

K289.3 アゲハチョウ 佐藤 有恒∥写真 K486.8

ジュニア都道府県大図鑑ジオ K291 ヒトスジギンポ笑う魚
吉野 雄輔
∥文  写真

K487.765

500円玉の旅 泉 美智子∥著 K330 鳥 上田 恵介∥監修 K488.038

資源の大研究 柴田 明夫∥監修 K334.7 オガサワラオオコウモリ森をつくる
有川／美紀子
∥文と写真

K489.42

津波をこえたひまわりさん 今関 信子∥文 K369.31 ホッキョクグマの赤ちゃんを育てる! 高橋 うらら∥著 K489.57

かこさとしこどもの行事
しぜんと生活　9月のまき

かこ さとし
∥文  絵

K386.1 クジラの海の大冒険 寒竹 孝子∥文 K489.6

ドラゴン学総覧
ドゥガルド・Ａ．
スティール∥編集

K388 ゴリラは語る 山極 寿一∥著 K489.97

森のおく湖のほとり
大竹 英洋∥文
 写真

K402.951 こども大図鑑人体
リチャード・
ウォーカー∥著

K491.3

わくわく数の世界の大冒険 桜井 進∥著 K410 星のかけらを採りにいく 矢野 創∥著 K538.9

アンモナイトと三葉虫
子供の科学編集部
∥編

K457.84 カレーになりたい! 水野 仁輔∥著 K596

恐竜時代　1 小林 快次∥著 K457.87 野菜をそだてる12か月 亀田 龍吉∥著 K626

教科書に出てくる
生きもの観察図鑑　2

K460 とんがりあたまのごん太 仲本 剛∥著 K645.6

カビのふしぎ 伊沢 尚子∥著 K465.8 ふたつの名前で愛された犬 平野 敦子∥作 K645.6

日本人は植物を
どう利用してきたか

中西 弘樹∥著 K471.9 クマを追え!ブレット 田中 純平∥協力 K654.8

きのこの不思議 保坂 健太郎∥著 K474.85 ウナギとりの夏
みやわき まさお
∥文  絵

K664.695

みんなわくわく水族館
海の動物いっぱい編

池田 菜津美∥文 K480.76 道は生きている 富山 和子∥作 K685

みんなわくわく水族館
　お魚いっぱい編

池田 菜津美∥文 K480.76 ターナー号出発
DADA日本版
編集部∥編著

K723.33

サンシャイン水族館
リニューアル大作戦

深光 富士男∥文 K480.76 森の工作図鑑　vol.1 岩藤 しおい∥著 K750

もっと!ほんとのおおきさ水族館 小宮 輝之∥監修 K481.72 男の子のかっこいい折り紙 いまい みさ∥著 K754.9

クモのひみつ 栗林 慧∥著 K485.73 女の子のかわいい折り紙 いまい みさ∥著 K754.9

昆虫
得田 之久∥
ぶん  え

K486 いっしょに走ろっ! 星野 恭子∥著 K780
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けん玉の技123
日本けん玉協会
∥著

K798

都会(まち)のトム&ソーヤ
ゲーム・ブック

はやみね かおる
∥作

K798

みんなでびっくり！変身ことば
ながた／みかこ
∥文

K807.9

なんかヘンだを手紙で伝える 村中 李衣∥作 K816.6

日本語を味わう名詩入門　10 K911.568

平家物語 石崎 洋司∥著 K913.434

みんな地球に生きるひと　１～３
アグネス
 チャン∥著

K914

中学生までに読んでおきたい哲学
　2・7

松田 哲夫∥編 K914.68

三つ子になった雲 舩後 靖彦∥文 K916
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絵本 凸凹ぼしものがたり
あんびる
やすこ∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

へんなおばけ 大森 裕子∥著 Eｱｶ おかめ列車嫁にいく いぬんこ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

よ・だ・れ 小風 さち∥文 Eｱｶ ぶたさんちのおつきみ 板橋 敦子∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

いちじくにんじん 大阪YWCA千里子どもEｱｶ しゅくだい 宗正  美子∥原案 Eﾐﾄﾞﾘ

まんまるまんまる 田村 ゆう子∥さく Eｱｶ ヒコリみなみのしまにいく いまき みち∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

りんごぼうや
ディック
ブルーナ∥ぶん え

Eｱｶ ジブリルのくるま 市川 里美∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ぐるぐるカレー 矢野 アケミ∥作 Eｱｶ おしいれじいさん 尾崎 玄一郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

どうぶつこんにちは
F.ヤールブソワ
∥案  絵

Eｱｶ ひとりぼっちのモンスター おぼ まこと∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

でんでんどん 井上 よう子∥作 Eｱｶ ちえちゃんのおはじき 山口 節子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

せみとりめいじん かみや しん∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ うどんのうーやん 岡田 よしたか∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

しでむし 舘野 鴻∥作 絵 Eｵﾚﾝｼﾞ ペンタとうみ 鎌田 暢子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ぼく、だんごむし 得田 之久∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ ぼくとようせいチュチュ かさい まり∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

むしたちのさくせん 宮武 頼夫∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ かきごおり 樺山 祐和∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

なつやすみ虫ずかん 稲田 務∥え Eｵﾚﾝｼﾞ しょうぶだ!! きしら まゆこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

だれだかわかるかい?
今森 光彦∥ぶん
写真

Eｵﾚﾝｼﾞ かみさまはいるいない? 谷川 俊太郎∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ざりがに
吉崎 正巳∥
ぶん  え

Eｵﾚﾝｼﾞ わんぱくゴンタ ビーゲン セン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

かぶとむしはどこ? 松岡 達英∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ ヘビをたいじしたカエル 草山 万兎∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

どんぐり こうや すすむ∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ 3びきこりすのケーキやさん 権田 章江∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ふゆめがっしょうだん 冨成 忠夫∥写真 Eｵﾚﾝｼﾞ トイレたんけんたい
おだ しんいちろう
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

たべられるしょくぶつ 森谷 憲∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ まるちゃんのけんか ささき ようこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ざっそう
甲斐 信枝∥
ぶん  え

Eｵﾚﾝｼﾞ ごじょうしゃありがとうございます シゲリ カツヒコ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

たんぽぽ
平山 和子∥
ぶん  え

Eｵﾚﾝｼﾞ おばけのおうちいりませんか? せき ゆうこ∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

たねがとぶ 甲斐 信枝∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ ケンちゃんちにきたサケ
タカタ
カヲリ∥作 絵

Eﾐﾄﾞﾘ

えぞりすのあさ
手島 圭三郎∥
作　絵

Eｵﾚﾝｼﾞ うさぎのおくりもの ビーゲン セン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

放牛さんとへふり地蔵 正田 吉男∥文 Eｷｲﾛ おばけのえんそく 西平 あかね∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

おおきな木
シェル
シルヴァスタイン∥
作

Eﾊｲｲﾛ バナナンばあば 林 木林∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おさるのジョージダンプカーにのる M.レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ ぞうきばやしのすもうたいかい 広野 多珂子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おおばっちゃんちに
またきてたんせ

秋山 とも子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ こぎつねトンちゃんきしゃにのる 二見 正直∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

はなかっぱそっくりでびっくり
あきやま ただし
∥著

Eﾐﾄﾞﾘ
あまがえる先生
ミドリ池きゅうしゅつ大作戦

まつおか
たつひで∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

へんしんおんせん
あきやま ただし
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ ひまわりのおか
ひまわりをうえた八人の
お母さんと葉方丹∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ふたごのしろくま
とりさん、なんば?のまき

あべ 弘士∥作 Eﾐﾄﾞﾘ
あまがえる先生
まよなかのびっくりコンサート

まつおか
 たつひで∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

こわいものがこないわけ
新井 洋行∥
作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ となりのトトロ 宮崎 駿∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ
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千と千尋の神隠し
宮崎 駿∥
原作　脚本　監督

Eﾐﾄﾞﾘ

風の谷のナウシカ　上下 宮崎 駿∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ

もののけ姫　上下
宮崎 駿∥原作
　脚本　監督

Eﾐﾄﾞﾘ

パンダコパンダ
宮崎 駿∥
原案　脚本

Eﾐﾄﾞﾘ

崖の上のポニョ
宮崎 駿∥
原作　脚本　監督

Eﾐﾄﾞﾘ

ようかいガマとの
よしなが
こうたく∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

かみしばい

パピンとサッカー
内閣府政策統括官(総合
企画調整担当)∥監修 P

クック・ドゥードゥルドゥーの
たからさがし

内閣府政策統括官(総合
企画調整担当)∥監修 P

クック・ドゥードゥルドゥーの
おかいもの

内閣府政策統括官(総合
企画調整担当)∥監修 P

絵本はラベルの色で分類しています。

　　Eﾐﾄﾞﾘ･･･日本のえほん

　　　　Eﾑﾗｻｷ･･･大人向けえほん

　　　　　　　　　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

12


