
購入図書案内　　1月号
2012年 11月受入分　No.　263　名 取 市 図 書 館

総記 被災した時間 斎藤 環∥著 369.31

古典力 齋藤 孝∥著 019. 311情報学 高野 明彦∥著 369.31

本のおかわりもう一冊 桜庭 一樹∥著 019.9 震える学校 山脇 由貴子∥著 371.42

10分あれば書店に行きなさい 齋藤 孝∥著 024.1
菊池先生の
「ことばシャワー」の奇跡

菊池 省三∥著 375.1

哲学・宗教 境界紀行 鯨井 千佐登∥著 382.1

実験心理学 齊藤 勇∥編著 140.75
スモーカーズ・
サバイバル・マニュアル

片岡 泉∥著 383.89

ランニング・プランニング おち まさと∥著 141.5 鉄道が変えた社寺参詣 平山 昇∥著 387

ヤル気の科学
イアン
エアーズ∥著

141.8 拉致と決断 蓮池 薫∥著 391.61

錯覚学-知覚の謎を解く 一川 誠∥著 145.5
海上自衛隊写真員が撮らえた
任務と訓練の歴史

海上自衛隊
∥協力

397.21

考え方のコツ 松浦 弥太郎∥著 159.4 自然科学

見仏記ガイドブック いとう せいこう∥著 185.91
ダイヤモンドは超音速で
地底を移動する

入舩 徹男∥著 450.12

歴史・地理 動物に魂はあるのか 金森 修∥著 461.1

秀吉の朝鮮侵略と民衆 北島 万次∥著 210.49 ヒトはなぜ難産なのか 奈良 貴史∥著 469.2

明治見聞実記 大槻 友仙 212.6 雑草は踏まれても諦めない 稲垣 栄洋∥著 470.4

無私の日本人 磯田 道史∥著 281.04 ときめくきのこ図鑑 堀 博美∥文 474.85

伏見宮 浅見 雅男∥著 288.44 白鳥 赤羽 正春∥著 488.69

ピストルと荆冠 角岡 伸彦∥著 289.1 看護の力 川嶋 みどり∥著 492.9

ハンサムウーマン新島八重 鈴木 由紀子∥著 289.1 ここまで来た!うつ病治療 NHK取材班∥著 493.76

イサーンの医者
スミット　ヘーマサトン
∥著 289.2 災害と子どものこころ 清水 將之∥編　著 493.94

社会科学 生殖補助医療と法 櫻田 嘉章〔ほか著〕 498.12

鎖国シンドローム 榊原 英資∥著 304 茶のチカラ 講談社∥編 498.58

社会人の生き方 暉峻 淑子∥著 304 技術・実用

中国真の権力エリート 野口 東秀∥著 312.22 あの日からの建築 伊東 豊雄∥著 520.4

証言民主党政権 薬師寺 克行∥著 315.1 醬油鯛 沢田 佳久∥著 578.47

二つの「競争」 井上 義朗∥著 331.844 野比家の借金 坂口 孝則∥著 591

巨額年金消失。AIJ事件の深き闇 九条 清隆∥著 338.15 やせる! 勝間 和代∥著 595.6

さあ、海外で働こう! 白藤 香∥著 366.29
からだにやさしくて、
おいしい甘麴スイーツ

川上 文代∥著 596.65

最高齢プロフェッショナルの条件
徳間書店
取材班∥著

366.29 タニアのドイツ式整理術・完全版 門倉 多仁亜∥著 597.5

女子のキャリア 海老原 嗣生∥著 366.38 産業

愛と欲望のナチズム 田野 大輔∥著 367.9 東京駅の履歴書 辻 聡∥著 686.53

長生きって迷惑ですか 野間 昭夫∥著 369.26 現代航空論 東京大学航空
イノベーション研究会∥編 687
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JAL再建の真実 町田 徹∥著 687.07 先導者 小杉 英了∥著 N

航空幻想 中条 潮∥著 687.21 あの頃の空 佐江 衆一∥著 N

芸術・スポーツ パブリック・ブラザース 新野 剛志∥著 N

韓国窃盗ビジネスを追え 菅野 朋子∥著 702.1 瑠璃色 蝶々∥著 N

ミケランジェロの世界 ミケランジェロ∥作 702.37 一刀流無想剣 斬 月村 了衛∥著 N

構図がわかれば絵画がわかる 布施 英利∥著 720.79 恋しのぶ 鳥羽 亮∥著 N

もののみごと 田中 敦子∥文 750.21 夏服パースペクティヴ 長沢 樹∥著 N

私の兄バルラージ
ビーシュム
サーヘニー∥著 772.25 カンパニュラの銀翼 中里 友香∥著 N

人生とは勇気 児玉 清∥著 778.21 空耳の森 七河 迦南∥著 N

言語 握る男 原 宏一∥著 N

日本人のための日本語文法入門 原沢 伊都夫∥著 815 キオスクのキリオ 東 直子∥著 N

文学 平清盛 藤本 有紀∥作 N

戦後文学は生きている 海老坂 武∥著 910.264 ぼくの噓 藤野 恵美∥著 N

千駄木の漱石 森 まゆみ∥著 910.268 志士の風雪 古川 薫∥著 N

淡色の熱情 中辻 理夫∥著 910.268 大黒島 三輪 太郎∥著 N

杜甫 川合 康三∥著 921.43 復讐の唄 山崎 烏∥著 N

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ 陰陽師　酔月ノ巻 夢枕 獏∥著 N

徒然草 荻野 文子∥著 914.45 時限の幻 吉川 永青∥著 N

伊集院静の「贈る言葉」 伊集院 静∥著 914.6 小説（外国）

萬月な日々 花村 萬月∥著 914.6 愛のかたみ
ヤティ  マルヤティ
ウィハルジャ∥著 F

私とは何か 平野 啓一郎∥著 914.6 ある女の肖像
S  オスマン
クランタン∥著 F

衣もろもろ 群 ようこ∥著 914.6 現代ヒンディー短編選集　1 長 弘毅∥監訳 F

精選女性随筆集　9・10 914.68 現代カンボジア短編集 岡田 知子∥編訳 F

小説（日本） 地獄の一三六六日 オム  ソンバット∥著 F

ぬけまいる 朝井 まかて∥著 N 漁師 チェニイ∥著 F

少しだけ、おともだち 朝倉 かすみ∥著 N ベトナム現代短編集　1 加藤 栄∥編訳 F

平泉・早池峰殺人蛍 梓 林太郎∥著 N ミャンマー現代短編集　1 南田 みどり∥編訳 F

江神二郎の洞察 有栖川 有栖∥著 N ゲーム・アムナート
チャルームサック
ンゲームンガーム∥
著

F

七つの会議 池井戸 潤∥著 N 文庫

国を蹴った男 伊東 潤∥著 N 若き日の友情 辻 邦生∥著 B915.6

虫樹音楽集 奥泉 光∥著 N 支配人バクスターの憂鬱
ケイト
キングズバリー∥著 BF

祟り火の一族 小島 正樹∥著 N 世界樹の影の都 N.K.ジェミシン∥著 BF
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アンドロイドの夢の羊
ジョン
スコルジー∥著

BF

黒衣の女
スーザン
ヒル∥著

BF

ミステリ作家の嵐の一夜
G.M.
マリエット∥著

BF

アンの想い出の日々　上・下 モンゴメリ∥[著] BF

ユダの覚醒　上・下
ジェームズ
ロリンズ∥著

BF

春霞ノ乱 佐伯 泰英∥著 BN

この空のまもり 芝村 裕吏∥著 BN

郷土資料

尚絅学院大学  紀要　第６３号
尚絅学院大学「紀要」
編集委員会 M051

名取ざっと昔（一） 方言を語り残そう会 M388

特別展  江戸の旅 仙台市博物館∥編 M702

参考資料（貸出はできません。館内でご覧下さい。）

外為白書
外為どっとコム
総合研究所

R338.95

ＮＨＫ年鑑　2012
ＮＨＫ放送文化
研究所∥編

R699.21

DVD・CD

心に残るあの頃の風景 V291.23

どうする?大地震 V369.31

東日本大震災 V369.31

自転車・一輪車
水口 高志∥
監修 出演

V379.9

天神祭と能 V386

カラダぽかぽか体操 V493.14

おかえりなさい-はやぶさ V538.9

赤ちゃんQQ箱 V598.3

津軽三味線 V768.11

座ってもできる立ってもできる
ラジオ体操

長野 信一∥
監修 体操指導

V781.4

名作ってこんなに面白い　1 V910.29

99歳の詩人柴田トヨ V911.52

JAZZ WOMAN
ﾉﾗ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ
∥[ほか]歌

A201
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児童書（よみもの） 児童書（そのほか）

スパイ・ドッグ
アンドリュー
コープ∥作

KF 新聞のひみつ 青木 萌∥作  文 K070

魔女のステキな冬じたく
あんびる
やすこ∥作  絵

KN エネルギーのひみつ
おがた たかはる
∥漫画

K501.6

はじまりはジャムネコ 井上 こみち∥作 KN 道づくりのひみつ
日本PTA全国
協議会推薦

K514

赤いろうそくと人魚 小川 未明∥作 KN ポンプのひみつ
おぎの ひとし
∥漫画

K534.4

ありがとう3組 乙武 洋匡∥著 KN 地デジのひみつ
鳥飼 規世
∥漫画

K547.86

ぼくたちの骨 樫崎 茜∥著 KN 太陽電池のひみつ
もちつき かつみ
∥漫画

K549.51

<浪漫探偵社>事件ファイル　3 楠木 誠一郎∥作 KN 燃料電池のひみつ
たまだ まさお
∥漫画

K572.1

斉藤洋の日本むかし話
ふしぎな国の巻

斉藤 洋∥文 KN 段ボールのひみつ
出口 由美子
∥漫画

K585.56

斉藤洋の日本むかし話
ふしぎな人の巻

斉藤 洋∥文 KN 八ツ橋のひみつ
山口 育孝
∥漫画

K588.36

K町の奇妙なおとなたち 斉藤 洋∥作 KN ペットフードのひみつ
【ヌエ】 りつき
∥漫画

K645.63

ヘンダワネのタネの物語 新藤 悦子∥作 KN 牛乳のひみつ 田川 滋∥漫画 K648.1

みつよのいた教室 たから しげる∥作 KN 牛丼のひみつ ひろ ゆうこ∥漫画 K648.2

いたずら人形チョロップ
たかどの
ほうこ∥作絵

KN 百貨店のひみつ 青木 萌∥作 文 K673.83

きみスキ 梨屋 アリエ∥著 KN 餃子のひみつ 青木 萌∥作 文 K673.972

忍者サノスケじいさん
わくわく旅日記　48

なすだ
みのる∥作

KN 自転車駐車場のひみつ 鳥飼 規世∥漫画 K685.8

オムレツ屋へようこそ! 西村 友里∥作 KN ぼくは、いつでもぼくだった。 いっこく堂∥著 K779.16

青い一角(つの)の少女 西沢 杏子∥作 KN

くりぃむパン 濱野 京子∥作 KN

ハンカチ隊長 福井 智∥作  絵 KN

アクビちゃんと
おいしまのおともだち

福島 直浩∥作 KN

まじょ子とあこがれのステキまじょ 藤 真知子∥作 KN

犬とまほうの人さし指! 堀 直子∥作 KN

おおかみかいだんかけのぼれ 松澤 睦実∥作 KN

あやかしの店のお客さま 水沢 いおり∥作 KN

みんなみんな
おばけになっちゃうぞ～

むらい かよ∥著 KN

TOKYOステーション★キッド 森下 真理∥作 KN

だれかさんのかばん 森山 京∥作 KN

オレたちの明日に向かって 八束 澄子∥著 KN

きょうふのわらいきのこ
やまもと
しょうぞう∥作  絵

KN
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