
購入図書案内購入図書案内購入図書案内購入図書案内　　　　　　　　8888月号月号月号月号 50505050歳歳歳歳からラクになるからラクになるからラクになるからラクになる人生人生人生人生のののの断捨離断捨離断捨離断捨離
やました ひでこやました ひでこやました ひでこやました ひでこ
∥∥∥∥著著著著

159.79159.79159.79159.79

2013201320132013年年年年6666月受入分月受入分月受入分月受入分　　　　NoNoNoNo....270270270270　　　　名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館
イランのシーアイランのシーアイランのシーアイランのシーア派派派派イスラームイスラームイスラームイスラーム学教学教学教学教
科書科書科書科書

富田富田富田富田／／／／健次健次健次健次∥∥∥∥訳訳訳訳 167.8167.8167.8167.8

総記総記総記総記
東條英機東條英機東條英機東條英機、「、「、「、「大東亜戦争大東亜戦争大東亜戦争大東亜戦争のののの真実真実真実真実」」」」
をををを語語語語るるるる

大川 隆法大川 隆法大川 隆法大川 隆法∥∥∥∥著著著著 169.1169.1169.1169.1

010.216010.216010.216010.216
図説地図図説地図図説地図図説地図とあらすじでわかるとあらすじでわかるとあらすじでわかるとあらすじでわかる!!!!伊伊伊伊
勢参勢参勢参勢参りとりとりとりと熊野詣熊野詣熊野詣熊野詣でででで

茂木 貞純茂木 貞純茂木 貞純茂木 貞純∥∥∥∥監修監修監修監修 175.8175.8175.8175.8

文化文化文化文化をををを育育育育むノルウェーのむノルウェーのむノルウェーのむノルウェーの図書館図書館図書館図書館
マグヌスセンマグヌスセンマグヌスセンマグヌスセン矢部矢部矢部矢部
直美直美直美直美∥∥∥∥著著著著

010.239010.239010.239010.239 出雲大社出雲大社出雲大社出雲大社ゆるりゆるりゆるりゆるり旅旅旅旅 錦田 剛志錦田 剛志錦田 剛志錦田 剛志∥∥∥∥文文文文 175.97175.97175.97175.97

010.5010.5010.5010.5 185.91185.91185.91185.91

ぼくはぼくはぼくはぼくは、、、、図書館図書館図書館図書館がすきがすきがすきがすき 漆原 宏漆原 宏漆原 宏漆原 宏∥∥∥∥著著著著 016.21016.21016.21016.21 明日明日明日明日はははは晴晴晴晴れれれれ 瀬戸内 寂聴瀬戸内 寂聴瀬戸内 寂聴瀬戸内 寂聴∥∥∥∥著著著著 188.44188.44188.44188.44

図書館図書館図書館図書館がががが街街街街をををを創創創創るるるる。。。。 楽園計画楽園計画楽園計画楽園計画∥∥∥∥編編編編 016.219016.219016.219016.219 あなたのあなたのあなたのあなたの知知知知らないらないらないらない道元道元道元道元とととと曹洞宗曹洞宗曹洞宗曹洞宗 山折 哲雄山折 哲雄山折 哲雄山折 哲雄∥∥∥∥監修監修監修監修 188.8188.8188.8188.8

学校司書学校司書学校司書学校司書たちのたちのたちのたちの開拓記開拓記開拓記開拓記
五十嵐 絹子五十嵐 絹子五十嵐 絹子五十嵐 絹子∥∥∥∥編編編編
著著著著

017.017.017.017. 原子力原子力原子力原子力とととと人間人間人間人間
森野 善右衛門森野 善右衛門森野 善右衛門森野 善右衛門∥∥∥∥
著著著著

190.4190.4190.4190.4

学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館をををを活用活用活用活用したしたしたした学習指導学習指導学習指導学習指導
実践事例集実践事例集実践事例集実践事例集

日本学校図書館学会学校図書日本学校図書館学会学校図書日本学校図書館学会学校図書日本学校図書館学会学校図書
館研究会館研究会館研究会館研究会∥∥∥∥編著編著編著編著 017.017.017.017.

サンティアゴ・デ・コンポステーラサンティアゴ・デ・コンポステーラサンティアゴ・デ・コンポステーラサンティアゴ・デ・コンポステーラ
とととと巡礼巡礼巡礼巡礼のののの道道道道

グザヴィエグザヴィエグザヴィエグザヴィエ　　　　バラルバラルバラルバラル
イイイイ　　　　アルテアルテアルテアルテ∥∥∥∥著著著著

196.8196.8196.8196.8

小学校小学校小学校小学校におけるにおけるにおけるにおける学学学学びびびび方方方方のののの指導指導指導指導 徳田 悦子徳田 悦子徳田 悦子徳田 悦子∥∥∥∥著著著著 017.2017.2017.2017.2 歴史歴史歴史歴史・・・・地理地理地理地理

賢人賢人賢人賢人のののの読書術読書術読書術読書術 成毛 眞成毛 眞成毛 眞成毛 眞∥∥∥∥監修監修監修監修 019.12019.12019.12019.12 毒殺毒殺毒殺毒殺のののの世界史 下世界史 下世界史 下世界史 下
フランク・コラールフランク・コラールフランク・コラールフランク・コラール
∥∥∥∥著著著著

209209209209

そのそのそのその本本本本、、、、読読読読みたいみたいみたいみたい! ! ! ! 低学年低学年低学年低学年 村上 淳子村上 淳子村上 淳子村上 淳子∥∥∥∥編著編著編著編著 019.5019.5019.5019.5 逆説逆説逆説逆説のののの日本史 日本史 日本史 日本史 19191919 井沢 元彦井沢 元彦井沢 元彦井沢 元彦∥∥∥∥著著著著 210.04210.04210.04210.04

そのそのそのその本本本本、、、、読読読読みたいみたいみたいみたい! ! ! ! 高学年高学年高学年高学年 村上 淳子村上 淳子村上 淳子村上 淳子∥∥∥∥編著編著編著編著 019.5019.5019.5019.5 210.1210.1210.1210.1

絵本絵本絵本絵本BOOK END BOOK END BOOK END BOOK END 2012201220122012
絵本学会機関誌編絵本学会機関誌編絵本学会機関誌編絵本学会機関誌編
集委員会集委員会集委員会集委員会∥∥∥∥編集編集編集編集

019.53019.53019.53019.53 風土記研究風土記研究風土記研究風土記研究のののの最前線最前線最前線最前線 橋本 雅之橋本 雅之橋本 雅之橋本 雅之∥∥∥∥著著著著 210.3210.3210.3210.3

京都図書館紀行京都図書館紀行京都図書館紀行京都図書館紀行

ず・ぼん  ず・ぼん  ず・ぼん  ず・ぼん  18181818 おおおお寺寺寺寺とととと神社神社神社神社のののの地図帳地図帳地図帳地図帳

NHKNHKNHKNHKさかのぼりさかのぼりさかのぼりさかのぼり日本史日本史日本史日本史　　　　外交篇外交篇外交篇外交篇5555～～～～7777

集委員会集委員会集委員会集委員会∥∥∥∥編集編集編集編集

検閲帝国検閲帝国検閲帝国検閲帝国ハプスブルクハプスブルクハプスブルクハプスブルク 菊池 良生菊池 良生菊池 良生菊池 良生∥∥∥∥著著著著 023.8023.8023.8023.8 壬申壬申壬申壬申のののの乱乱乱乱をををを歩歩歩歩くくくく 倉本倉本倉本倉本／／／／一宏一宏一宏一宏∥∥∥∥著著著著 210.34210.34210.34210.34

なぜなぜなぜなぜ本屋本屋本屋本屋にににに行行行行くとアイデアがくとアイデアがくとアイデアがくとアイデアが生生生生まままま
れるのかれるのかれるのかれるのか

嶋 浩一郎嶋 浩一郎嶋 浩一郎嶋 浩一郎∥∥∥∥著著著著 024.024.024.024. 秀吉秀吉秀吉秀吉のののの陰謀陰謀陰謀陰謀 井上 慶雪井上 慶雪井上 慶雪井上 慶雪∥∥∥∥著著著著 210.48210.48210.48210.48

世界世界世界世界でででで最最最最もももも美美美美しいしいしいしい書店書店書店書店 清水 玲奈清水 玲奈清水 玲奈清水 玲奈∥∥∥∥著著著著 024.024.024.024. 誰誰誰誰もがもがもがもが書書書書かなかったかなかったかなかったかなかった日本日本日本日本のののの戦争戦争戦争戦争
田原田原田原田原／／／／総一朗総一朗総一朗総一朗∥∥∥∥
著著著著

210.6210.6210.6210.6

赤木赤木赤木赤木かんかんかんかん子子子子のののの読書力読書力読書力読書力アップアップアップアップ!!!!学校学校学校学校
図書館図書館図書館図書館のののの本本本本のえらびのえらびのえらびのえらび方方方方

赤木 赤木 赤木 赤木 かんかんかんかん子子子子∥∥∥∥著著著著 028.09028.09028.09028.09 もういちどもういちどもういちどもういちど読読読読むむむむ山川日本近代史山川日本近代史山川日本近代史山川日本近代史 鳥海 靖鳥海 靖鳥海 靖鳥海 靖∥∥∥∥著著著著 210.6210.6210.6210.6

ぶらりあるきシンガポールのぶらりあるきシンガポールのぶらりあるきシンガポールのぶらりあるきシンガポールの博物博物博物博物
館館館館

中村 浩中村 浩中村 浩中村 浩∥∥∥∥著著著著 069.022069.022069.022069.022 僕僕僕僕のののの島島島島はははは戦場戦場戦場戦場だっただっただっただった 佐野 眞一佐野 眞一佐野 眞一佐野 眞一∥∥∥∥著著著著 219.9219.9219.9219.9

070.070.070.070. 韓国韓国韓国韓国のののの高校歴史教科書高校歴史教科書高校歴史教科書高校歴史教科書 三橋三橋三橋三橋／／／／広夫広夫広夫広夫∥∥∥∥訳訳訳訳 221.01221.01221.01221.01

ベトナムのベトナムのベトナムのベトナムの歴史歴史歴史歴史
ファン・ゴク・リエファン・ゴク・リエファン・ゴク・リエファン・ゴク・リエ
ンンンン∥∥∥∥監修監修監修監修

223.1223.1223.1223.1

パンセパンセパンセパンセ 鹿島 茂鹿島 茂鹿島 茂鹿島 茂∥∥∥∥著著著著 135.25135.25135.25135.25 ブータンのブータンのブータンのブータンの歴史歴史歴史歴史
ブータンブータンブータンブータン王国教王国教王国教王国教
育省教育部育省教育部育省教育部育省教育部∥∥∥∥編編編編

225.88225.88225.88225.88

好好好好きききき、、、、嫌嫌嫌嫌いのいのいのいの正体正体正体正体 林 成之林 成之林 成之林 成之∥∥∥∥著著著著 141.21141.21141.21141.21
ギリシア・ローマギリシア・ローマギリシア・ローマギリシア・ローマ文化誌百科文化誌百科文化誌百科文化誌百科　　　　上上上上
下下下下

ナイジェル・スパナイジェル・スパナイジェル・スパナイジェル・スパ
イヴィーイヴィーイヴィーイヴィー∥∥∥∥著著著著

231231231231

錯視錯視錯視錯視とととと錯覚錯覚錯覚錯覚のののの科学科学科学科学 北岡 明佳北岡 明佳北岡 明佳北岡 明佳∥∥∥∥監修監修監修監修 145.5145.5145.5145.5 新新新新・ローマ・ローマ・ローマ・ローマ帝国衰亡史帝国衰亡史帝国衰亡史帝国衰亡史 南川 高志南川 高志南川 高志南川 高志∥∥∥∥著著著著 232.8232.8232.8232.8

決定版決定版決定版決定版!!!!夢占夢占夢占夢占いいいい
梶原 梶原 梶原 梶原 まさゆめまさゆめまさゆめまさゆめ∥∥∥∥
著著著著

148.9148.9148.9148.9
写真写真写真写真でででで見見見見るヒトラーるヒトラーるヒトラーるヒトラー政権下政権下政権下政権下のののの人人人人びびびび
とととととととと日常日常日常日常

マシュー・セリグマシュー・セリグマシュー・セリグマシュー・セリグ
マンマンマンマン∥∥∥∥著著著著

234.07234.07234.07234.07

いつやるかいつやるかいつやるかいつやるか????今今今今でしょでしょでしょでしょ!!!! 林 修林 修林 修林 修∥∥∥∥著著著著 159159159159 レーニンのレーニンのレーニンのレーニンの墓墓墓墓　　　　上下上下上下上下
デイヴィッド・レムデイヴィッド・レムデイヴィッド・レムデイヴィッド・レム
ニックニックニックニック∥∥∥∥著著著著

238.08238.08238.08238.08

今今今今やるやるやるやる人人人人になるになるになるになる40404040のののの習慣習慣習慣習慣 林 修林 修林 修林 修∥∥∥∥著著著著 159159159159
日本男子日本男子日本男子日本男子ならならならなら知知知知っておきたいっておきたいっておきたいっておきたい悪悪悪悪
妻妻妻妻のののの日本史日本史日本史日本史

清水 昇清水 昇清水 昇清水 昇∥∥∥∥著著著著 281.04281.04281.04281.04

3333....11111111大震災 日本記者大震災 日本記者大震災 日本記者大震災 日本記者クラブのクラブのクラブのクラブの会見会見会見会見からからからから

哲学哲学哲学哲学・・・・宗教宗教宗教宗教



秀吉秀吉秀吉秀吉のののの出自出自出自出自とととと出世伝説出世伝説出世伝説出世伝説 渡邊 大門渡邊 大門渡邊 大門渡邊 大門∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1 2014201420142014年年年年のののの大転換大転換大転換大転換 菅下 清廣菅下 清廣菅下 清廣菅下 清廣∥∥∥∥著著著著 332.11332.11332.11332.11

マヨラナマヨラナマヨラナマヨラナ
ジョアオジョアオジョアオジョアオ　　　　マゲイマゲイマゲイマゲイ
ジョジョジョジョ∥∥∥∥著著著著

289.3289.3289.3289.3
竹中先生竹中先生竹中先生竹中先生、、、、日本経済次日本経済次日本経済次日本経済次はどうなりはどうなりはどうなりはどうなり
ますかますかますかますか????

竹中 平蔵竹中 平蔵竹中 平蔵竹中 平蔵∥∥∥∥著著著著 332.11332.11332.11332.11

命命命命をををを救救救救ったったったった道具道具道具道具たちたちたちたち 高橋 大輔高橋 大輔高橋 大輔高橋 大輔∥∥∥∥著著著著 290.91290.91290.91290.91 青年海外協力隊員青年海外協力隊員青年海外協力隊員青年海外協力隊員になるにはになるにはになるにはになるには 横山 和子横山 和子横山 和子横山 和子∥∥∥∥著著著著 333.8333.8333.8333.8

原色日本島図鑑原色日本島図鑑原色日本島図鑑原色日本島図鑑 加藤 庸二加藤 庸二加藤 庸二加藤 庸二∥∥∥∥著著著著 291.09291.09291.09291.09 少子化論少子化論少子化論少子化論 松田 茂樹松田 茂樹松田 茂樹松田 茂樹∥∥∥∥著著著著 334.31334.31334.31334.31

おかしなジパングおかしなジパングおかしなジパングおかしなジパング図版帖図版帖図版帖図版帖 宮田 珠己宮田 珠己宮田 珠己宮田 珠己∥∥∥∥著著著著 291.09291.09291.09291.09 地域発地域発地域発地域発イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション　　　　2222
地域発地域発地域発地域発イノベーションイノベーションイノベーションイノベーション事例調査事例調査事例調査事例調査
研究研究研究研究プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト∥∥∥∥編著編著編著編著 335.21335.21335.21335.21

城城城城ガールガールガールガール
歴史魂編集部歴史魂編集部歴史魂編集部歴史魂編集部∥∥∥∥
編編編編

291.09291.09291.09291.09 東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災からのからのからのからの復興復興復興復興
カメイカメイカメイカメイ株式会社 災株式会社 災株式会社 災株式会社 災
害復興推進室害復興推進室害復興推進室害復興推進室∥∥∥∥編編編編

335.4335.4335.4335.4

291.09291.09291.09291.09 こうしてこうしてこうしてこうして組織組織組織組織はははは腐敗腐敗腐敗腐敗するするするする 中島 隆信中島 隆信中島 隆信中島 隆信∥∥∥∥著著著著 335.89335.89335.89335.89

291.25291.25291.25291.25
「「「「気気気気がきくがきくがきくがきく人人人人」」」」とととと思思思思わせるわせるわせるわせる103103103103のののの心心心心
理誘導理誘導理誘導理誘導テクニックテクニックテクニックテクニック

神岡 真司神岡 真司神岡 真司神岡 真司∥∥∥∥著著著著 336.49336.49336.49336.49

291.26291.26291.26291.26 怒怒怒怒られないられないられないられない技術技術技術技術 内藤 誼人内藤 誼人内藤 誼人内藤 誼人∥∥∥∥著著著著 336.49336.49336.49336.49

江戸色街散歩江戸色街散歩江戸色街散歩江戸色街散歩 岩永 文夫岩永 文夫岩永 文夫岩永 文夫∥∥∥∥筆筆筆筆 291.36291.36291.36291.36 藩札藩札藩札藩札のののの経済学経済学経済学経済学 鹿野鹿野鹿野鹿野／／／／嘉昭嘉昭嘉昭嘉昭∥∥∥∥著著著著 337.21337.21337.21337.21

東海道東海道東海道東海道をををを歩歩歩歩くくくく 本多本多本多本多／／／／隆成隆成隆成隆成∥∥∥∥著著著著 291.5291.5291.5291.5
統制統制統制統制がががが始始始始まるまるまるまる急急急急いでいでいでいで金金金金をををを買買買買いないないないな
さいさいさいさい

副島 隆彦副島 隆彦副島 隆彦副島 隆彦∥∥∥∥著著著著 337.31337.31337.31337.31

富士山富士山富士山富士山をををを知知知知るるるる事典事典事典事典 渡邊 定元渡邊 定元渡邊 定元渡邊 定元∥∥∥∥編編編編 291.51291.51291.51291.51
賢賢賢賢いいいい芸人芸人芸人芸人がががが焼焼焼焼きききき肉屋肉屋肉屋肉屋をををを始始始始めるめるめるめる理理理理
由由由由

岡本 和久岡本 和久岡本 和久岡本 和久∥∥∥∥著著著著 338.18338.18338.18338.18

291.51291.51291.51291.51 国家国家国家国家はははは破綻破綻破綻破綻するするするする
カーメン・カーメン・カーメン・カーメン・Ｍ．Ｍ．Ｍ．Ｍ．ライライライライ
ンハートンハートンハートンハート∥∥∥∥著著著著

338.19338.19338.19338.19

292.37292.37292.37292.37 クレジットカードクレジットカードクレジットカードクレジットカード用語事典用語事典用語事典用語事典 末藤末藤末藤末藤／／／／高義高義高義高義∥∥∥∥著著著著 338.7338.7338.7338.7

ローマローマローマローマ帝国帝国帝国帝国とととと地中海文明地中海文明地中海文明地中海文明をををを歩歩歩歩くくくく 本村 凌二本村 凌二本村 凌二本村 凌二∥∥∥∥編編編編 293.09293.09293.09293.09 349349349349

全国公共宿舎全国公共宿舎全国公共宿舎全国公共宿舎ガイドガイドガイドガイド

るるぶるるぶるるぶるるぶ山形山形山形山形　　　　''''14141414

るるぶるるぶるるぶるるぶ会津磐梯福島会津磐梯福島会津磐梯福島会津磐梯福島　　　　''''14141414

河口湖河口湖河口湖河口湖・・・・山中湖 富士山山中湖 富士山山中湖 富士山山中湖 富士山　　　　''''14141414

るるぶプーケット・サムイるるぶプーケット・サムイるるぶプーケット・サムイるるぶプーケット・サムイ島島島島　　　　2013201320132013

自治体破綻自治体破綻自治体破綻自治体破綻!!!!どうどうどうどう乗乗乗乗りりりり越越越越えるえるえるえる

想想想想いいいい出出出出のののの地地地地をををを旅旅旅旅してしてしてして
西山 裕子西山 裕子西山 裕子西山 裕子∥∥∥∥文文文文
絵絵絵絵　　　　写真写真写真写真

293.33293.33293.33293.33 コミュニケイションのレッスンコミュニケイションのレッスンコミュニケイションのレッスンコミュニケイションのレッスン 鴻上 尚史鴻上 尚史鴻上 尚史鴻上 尚史∥∥∥∥著著著著 361.45361.45361.45361.45

294.2294.2294.2294.2 親親親親のののの家家家家をををを片片片片づけるづけるづけるづける 主婦主婦主婦主婦のののの友社友社友社友社∥∥∥∥編編編編 365365365365

295.3295.3295.3295.3 「「「「働働働働くくくく」」」」ためにためにためにために必要必要必要必要なことなことなことなこと 品川 裕香品川 裕香品川 裕香品川 裕香∥∥∥∥著著著著 366.29366.29366.29366.29

社会科学社会科学社会科学社会科学 部長部長部長部長、、、、そのそのそのその恋愛恋愛恋愛恋愛はセクハラですはセクハラですはセクハラですはセクハラです!!!! 牟田 和恵牟田 和恵牟田 和恵牟田 和恵∥∥∥∥著著著著 366.3366.3366.3366.3

知知知知らないとらないとらないとらないと恥恥恥恥をかくをかくをかくをかく世界世界世界世界のののの大問題大問題大問題大問題
4444

池上 彰池上 彰池上 彰池上 彰∥∥∥∥著著著著 304304304304 写真写真写真写真でみるでみるでみるでみる女性女性女性女性とととと戦争戦争戦争戦争
ブレンダブレンダブレンダブレンダ　　　　ラルフラルフラルフラルフ
ルイスルイスルイスルイス∥∥∥∥著著著著

367.2367.2367.2367.2

池上彰池上彰池上彰池上彰のののの学学学学べるニュースべるニュースべるニュースべるニュース　　　　6666 池上 彰池上 彰池上 彰池上 彰∥∥∥∥著著著著 304304304304
男女共同参画男女共同参画男女共同参画男女共同参画によるによるによるによる日本社会日本社会日本社会日本社会のののの
経済経済経済経済・・・・経営経営経営経営・・・・地域活性化戦略地域活性化戦略地域活性化戦略地域活性化戦略

吉田 浩吉田 浩吉田 浩吉田 浩∥∥∥∥編編編編 367.21367.21367.21367.21

マオキッズマオキッズマオキッズマオキッズ 八木澤 高明八木澤 高明八木澤 高明八木澤 高明∥∥∥∥著著著著 309.32309.32309.32309.32 女女女女たちのたちのたちのたちの韓流韓流韓流韓流 山下 英愛山下 英愛山下 英愛山下 英愛∥∥∥∥著著著著 367.22367.22367.22367.22

平成平成平成平成デモクラシーデモクラシーデモクラシーデモクラシー 佐佐佐佐々々々々木 毅木 毅木 毅木 毅∥∥∥∥編著編著編著編著 312.1312.1312.1312.1
なぜなぜなぜなぜ日本人日本人日本人日本人はははは世間世間世間世間とととと寝寝寝寝たがるのたがるのたがるのたがるの
かかかか

佐藤 直樹佐藤 直樹佐藤 直樹佐藤 直樹∥∥∥∥著著著著 367.3367.3367.3367.3

「「「「アンネ・フランクアンネ・フランクアンネ・フランクアンネ・フランク」」」」をををを超超超超えてえてえてえて
ダイアン・ローレダイアン・ローレダイアン・ローレダイアン・ローレ
ン・ウルフン・ウルフン・ウルフン・ウルフ∥∥∥∥著著著著

316.88316.88316.88316.88 男男男男はははは邪魔邪魔邪魔邪魔!!!! 高橋 秀実高橋 秀実高橋 秀実高橋 秀実∥∥∥∥著著著著 367.5367.5367.5367.5

みるみるみるみるみるみるみるみる仕事仕事仕事仕事がががが片片片片づくづくづくづく!!!!公務員公務員公務員公務員のののの
時間術時間術時間術時間術

定野 司定野 司定野 司定野 司∥∥∥∥著著著著 318.37318.37318.37318.37
学校現場学校現場学校現場学校現場でででで役立役立役立役立つつつつ子子子子どもどもどもども虐待対虐待対虐待対虐待対
応応応応のののの手引手引手引手引きききき

玉井 邦夫玉井 邦夫玉井 邦夫玉井 邦夫∥∥∥∥著著著著 367.6367.6367.6367.6

朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮をををを愛愛愛愛しししし、、、、朝鮮朝鮮朝鮮朝鮮にににに愛愛愛愛されたされたされたされた日日日日
本人本人本人本人

江宮 隆之江宮 隆之江宮 隆之江宮 隆之∥∥∥∥著著著著 319.1319.1319.1319.1 「「「「買買買買いいいい物難民物難民物難民物難民」」」」をなくせをなくせをなくせをなくせ!!!! 杉田 聡杉田 聡杉田 聡杉田 聡∥∥∥∥著著著著 369.26369.26369.26369.26

在日外国人在日外国人在日外国人在日外国人 田中 宏田中 宏田中 宏田中 宏∥∥∥∥著著著著 329.9329.9329.9329.9 啓啓啓啓けけけけ!!!!
岩田 岩田 岩田 岩田 やすてるやすてるやすてるやすてる∥∥∥∥
著著著著

369.31369.31369.31369.31

新自由主義新自由主義新自由主義新自由主義のののの帰結帰結帰結帰結 服部 茂幸服部 茂幸服部 茂幸服部 茂幸∥∥∥∥著著著著 331.7331.7331.7331.7 千年災禍千年災禍千年災禍千年災禍のののの海辺学海辺学海辺学海辺学 東北学院大学震災東北学院大学震災東北学院大学震災東北学院大学震災のののの記録記録記録記録プロプロプロプロ
ジェクトジェクトジェクトジェクト金菱清金菱清金菱清金菱清((((ゼミナールゼミナールゼミナールゼミナール))))∥∥∥∥編編編編 369.31369.31369.31369.31

るるぶエジプトるるぶエジプトるるぶエジプトるるぶエジプト　　　　2013201320132013

るるぶアメリカるるぶアメリカるるぶアメリカるるぶアメリカ西海岸西海岸西海岸西海岸　　　　2013201320132013



東日本大震災復興研究東日本大震災復興研究東日本大震災復興研究東日本大震災復興研究　　　　2222 東北大学大学院経済学研究科地域産業復興調東北大学大学院経済学研究科地域産業復興調東北大学大学院経済学研究科地域産業復興調東北大学大学院経済学研究科地域産業復興調

査研究査研究査研究査研究プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト∥∥∥∥編編編編 369.31369.31369.31369.31 正解正解正解正解のないのないのないのない大人大人大人大人のマナーのマナーのマナーのマナー集集集集 福島 由美福島 由美福島 由美福島 由美∥∥∥∥監修監修監修監修 385.9385.9385.9385.9

あのあのあのあの日日日日をををを忘忘忘忘れない れない れない れない 2011201120112011....3333....11111111
東北税理士会東北税理士会東北税理士会東北税理士会∥∥∥∥
編集編集編集編集

369.31369.31369.31369.31
親子親子親子親子でででで楽楽楽楽しむしむしむしむ12121212カカカカ月月月月のキッズイのキッズイのキッズイのキッズイ
ベントベントベントベント

辰元 草子辰元 草子辰元 草子辰元 草子∥∥∥∥著著著著 385.93385.93385.93385.93

被災地被災地被災地被災地のののの本当本当本当本当のののの話話話話をしようをしようをしようをしよう 戸羽 太戸羽 太戸羽 太戸羽 太∥∥∥∥著著著著 369.31369.31369.31369.31 昔昔昔昔ばなしばなしばなしばなし 古川 古川 古川 古川 のりのりのりのり子子子子∥∥∥∥著著著著 388.1388.1388.1388.1

369.31369.31369.31369.31 自然科学自然科学自然科学自然科学

369.31369.31369.31369.31 誰誰誰誰かにかにかにかに話話話話してみたくなるしてみたくなるしてみたくなるしてみたくなる数学小噺数学小噺数学小噺数学小噺 芳沢 光雄芳沢 光雄芳沢 光雄芳沢 光雄∥∥∥∥著著著著 410.4410.4410.4410.4

未来未来未来未来につながるボランティアにつながるボランティアにつながるボランティアにつながるボランティア 藤田 久美藤田 久美藤田 久美藤田 久美∥∥∥∥編著編著編著編著 369.7369.7369.7369.7 「「「「単位単位単位単位」」」」のののの早早早早わかりわかりわかりわかり便利帳便利帳便利帳便利帳
ホームライフホームライフホームライフホームライフ取材取材取材取材
班班班班∥∥∥∥編編編編

420.75420.75420.75420.75

369.7369.7369.7369.7 量子革命量子革命量子革命量子革命
マンジットマンジットマンジットマンジット　　　　クククク
マールマールマールマール∥∥∥∥著著著著

421.3421.3421.3421.3

教育教育教育教育のののの根本問題根本問題根本問題根本問題とととと教育立国教育立国教育立国教育立国へのへのへのへの
道続編道続編道続編道続編

出井 数彦出井 数彦出井 数彦出井 数彦∥∥∥∥編著編著編著編著 370.4370.4370.4370.4 宇宙宇宙宇宙宇宙はこうはこうはこうはこう考考考考えられているえられているえられているえられている 青野 由利青野 由利青野 由利青野 由利∥∥∥∥著著著著 443.9443.9443.9443.9

爆笑問題爆笑問題爆笑問題爆笑問題とととと考考考考えるいじめというえるいじめというえるいじめというえるいじめという怪怪怪怪
物物物物

太田 光太田 光太田 光太田 光∥∥∥∥著著著著 371.42371.42371.42371.42 江戸幕末和洋暦換算事典江戸幕末和洋暦換算事典江戸幕末和洋暦換算事典江戸幕末和洋暦換算事典 釣 洋一釣 洋一釣 洋一釣 洋一∥∥∥∥著著著著 449.3449.3449.3449.3

子育子育子育子育てててて電話相談電話相談電話相談電話相談のののの実際実際実際実際
東京臨床心理士東京臨床心理士東京臨床心理士東京臨床心理士
会会会会∥∥∥∥編編編編

371.43371.43371.43371.43 地球驚異地球驚異地球驚異地球驚異のののの自然現象自然現象自然現象自然現象
ロバート  ディンロバート  ディンロバート  ディンロバート  ディン
ウィディウィディウィディウィディ∥∥∥∥著著著著

450.38450.38450.38450.38

バカバカバカバカ学生学生学生学生にににに誰誰誰誰がしたがしたがしたがした???? 新井 立夫新井 立夫新井 立夫新井 立夫∥∥∥∥著著著著 375.25375.25375.25375.25
いまいまいまいま地球地球地球地球にはにはにはには不気味不気味不気味不気味なななな変化変化変化変化がががが起起起起
きているきているきているきている

クライメートクライメートクライメートクライメート　　　　センセンセンセン
トラルトラルトラルトラル∥∥∥∥著著著著

451.85451.85451.85451.85

キャリアキャリアキャリアキャリア教育教育教育教育のウソのウソのウソのウソ
児美川 孝一郎児美川 孝一郎児美川 孝一郎児美川 孝一郎∥∥∥∥
著著著著

375.6375.6375.6375.6 海海海海とととと環境環境環境環境のののの図鑑図鑑図鑑図鑑
ジョン  ファーンドジョン  ファーンドジョン  ファーンドジョン  ファーンド
ンンンン∥∥∥∥著著著著

452.04452.04452.04452.04

みんなのみんなのみんなのみんなの群読脚本集群読脚本集群読脚本集群読脚本集
重水 健介重水 健介重水 健介重水 健介∥∥∥∥編編編編
脚色脚色脚色脚色

375.8375.8375.8375.8
東北地方太平洋沖地震津波東北地方太平洋沖地震津波東北地方太平洋沖地震津波東北地方太平洋沖地震津波にににに関関関関するするするする合合合合
同調査報告会予稿同調査報告会予稿同調査報告会予稿同調査報告会予稿・・・・講演資料集講演資料集講演資料集講演資料集

東北地方太平洋沖地震津波合東北地方太平洋沖地震津波合東北地方太平洋沖地震津波合東北地方太平洋沖地震津波合
同調査同調査同調査同調査グループグループグループグループ 453.2453.2453.2453.2

いつものいつものいつものいつもの行事行事行事行事をもっとをもっとをもっとをもっと楽楽楽楽しくしくしくしく 寺村 圭子寺村 圭子寺村 圭子寺村 圭子∥∥∥∥著著著著 376.14376.14376.14376.14 東日本大震災調査報告東日本大震災調査報告東日本大震災調査報告東日本大震災調査報告
防災科学技術研防災科学技術研防災科学技術研防災科学技術研
究所究所究所究所

453.21453.21453.21453.21

いつものいつものいつものいつもの手遊手遊手遊手遊びをもっとびをもっとびをもっとびをもっと楽楽楽楽しくしくしくしく 島津 多美子島津 多美子島津 多美子島津 多美子∥∥∥∥著著著著 376.16376.16376.16376.16 地球全史地球全史地球全史地球全史のののの歩歩歩歩きききき方方方方 白尾 元理白尾 元理白尾 元理白尾 元理∥∥∥∥著著著著 455455455455

君君君君はどんどんはどんどんはどんどんはどんどん大大大大きくなってきくなってきくなってきくなって僕僕僕僕はだんだんはだんだんはだんだんはだんだん小小小小さくなってさくなってさくなってさくなって
「「「「あのあのあのあの日日日日」」」」生生生生まれたまれたまれたまれた君君君君たちへたちへたちへたちへ

震災学震災学震災学震災学　　　　volvolvolvol....2222((((2013201320132013))))

震災後震災後震災後震災後にににに中高生中高生中高生中高生がががが果果果果たしたたしたたしたたした役割役割役割役割のののの記録記録記録記録プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
報告書報告書報告書報告書

よくわかるよくわかるよくわかるよくわかる0000～～～～5555歳児歳児歳児歳児のののの絵本読絵本読絵本読絵本読みみみみ
聞聞聞聞かせかせかせかせ

徳永 満理徳永 満理徳永 満理徳永 満理∥∥∥∥著著著著 376.16376.16376.16376.16 人類人類人類人類20202020万年遙万年遙万年遙万年遙かなるかなるかなるかなる旅路旅路旅路旅路
アリスアリスアリスアリス　　　　ロバーツロバーツロバーツロバーツ
∥∥∥∥著著著著

469.2469.2469.2469.2

大学図鑑大学図鑑大学図鑑大学図鑑!!!!　　　　2014201420142014
オバタ カズユキオバタ カズユキオバタ カズユキオバタ カズユキ
∥∥∥∥監監監監

376.8376.8376.8376.8 人類人類人類人類のののの進化大図鑑進化大図鑑進化大図鑑進化大図鑑
アリス  ロバーツアリス  ロバーツアリス  ロバーツアリス  ロバーツ
∥∥∥∥編著編著編著編著

469.2469.2469.2469.2

偏差値偏差値偏差値偏差値29292929のののの私私私私がががが東大東大東大東大にににに合格合格合格合格したしたしたした
超独学勉強法超独学勉強法超独学勉強法超独学勉強法

杉山 奈津子杉山 奈津子杉山 奈津子杉山 奈津子∥∥∥∥著著著著 376.8376.8376.8376.8 植物植物植物植物のあっぱれなのあっぱれなのあっぱれなのあっぱれな生生生生きききき方方方方 田中 修田中 修田中 修田中 修∥∥∥∥著著著著 471.3471.3471.3471.3

尾木尾木尾木尾木ママママママママ、、、、どうしてどうしてどうしてどうして勉強勉強勉強勉強しなきゃしなきゃしなきゃしなきゃ
いけないのいけないのいけないのいけないの????

尾木 直樹尾木 直樹尾木 直樹尾木 直樹∥∥∥∥著著著著 379.9379.9379.9379.9 岩合光昭岩合光昭岩合光昭岩合光昭とととと動物園動物園動物園動物園・・・・水族館水族館水族館水族館をををを歩歩歩歩くくくく 岩合 光昭岩合 光昭岩合 光昭岩合 光昭∥∥∥∥著著著著 480.76480.76480.76480.76

親親親親のののの計計計計らいらいらいらい 曽野 綾子曽野 綾子曽野 綾子曽野 綾子∥∥∥∥著著著著 379.9379.9379.9379.9 シロアリシロアリシロアリシロアリ 松浦 健二松浦 健二松浦 健二松浦 健二∥∥∥∥著著著著 486.32486.32486.32486.32

「「「「片片片片づけがづけがづけがづけが苦手苦手苦手苦手なななな子子子子」」」」がががが驚驚驚驚くほどくほどくほどくほど
変変変変わるわるわるわる本本本本

有賀 照枝有賀 照枝有賀 照枝有賀 照枝∥∥∥∥著著著著 379.91379.91379.91379.91 繭繭繭繭ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック 三田村 敏正三田村 敏正三田村 敏正三田村 敏正∥∥∥∥著著著著 486.8486.8486.8486.8

アイヌアイヌアイヌアイヌ民族民族民族民族：：：：歴史歴史歴史歴史とととと現在現在現在現在 アイヌアイヌアイヌアイヌ民族民族民族民族：：：：歴史歴史歴史歴史とととと現在現在現在現在((((教師用教師用教師用教師用
指導書指導書指導書指導書))))編集委員会編集委員会編集委員会編集委員会 382382382382 看取看取看取看取りりりり士士士士 柴田 久美子柴田 久美子柴田 久美子柴田 久美子∥∥∥∥著著著著 490.14490.14490.14490.14

暮暮暮暮らしにらしにらしにらしに役立役立役立役立つつつつ!!!!結結結結ぶぶぶぶ、、、、しばるしばるしばるしばる、、、、ほほほほ
どくどくどくどく

主婦主婦主婦主婦のののの友社友社友社友社∥∥∥∥編編編編 383383383383 からだのからだのからだのからだの中中中中のののの外界腸外界腸外界腸外界腸のふしぎのふしぎのふしぎのふしぎ 上野川 修一上野川 修一上野川 修一上野川 修一∥∥∥∥著著著著 491.35491.35491.35491.35

世界世界世界世界のかわいいのかわいいのかわいいのかわいい民族衣装民族衣装民族衣装民族衣装 上羽 陽子上羽 陽子上羽 陽子上羽 陽子∥∥∥∥監修監修監修監修 383.1383.1383.1383.1 腎臓腎臓腎臓腎臓のはなしのはなしのはなしのはなし 坂井 建雄坂井 建雄坂井 建雄坂井 建雄∥∥∥∥著著著著 491.35491.35491.35491.35

日本日本日本日本のののの食食食食はどうはどうはどうはどう変変変変わってきたかわってきたかわってきたかわってきたか 原田 信男原田 信男原田 信男原田 信男∥∥∥∥著著著著 383.81383.81383.81383.81 「「「「左脳左脳左脳左脳・・・・右脳神話右脳神話右脳神話右脳神話」」」」のののの誤解誤解誤解誤解をををを解解解解くくくく 八田 武志八田 武志八田 武志八田 武志∥∥∥∥著著著著 491.37491.37491.37491.37

江戸江戸江戸江戸のののの献立献立献立献立 福田 浩福田 浩福田 浩福田 浩∥∥∥∥著著著著 383.81383.81383.81383.81
もしかしてもしかしてもしかしてもしかして大人大人大人大人ののののADHDADHDADHDADHDかもかもかもかも????とととと
思思思思ったらったらったらったら読読読読むむむむ本本本本

増田 剛己増田 剛己増田 剛己増田 剛己∥∥∥∥著著著著 493.73493.73493.73493.73

たべものたべものたべものたべもの起源事典起源事典起源事典起源事典 岡田 哲岡田 哲岡田 哲岡田 哲∥∥∥∥著著著著
B383.8B383.8B383.8B383.8

1111
ストレスとストレスとストレスとストレスと適応障害適応障害適応障害適応障害 岡田 尊司岡田 尊司岡田 尊司岡田 尊司∥∥∥∥著著著著 493.74493.74493.74493.74

にほんのあそびのにほんのあそびのにほんのあそびのにほんのあそびの教科書教科書教科書教科書
にほんのあそびにほんのあそびにほんのあそびにほんのあそび研研研研
究委員会究委員会究委員会究委員会∥∥∥∥編編編編

384.55384.55384.55384.55
彼女彼女彼女彼女たちはなぜたちはなぜたちはなぜたちはなぜ万引万引万引万引きがやめらきがやめらきがやめらきがやめら
れないのかれないのかれないのかれないのか????

河村 重実河村 重実河村 重実河村 重実∥∥∥∥著著著著 493.74493.74493.74493.74



子供子供子供子供をゲームをゲームをゲームをゲーム依存症依存症依存症依存症からからからから救救救救うううう精精精精
神科医神科医神科医神科医のののの治療法治療法治療法治療法

岩崎 正人岩崎 正人岩崎 正人岩崎 正人∥∥∥∥著著著著 493.94493.94493.94493.94 100100100100年住年住年住年住めるめるめるめる床下床下床下床下リフォームリフォームリフォームリフォーム術術術術 雨宮 秀寿雨宮 秀寿雨宮 秀寿雨宮 秀寿∥∥∥∥著著著著 527527527527

受精卵診断受精卵診断受精卵診断受精卵診断とととと出生前診断出生前診断出生前診断出生前診断 利光 惠子利光 惠子利光 惠子利光 惠子∥∥∥∥著著著著 495.48495.48495.48495.48 「「「「旧家旧家旧家旧家にににに住住住住まうまうまうまう」」」」それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの理由理由理由理由
旧家再生研究所旧家再生研究所旧家再生研究所旧家再生研究所
∥∥∥∥編編編編

527527527527

くわしくくわしくくわしくくわしく知知知知りたいりたいりたいりたい目目目目のののの病気病気病気病気
大鹿 哲郎大鹿 哲郎大鹿 哲郎大鹿 哲郎∥∥∥∥総監総監総監総監
修修修修

496.3496.3496.3496.3 527527527527

100100100100歳歳歳歳までまでまでまで自分自分自分自分のののの歯歯歯歯をををを残残残残すすすす4444つのつのつのつの
方法方法方法方法

木野 孔司木野 孔司木野 孔司木野 孔司∥∥∥∥著著著著 497.9497.9497.9497.9 停電停電停電停電がががが一番一番一番一番わかるわかるわかるわかる 大嶋 輝夫大嶋 輝夫大嶋 輝夫大嶋 輝夫∥∥∥∥著著著著 540.93540.93540.93540.93

医療事故医療事故医療事故医療事故はなぜはなぜはなぜはなぜ起起起起こるのかこるのかこるのかこるのか 押田 茂實押田 茂實押田 茂實押田 茂實∥∥∥∥著著著著 498.12498.12498.12498.12 福島原発事故福島原発事故福島原発事故福島原発事故はなぜはなぜはなぜはなぜ起起起起こったかこったかこったかこったか 畑村 洋太郎畑村 洋太郎畑村 洋太郎畑村 洋太郎∥∥∥∥著著著著 543.5543.5543.5543.5

アゴをアゴをアゴをアゴを引引引引けばけばけばけば身体身体身体身体((((からだからだからだからだ))))がががが変変変変わわわわ
るるるる

伊藤 和磨伊藤 和磨伊藤 和磨伊藤 和磨∥∥∥∥著著著著 498.3498.3498.3498.3 フェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブック若若若若きききき天才天才天才天才のののの野望野望野望野望
デビッド・カークデビッド・カークデビッド・カークデビッド・カーク
パトリックパトリックパトリックパトリック∥∥∥∥著著著著

547.48547.48547.48547.48

健康男健康男健康男健康男
AAAA....JJJJ....ジェイコブズジェイコブズジェイコブズジェイコブズ
∥∥∥∥著著著著

498.3498.3498.3498.3 世界世界世界世界をををを変変変変えたえたえたえた火薬火薬火薬火薬のののの歴史歴史歴史歴史
クライヴクライヴクライヴクライヴ　　　　ポンティポンティポンティポンティ
ングングングング∥∥∥∥著著著著

575.9575.9575.9575.9

7777のののの女女女女、、、、8888のののの男男男男 福田 千晶福田 千晶福田 千晶福田 千晶∥∥∥∥監修監修監修監修 498.3498.3498.3498.3 588.3588.3588.3588.3

498.3498.3498.3498.3 麴麴麴麴巡礼巡礼巡礼巡礼 おの みさおの みさおの みさおの みさ∥∥∥∥著著著著 588.51588.51588.51588.51

精神科医精神科医精神科医精神科医のののの禁煙教室禁煙教室禁煙教室禁煙教室 保坂 隆保坂 隆保坂 隆保坂 隆∥∥∥∥編著編著編著編著 498.32498.32498.32498.32
衣類衣類衣類衣類のののの洗濯洗濯洗濯洗濯・・・・収納収納収納収納・お・お・お・お手入手入手入手入れれれれ便便便便
利帖利帖利帖利帖

山崎 勝山崎 勝山崎 勝山崎 勝∥∥∥∥著著著著 593.5593.5593.5593.5

誰誰誰誰もももも知知知知らないらないらないらない「「「「無添加無添加無添加無添加」」」」のカラクリのカラクリのカラクリのカラクリ 西島 基弘西島 基弘西島 基弘西島 基弘∥∥∥∥著著著著 498.52498.52498.52498.52 つくってつくってつくってつくって贈贈贈贈るおるおるおるお守守守守りりりり刺刺刺刺しゅうしゅうしゅうしゅう 唐木 唐木 唐木 唐木 みゆみゆみゆみゆ∥∥∥∥著著著著 594.2594.2594.2594.2

栄養学栄養学栄養学栄養学をををを拓拓拓拓いたいたいたいた巨人巨人巨人巨人たちたちたちたち 杉 晴夫杉 晴夫杉 晴夫杉 晴夫∥∥∥∥著著著著 498.55498.55498.55498.55 てづくりロゼットてづくりロゼットてづくりロゼットてづくりロゼット
大野 紅大野 紅大野 紅大野 紅∥∥∥∥デザイデザイデザイデザイ
ンンンン　　　　製作製作製作製作

594.6594.6594.6594.6

本当本当本当本当はははは怖怖怖怖いいいい「「「「糖質制限糖質制限糖質制限糖質制限」」」」 岡本 卓岡本 卓岡本 卓岡本 卓∥∥∥∥著著著著 498.58498.58498.58498.58
アクリルフェルトでアクリルフェルトでアクリルフェルトでアクリルフェルトで作作作作るたわしカタるたわしカタるたわしカタるたわしカタ
ログログログログ100100100100

リトルバードリトルバードリトルバードリトルバード∥∥∥∥編編編編 594.9594.9594.9594.9

老化老化老化老化するするするする食事食事食事食事、、、、若返若返若返若返るるるる食事食事食事食事 PHPPHPPHPPHP研究所研究所研究所研究所∥∥∥∥編編編編 498.58498.58498.58498.58 594.9594.9594.9594.9

体体体体のののの調子調子調子調子をととのえるをととのえるをととのえるをととのえる健康常備健康常備健康常備健康常備
おかずおかずおかずおかず

藤井 恵藤井 恵藤井 恵藤井 恵∥∥∥∥著著著著 498.58498.58498.58498.58 自分自分自分自分でできるでできるでできるでできる前髪前髪前髪前髪カットカットカットカット 稲垣 俊彦稲垣 俊彦稲垣 俊彦稲垣 俊彦∥∥∥∥著著著著 595.4595.4595.4595.4

有名人有名人有名人有名人24242424人人人人いつまでもいつまでもいつまでもいつまでも輝輝輝輝くくくく人人人人のののの生生生生きききき方方方方、、、、暮暮暮暮らしらしらしらし方方方方

手作手作手作手作りウッディハウスりウッディハウスりウッディハウスりウッディハウス　　　　2013201320132013

昭和昭和昭和昭和のおのおのおのお菓子菓子菓子菓子

パッチワークのパターンレッスンパッチワークのパターンレッスンパッチワークのパターンレッスンパッチワークのパターンレッスン210210210210

おかずおかずおかずおかず
おおおお母母母母さんとさんとさんとさんと赤赤赤赤ちゃんのちゃんのちゃんのちゃんの安心安心安心安心ごはごはごはごは
んとおいしいおっぱいんとおいしいおっぱいんとおいしいおっぱいんとおいしいおっぱい

小川 隆吉小川 隆吉小川 隆吉小川 隆吉∥∥∥∥医学医学医学医学
監修監修監修監修

498.59498.59498.59498.59
40404040歳歳歳歳からのタイプからのタイプからのタイプからのタイプ別別別別ダイエットダイエットダイエットダイエット診診診診
断断断断

青木 晃青木 晃青木 晃青木 晃∥∥∥∥著著著著 595.6595.6595.6595.6

職場職場職場職場をををを襲襲襲襲うううう「「「「新型新型新型新型うつうつうつうつ」」」」
NHKNHKNHKNHK取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥編編編編
著著著著

498.8498.8498.8498.8
前島式肩甲骨前島式肩甲骨前島式肩甲骨前島式肩甲骨ウキウキウキウキウキウキウキウキ♥♥♥♥ダイエッダイエッダイエッダイエッ
トトトト

前島 敏也前島 敏也前島 敏也前島 敏也∥∥∥∥著著著著 595.6595.6595.6595.6

よくわかるよくわかるよくわかるよくわかる薬薬薬薬のののの危危危危ないないないない飲飲飲飲みみみみ方方方方、、、、飲飲飲飲
みみみみ合合合合わせわせわせわせ

加藤 哲太加藤 哲太加藤 哲太加藤 哲太∥∥∥∥監修監修監修監修 499.1499.1499.1499.1 チューブチューブチューブチューブ調味料調味料調味料調味料ですぐうまごはんですぐうまごはんですぐうまごはんですぐうまごはん 浅野 浅野 浅野 浅野 まみこまみこまみこまみこ∥∥∥∥著著著著 596596596596

技術技術技術技術・・・・実用書実用書実用書実用書
奈良奈良奈良奈良・・・・秋篠秋篠秋篠秋篠のののの森森森森「「「「なずなずなずなず菜菜菜菜」」」」のおいのおいのおいのおい
しいしいしいしい暮暮暮暮らしとレシピらしとレシピらしとレシピらしとレシピ

石村 由起子石村 由起子石村 由起子石村 由起子∥∥∥∥著著著著 596596596596

自治体自治体自治体自治体のエネルギーのエネルギーのエネルギーのエネルギー戦略戦略戦略戦略 大野 輝之大野 輝之大野 輝之大野 輝之∥∥∥∥著著著著 501.6501.6501.6501.6 丸丸丸丸のののの内内内内タニタタニタタニタタニタ食堂食堂食堂食堂 タニタタニタタニタタニタ∥∥∥∥著著著著 596596596596

近代発明家列伝近代発明家列伝近代発明家列伝近代発明家列伝 橋本 毅彦橋本 毅彦橋本 毅彦橋本 毅彦∥∥∥∥著著著著 507.1507.1507.1507.1 主菜主菜主菜主菜 飛田 和緒飛田 和緒飛田 和緒飛田 和緒∥∥∥∥著著著著 596596596596

メイドインジャパンメイドインジャパンメイドインジャパンメイドインジャパン驕驕驕驕りのりのりのりの代償代償代償代償 井上 久男井上 久男井上 久男井上 久男∥∥∥∥著著著著 509.21509.21509.21509.21 596596596596

公共事業公共事業公共事業公共事業がががが日本日本日本日本をををを救救救救うううう 藤井 聡藤井 聡藤井 聡藤井 聡∥∥∥∥著著著著 510.9510.9510.9510.9 ちょこっとちょこっとちょこっとちょこっと漬漬漬漬けものけものけものけもの 石原 洋子石原 洋子石原 洋子石原 洋子∥∥∥∥著著著著 596.3596.3596.3596.3

正正正正々々々々堂堂堂堂々々々々とととと「「「「公共事業公共事業公共事業公共事業のののの雇用創雇用創雇用創雇用創
出効果出効果出効果出効果」」」」をををを論論論論ぜよぜよぜよぜよ

藤井 聡藤井 聡藤井 聡藤井 聡∥∥∥∥著著著著 510.9510.9510.9510.9 残残残残りパンでごちそうレシピりパンでごちそうレシピりパンでごちそうレシピりパンでごちそうレシピ 藤田 千秋藤田 千秋藤田 千秋藤田 千秋∥∥∥∥著著著著 596.3596.3596.3596.3

青函青函青函青函トンネルトンネルトンネルトンネル物語物語物語物語
青函青函青函青函トンネルトンネルトンネルトンネル物語編物語編物語編物語編
集委員会集委員会集委員会集委員会∥∥∥∥編著編著編著編著 514.99514.99514.99514.99 やさいやさいやさいやさい歳時記歳時記歳時記歳時記 長尾 智子長尾 智子長尾 智子長尾 智子∥∥∥∥著著著著 596.37596.37596.37596.37

子子子子どもがどもがどもがどもが元気元気元気元気にににに育育育育つつつつ復興復興復興復興まちづまちづまちづまちづ
くりガイドラインくりガイドラインくりガイドラインくりガイドライン

「「「「子子子子どもどもどもども元気元気元気元気まちづくりガイドライまちづくりガイドライまちづくりガイドライまちづくりガイドライ
ンンンン作成作成作成作成」」」」検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会＋＋＋＋専門家会専門家会専門家会専門家会
議議議議∥∥∥∥編編編編

518.8518.8518.8518.8 マルちゃんマルちゃんマルちゃんマルちゃん焼焼焼焼そばレシピそばレシピそばレシピそばレシピ
東洋水産株式会東洋水産株式会東洋水産株式会東洋水産株式会
社社社社∥∥∥∥監修監修監修監修

596.38596.38596.38596.38

ぼくらのぼくらのぼくらのぼくらの近代建築近代建築近代建築近代建築デラックスデラックスデラックスデラックス!!!! 万城目 学万城目 学万城目 学万城目 学∥∥∥∥著著著著 523.1523.1523.1523.1 断捨離読断捨離読断捨離読断捨離読むワークブックむワークブックむワークブックむワークブック
やました ひでこやました ひでこやました ひでこやました ひでこ
∥∥∥∥著著著著

597.5597.5597.5597.5

どんぐりハウスどんぐりハウスどんぐりハウスどんぐりハウス 杉本 洋文杉本 洋文杉本 洋文杉本 洋文∥∥∥∥編著編著編著編著 526526526526 597.5597.5597.5597.5

シニアのシニアのシニアのシニアの簡単簡単簡単簡単1111人分人分人分人分ごはんごはんごはんごはん

リビング キッチン クローゼットすっきりとリビング キッチン クローゼットすっきりとリビング キッチン クローゼットすっきりとリビング キッチン クローゼットすっきりと暮暮暮暮らすらすらすらす収納収納収納収納
ルールルールルールルール



127127127127人人人人がががが選選選選んだわたしのんだわたしのんだわたしのんだわたしの好好好好きなきなきなきな育育育育
児書児書児書児書

<<<<月刊月刊月刊月刊クーヨンクーヨンクーヨンクーヨン>>>>編編編編
集部集部集部集部∥∥∥∥編編編編

599599599599 くずしくずしくずしくずし字字字字でででで「「「「徒然草徒然草徒然草徒然草」」」」をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ 中野 三敏中野 三敏中野 三敏中野 三敏∥∥∥∥著著著著 728.5728.5728.5728.5

産業産業産業産業
ペトグラファーがペトグラファーがペトグラファーがペトグラファーが教教教教えるペットのえるペットのえるペットのえるペットの可可可可
愛愛愛愛いいいい撮撮撮撮りりりり方方方方

小川 晃代小川 晃代小川 晃代小川 晃代∥∥∥∥著著著著 743.6743.6743.6743.6

2020202020202020年年年年のののの産業産業産業産業
野村総合研究所野村総合研究所野村総合研究所野村総合研究所
∥∥∥∥著著著著

602.1602.1602.1602.1
高校写真部高校写真部高校写真部高校写真部によるによるによるによる東日本復興応東日本復興応東日本復興応東日本復興応
援援援援プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト写真集写真集写真集写真集

高校写真部高校写真部高校写真部高校写真部によるによるによるによる東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災
復興応援復興応援復興応援復興応援プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト 748748748748

品種改良品種改良品種改良品種改良のののの日本史日本史日本史日本史 鵜飼 保雄鵜飼 保雄鵜飼 保雄鵜飼 保雄∥∥∥∥編編編編 615.21615.21615.21615.21 うちのうちのうちのうちの食器棚食器棚食器棚食器棚 赤木 明登赤木 明登赤木 明登赤木 明登∥∥∥∥著著著著 750.87750.87750.87750.87

野菜野菜野菜野菜のののの本本本本 講談社講談社講談社講談社∥∥∥∥編編編編 626626626626 754.9754.9754.9754.9

うさぎとうさぎとうさぎとうさぎと仲仲仲仲よくよくよくよく暮暮暮暮らすらすらすらす本本本本 大野 瑞絵大野 瑞絵大野 瑞絵大野 瑞絵∥∥∥∥著著著著 645.99645.99645.99645.99 美美美美しいしいしいしい日本日本日本日本のののの伝統色伝統色伝統色伝統色 森村 宗冬森村 宗冬森村 宗冬森村 宗冬∥∥∥∥著著著著 757.3757.3757.3757.3

フクロウのいるフクロウのいるフクロウのいるフクロウのいる部屋部屋部屋部屋 高木 尋士高木 尋士高木 尋士高木 尋士∥∥∥∥著著著著 646646646646 わがままだってわがままだってわがままだってわがままだって、、、、いいじゃないいいじゃないいいじゃないいいじゃない。。。。 室井 摩耶子室井 摩耶子室井 摩耶子室井 摩耶子∥∥∥∥著著著著 762.1762.1762.1762.1

今森光彦今森光彦今森光彦今森光彦のののの里山里山里山里山さんぽさんぽさんぽさんぽ図鑑図鑑図鑑図鑑
今森 光彦今森 光彦今森 光彦今森 光彦∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

653.17653.17653.17653.17
初心者初心者初心者初心者のハーモニカのハーモニカのハーモニカのハーモニカ基礎教本基礎教本基礎教本基礎教本
2013201320132013

田中 光栄田中 光栄田中 光栄田中 光栄∥∥∥∥編著編著編著編著 763.79763.79763.79763.79

職漁師伝職漁師伝職漁師伝職漁師伝 戸門 秀雄戸門 秀雄戸門 秀雄戸門 秀雄∥∥∥∥著著著著 664.2664.2664.2664.2 ジョン・レノンレターズジョン・レノンレターズジョン・レノンレターズジョン・レノンレターズ
ジョンジョンジョンジョン　　　　レノンレノンレノンレノン∥∥∥∥
著著著著

764.7764.7764.7764.7

664.68664.68664.68664.68 「「「「鉄道唱歌鉄道唱歌鉄道唱歌鉄道唱歌」」」」のののの謎謎謎謎 中村 建治中村 建治中村 建治中村 建治∥∥∥∥著著著著 767.7767.7767.7767.7

そのそのそのその英語英語英語英語、、、、仕事仕事仕事仕事のののの相手相手相手相手はカチンはカチンはカチンはカチン
ときますときますときますときます

デイビッドデイビッドデイビッドデイビッド　　　　セインセインセインセイン
∥∥∥∥著著著著

670.93670.93670.93670.93 高峰秀子旅高峰秀子旅高峰秀子旅高峰秀子旅のののの流儀流儀流儀流儀 斎藤 明美斎藤 明美斎藤 明美斎藤 明美∥∥∥∥編編編編 778.21778.21778.21778.21

マスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクターマスコットキャラクター図鑑図鑑図鑑図鑑 リンクアップリンクアップリンクアップリンクアップ∥∥∥∥著著著著 674.3674.3674.3674.3 ヒトラーがヒトラーがヒトラーがヒトラーが寵愛寵愛寵愛寵愛したしたしたした銀幕銀幕銀幕銀幕のののの女王女王女王女王
アントニーアントニーアントニーアントニー　　　　ビービービービー
ヴァーヴァーヴァーヴァー∥∥∥∥著著著著

778.23778.23778.23778.23

古代道路古代道路古代道路古代道路のののの謎謎謎謎 近江 俊秀近江 俊秀近江 俊秀近江 俊秀∥∥∥∥著著著著 682.1682.1682.1682.1 米朝快談米朝快談米朝快談米朝快談 嶽本 野嶽本 野嶽本 野嶽本 野ばらばらばらばら∥∥∥∥著著著著 779.13779.13779.13779.13

定年定年定年定年からのからのからのからの鉄道旅行鉄道旅行鉄道旅行鉄道旅行のススメのススメのススメのススメ 野田 隆野田 隆野田 隆野田 隆∥∥∥∥著著著著 686.21686.21686.21686.21
内海桂子九十歳内海桂子九十歳内海桂子九十歳内海桂子九十歳アイアンボディアイアンボディアイアンボディアイアンボディ
のののの秘密秘密秘密秘密

内海 桂子内海 桂子内海 桂子内海 桂子∥∥∥∥著著著著 779.14779.14779.14779.14

「「「「時刻表時刻表時刻表時刻表」」」」はこうしてつくられるはこうしてつくられるはこうしてつくられるはこうしてつくられる
時刻表編集部時刻表編集部時刻表編集部時刻表編集部
OB∥OB∥OB∥OB∥編著編著編著編著

686.55686.55686.55686.55 ひとりでひとりでひとりでひとりで巻巻巻巻くテーピングくテーピングくテーピングくテーピング
伊藤 伊藤 伊藤 伊藤 マモルマモルマモルマモル∥∥∥∥監監監監
修修修修

780.19780.19780.19780.19

おいしいおいしいおいしいおいしい毒毒毒毒ッッッッ!!!!????人類人類人類人類はいかにしてはいかにしてはいかにしてはいかにして毒毒毒毒をををを食食食食べられるよべられるよべられるよべられるよ
うにしたのかうにしたのかうにしたのかうにしたのか????

おりがみおりがみおりがみおりがみ全集全集全集全集156156156156選選選選

OB∥OB∥OB∥OB∥編著編著編著編著 修修修修

貨物列車貨物列車貨物列車貨物列車のひみつのひみつのひみつのひみつ PHPPHPPHPPHP研究所研究所研究所研究所∥∥∥∥編編編編 686.6686.6686.6686.6
ジュニアのためのスポーツジュニアのためのスポーツジュニアのためのスポーツジュニアのためのスポーツ食事食事食事食事
学学学学

柴田 麗柴田 麗柴田 麗柴田 麗∥∥∥∥著著著著 780.19780.19780.19780.19

芸術芸術芸術芸術・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ 最新最新最新最新スポーツルールスポーツルールスポーツルールスポーツルール百科百科百科百科　　　　2013201320132013
大修館書店編集大修館書店編集大修館書店編集大修館書店編集
部部部部∥∥∥∥編集編集編集編集

780.36780.36780.36780.36

水玉水玉水玉水玉のののの履歴書履歴書履歴書履歴書 草間 彌生草間 彌生草間 彌生草間 彌生∥∥∥∥著著著著 702.16702.16702.16702.16 やってはいけないストレッチやってはいけないストレッチやってはいけないストレッチやってはいけないストレッチ 坂詰 真二坂詰 真二坂詰 真二坂詰 真二∥∥∥∥著著著著 781.4781.4781.4781.4

レオナルド・ダ・ヴィンチレオナルド・ダ・ヴィンチレオナルド・ダ・ヴィンチレオナルド・ダ・ヴィンチ 前橋 重二前橋 重二前橋 重二前橋 重二∥∥∥∥著著著著 702.37702.37702.37702.37
みんなのレクリエーションゲームみんなのレクリエーションゲームみんなのレクリエーションゲームみんなのレクリエーションゲーム
集集集集

日本日本日本日本レクリエーショレクリエーショレクリエーショレクリエーショ
ンンンン協会協会協会協会∥∥∥∥監修監修監修監修

781.9781.9781.9781.9

空想空想空想空想のののの建築建築建築建築
町田市立国際版画町田市立国際版画町田市立国際版画町田市立国際版画
美術館美術館美術館美術館∥∥∥∥編編編編

708.7708.7708.7708.7 誰誰誰誰でもでもでもでも足足足足がががが速速速速くなるくなるくなるくなる本本本本 白木 仁白木 仁白木 仁白木 仁∥∥∥∥著著著著 782.3782.3782.3782.3

日本日本日本日本のののの美女美女美女美女
コロナコロナコロナコロナ　　　　ブックスブックスブックスブックス
編集部編集部編集部編集部∥∥∥∥編編編編

721.9721.9721.9721.9
試合試合試合試合でででで勝勝勝勝てるてるてるてる!!!!ママさんバレーママさんバレーママさんバレーママさんバレー最最最最
強強強強のののの戦術戦術戦術戦術

鈴木 初江鈴木 初江鈴木 初江鈴木 初江∥∥∥∥監修監修監修監修 783.2783.2783.2783.2

誰誰誰誰もももも知知知知らないラファエッロらないラファエッロらないラファエッロらないラファエッロ 石鍋 真澄石鍋 真澄石鍋 真澄石鍋 真澄∥∥∥∥著著著著 723.37723.37723.37723.37 10101010番番番番はははは「「「「司令塔司令塔司令塔司令塔」」」」ではないではないではないではない 北 健一郎北 健一郎北 健一郎北 健一郎∥∥∥∥著著著著 783.47783.47783.47783.47

巨匠巨匠巨匠巨匠にににに学学学学ぶぶぶぶ風景画傑作風景画傑作風景画傑作風景画傑作のののの法則法則法則法則 内田 広由紀内田 広由紀内田 広由紀内田 広由紀∥∥∥∥著著著著 724.56724.56724.56724.56 逆風逆風逆風逆風にににに立立立立つつつつ 伊集院 静伊集院 静伊集院 静伊集院 静∥∥∥∥著著著著 783.7783.7783.7783.7

モネモネモネモネ、、、、ゴッホゴッホゴッホゴッホ、、、、ピカソもピカソもピカソもピカソも治療治療治療治療したしたしたした絵絵絵絵
のおのおのおのお医者医者医者医者さんさんさんさん

岩井 希久子岩井 希久子岩井 希久子岩井 希久子∥∥∥∥著著著著 724.9724.9724.9724.9 つながるつながるつながるつながる心心心心
27272727人人人人のトビウオのトビウオのトビウオのトビウオ
ジャパンジャパンジャパンジャパン∥∥∥∥著著著著

785.23785.23785.23785.23

ミュシャミュシャミュシャミュシャ ミュシャミュシャミュシャミュシャ∥∥∥∥画画画画 726.5726.5726.5726.5 スノーケリングテクニックガイドスノーケリングテクニックガイドスノーケリングテクニックガイドスノーケリングテクニックガイド 長谷川 孝一長谷川 孝一長谷川 孝一長谷川 孝一∥∥∥∥著著著著 785.28785.28785.28785.28

ビアトリクス・ポターをビアトリクス・ポターをビアトリクス・ポターをビアトリクス・ポターを訪訪訪訪ねるイギリねるイギリねるイギリねるイギリ
スススス湖水地方湖水地方湖水地方湖水地方のののの旅旅旅旅

北野 佐久子北野 佐久子北野 佐久子北野 佐久子∥∥∥∥著著著著 726.6726.6726.6726.6 沢登沢登沢登沢登りりりり
手嶋亨手嶋亨手嶋亨手嶋亨とととと童人童人童人童人トマトマトマトマ
のののの風風風風∥∥∥∥編著編著編著編著

786.1786.1786.1786.1

絵本作家絵本作家絵本作家絵本作家のアトリエのアトリエのアトリエのアトリエ
福音館書店母福音館書店母福音館書店母福音館書店母のののの
友編集部友編集部友編集部友編集部∥∥∥∥著著著著

726.6726.6726.6726.6 787.1787.1787.1787.1

ちひろのちひろのちひろのちひろの世界世界世界世界 松本 猛松本 猛松本 猛松本 猛∥∥∥∥著著著著 726.6726.6726.6726.6 わくわくわくわくわくわくわくわく大相撲大相撲大相撲大相撲ガイドガイドガイドガイド
日本相撲協会日本相撲協会日本相撲協会日本相撲協会∥∥∥∥
監修監修監修監修

788.1788.1788.1788.1

魚釣魚釣魚釣魚釣りりりり入門入門入門入門



父父父父、、、、小堀宗慶小堀宗慶小堀宗慶小堀宗慶のののの背中背中背中背中 小堀 宗実小堀 宗実小堀 宗実小堀 宗実∥∥∥∥著著著著 791.2791.2791.2791.2 エッセイエッセイエッセイエッセイ、、、、日記日記日記日記・・・・紀行紀行紀行紀行、、、、ルポルタージュルポルタージュルポルタージュルポルタージュ

花花花花レッスンレッスンレッスンレッスン、、、、草草草草レッスンレッスンレッスンレッスン 横山 美恵子横山 美恵子横山 美恵子横山 美恵子∥∥∥∥著著著著 793793793793 犬心犬心犬心犬心 伊藤 比呂美伊藤 比呂美伊藤 比呂美伊藤 比呂美∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

ヒカルのヒカルのヒカルのヒカルの囲碁入門囲碁入門囲碁入門囲碁入門　　　　問題集問題集問題集問題集 石倉 昇石倉 昇石倉 昇石倉 昇∥∥∥∥著著著著 795795795795 安心毛布安心毛布安心毛布安心毛布 川上 未映子川上 未映子川上 未映子川上 未映子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

やさしいチェスやさしいチェスやさしいチェスやさしいチェス入門入門入門入門
渡井 美代子渡井 美代子渡井 美代子渡井 美代子∥∥∥∥監監監監
修修修修

796.9796.9796.9796.9 タマネギのひみつタマネギのひみつタマネギのひみつタマネギのひみつ。。。。 黒柳 徹子黒柳 徹子黒柳 徹子黒柳 徹子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

言語言語言語言語 映画映画映画映画のののの話話話話がががが多多多多くなってくなってくなってくなって 小林 信彦小林 信彦小林 信彦小林 信彦∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

日本語日本語日本語日本語はははは「「「「空気空気空気空気」」」」がががが決決決決めるめるめるめる 石黒 圭石黒 圭石黒 圭石黒 圭∥∥∥∥著著著著 801.03801.03801.03801.03 ぼくがいまぼくがいまぼくがいまぼくがいま、、、、死死死死についてについてについてについて思思思思うことうことうことうこと 椎名 誠椎名 誠椎名 誠椎名 誠∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

亡亡亡亡びゆくびゆくびゆくびゆく言語言語言語言語をををを話話話話すすすす最後最後最後最後のののの人人人人々々々々
KKKK....デイヴィッドデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッド
ハリソンハリソンハリソンハリソン∥∥∥∥著著著著

802802802802 人間関係人間関係人間関係人間関係 曽野 綾子曽野 綾子曽野 綾子曽野 綾子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

頭頭頭頭のなかのモヤモヤがのなかのモヤモヤがのなかのモヤモヤがのなかのモヤモヤが言葉言葉言葉言葉になになになにな
るるるる話話話話しししし方方方方レッスンレッスンレッスンレッスン

梶原 梶原 梶原 梶原 しげるしげるしげるしげる∥∥∥∥著著著著 809.2809.2809.2809.2 失敗談失敗談失敗談失敗談 外山 滋比古外山 滋比古外山 滋比古外山 滋比古∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

昭和昭和昭和昭和ことばことばことばことば辞典辞典辞典辞典 大平 一枝大平 一枝大平 一枝大平 一枝∥∥∥∥文文文文 810.26810.26810.26810.26 美女美女美女美女とととと呼呼呼呼ばないでばないでばないでばないで 林 真理子林 真理子林 真理子林 真理子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

そのそのそのその一言一言一言一言がががが余計余計余計余計ですですですです。。。。 山田 敏弘山田 敏弘山田 敏弘山田 敏弘∥∥∥∥著著著著 810.4810.4810.4810.4 「「「「贅贅贅贅」」」」のののの研究研究研究研究 福田 和也福田 和也福田 和也福田 和也∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

ぷらりぷらりぷらりぷらり日本全国日本全国日本全国日本全国「「「「語源遺産語源遺産語源遺産語源遺産」」」」のののの旅旅旅旅
わぐり たかしわぐり たかしわぐり たかしわぐり たかし∥∥∥∥
著著著著

812812812812 浅田次郎浅田次郎浅田次郎浅田次郎とととと歩歩歩歩くくくく中山道中山道中山道中山道
浅田 次郎浅田 次郎浅田 次郎浅田 次郎∥∥∥∥著著著著
監修監修監修監修

915.6915.6915.6915.6

朝日朝日朝日朝日キーワードキーワードキーワードキーワード　　　　2014201420142014
朝日新聞出版朝日新聞出版朝日新聞出版朝日新聞出版∥∥∥∥
編編編編

813.7813.7813.7813.7 旅日記旅日記旅日記旅日記ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ二人三脚二人三脚二人三脚二人三脚 高峰 秀子高峰 秀子高峰 秀子高峰 秀子∥∥∥∥著著著著 915.6915.6915.6915.6

文学文学文学文学
発達障害発達障害発達障害発達障害なんのそのなんのそのなんのそのなんのその、、、、それがそれがそれがそれが僕僕僕僕
のののの生生生生きるきるきるきる道道道道

上野 康一上野 康一上野 康一上野 康一∥∥∥∥著著著著 916916916916

精神科医精神科医精神科医精神科医がががが読読読読みみみみ解解解解くくくく名作名作名作名作のののの中中中中のののの
病病病病

岩波 明岩波 明岩波 明岩波 明∥∥∥∥著著著著 902.09902.09902.09902.09 わたしはわたしはわたしはわたしは目目目目でででで話話話話しますしますしますします
たかお まゆみたかお まゆみたかお まゆみたかお まゆみ∥∥∥∥
著著著著

916916916916

頭頭頭頭がよくなるがよくなるがよくなるがよくなる10101010のののの力力力力をををを伸伸伸伸ばすおばすおばすおばすお
話話話話

加藤 純子加藤 純子加藤 純子加藤 純子∥∥∥∥監修監修監修監修 908.3908.3908.3908.3 100100100100歳歳歳歳じぃさんじぃさんじぃさんじぃさん101101101101歳歳歳歳ばぁさんばぁさんばぁさんばぁさん 吉田 信吉田 信吉田 信吉田 信∥∥∥∥著著著著 916916916916
話話話話

千年千年千年千年のののの百冊百冊百冊百冊 鈴木 健一鈴木 健一鈴木 健一鈴木 健一∥∥∥∥編編編編 910.2910.2910.2910.2 小説小説小説小説（（（（日本日本日本日本））））

吉田兼好吉田兼好吉田兼好吉田兼好とはとはとはとは誰誰誰誰だったのかだったのかだったのかだったのか 大野 芳大野 芳大野 芳大野 芳∥∥∥∥著著著著 910.24910.24910.24910.24 快楽快楽快楽快楽 青山 七恵青山 七恵青山 七恵青山 七恵∥∥∥∥著著著著 NNNN

万葉歌万葉歌万葉歌万葉歌みじかものがたりみじかものがたりみじかものがたりみじかものがたり　　　　5555 中村 博中村 博中村 博中村 博∥∥∥∥著著著著 911.12911.12911.12911.12 三毛猫三毛猫三毛猫三毛猫ホームズのホームズのホームズのホームズの闇将軍闇将軍闇将軍闇将軍 赤川 次郎赤川 次郎赤川 次郎赤川 次郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

シルバーシルバーシルバーシルバー川柳川柳川柳川柳　　　　2222
全国有料老人全国有料老人全国有料老人全国有料老人
ホームホームホームホーム協会協会協会協会∥∥∥∥編編編編

911.47911.47911.47911.47 書物奏鳴書物奏鳴書物奏鳴書物奏鳴((((ラ・ソナトラ・ソナトラ・ソナトラ・ソナト)))) 赤城 毅赤城 毅赤城 毅赤城 毅∥∥∥∥著著著著 NNNN

サラリーマンサラリーマンサラリーマンサラリーマン川柳川柳川柳川柳さんのせんさんのせんさんのせんさんのせん傑作傑作傑作傑作
選選選選

やく みつるやく みつるやく みつるやく みつる∥∥∥∥選選選選 911.47911.47911.47911.47 白球白球白球白球アフロアフロアフロアフロ 朝倉 宏景朝倉 宏景朝倉 宏景朝倉 宏景∥∥∥∥著著著著 NNNN

こころこころこころこころ 谷川 俊太郎谷川 俊太郎谷川 俊太郎谷川 俊太郎∥∥∥∥著著著著 911.56911.56911.56911.56
わたしたちがわたしたちがわたしたちがわたしたちが少女少女少女少女とととと呼呼呼呼ばれていばれていばれていばれてい
たたたた頃頃頃頃

石持 浅海石持 浅海石持 浅海石持 浅海∥∥∥∥著著著著 NNNN

赤毛赤毛赤毛赤毛のアンスクラップブックのアンスクラップブックのアンスクラップブックのアンスクラップブック モンゴメリモンゴメリモンゴメリモンゴメリ∥∥∥∥作作作作 930.28930.28930.28930.28 余命余命余命余命1111年年年年のスタリオンのスタリオンのスタリオンのスタリオン 石田 衣良石田 衣良石田 衣良石田 衣良∥∥∥∥著著著著 NNNN

カナダカナダカナダカナダ文化万華鏡文化万華鏡文化万華鏡文化万華鏡 小畑 精和小畑 精和小畑 精和小畑 精和∥∥∥∥著著著著 930.3930.3930.3930.3 往古来今往古来今往古来今往古来今 磯崎 憲一郎磯崎 憲一郎磯崎 憲一郎磯崎 憲一郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

図説赤毛図説赤毛図説赤毛図説赤毛のアンのアンのアンのアン 奥田 実紀奥田 実紀奥田 実紀奥田 実紀∥∥∥∥著著著著 933.7933.7933.7933.7 ディアスとディアスとディアスとディアスと月月月月のののの誓約誓約誓約誓約 乾石 智子乾石 智子乾石 智子乾石 智子∥∥∥∥著著著著 NNNN

解錠師解錠師解錠師解錠師
スティーヴスティーヴスティーヴスティーヴ　　　　ハミハミハミハミ
ルトンルトンルトンルトン∥∥∥∥著著著著

933.7933.7933.7933.7 鬼鬼鬼鬼とととと三日月三日月三日月三日月 乾 緑郎乾 緑郎乾 緑郎乾 緑郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

クマのプーさん クマのプーさん クマのプーさん クマのプーさん 世界一有名世界一有名世界一有名世界一有名なテなテなテなテ
ディ・ベアのおはなしディ・ベアのおはなしディ・ベアのおはなしディ・ベアのおはなし

シャーリーシャーリーシャーリーシャーリー　　　　ハリソハリソハリソハリソ
ンンンン∥∥∥∥著著著著

933.7933.7933.7933.7 あなたにだけわかることあなたにだけわかることあなたにだけわかることあなたにだけわかること 井上 荒野井上 荒野井上 荒野井上 荒野∥∥∥∥著著著著 NNNN

950.28950.28950.28950.28 ルカのルカのルカのルカの方舟方舟方舟方舟 伊与原 新伊与原 新伊与原 新伊与原 新∥∥∥∥著著著著 NNNN

恋仏恋仏恋仏恋仏 浮穴 浮穴 浮穴 浮穴 みみみみみみみみ∥∥∥∥著著著著 NNNN

星星星星のののの王子王子王子王子さまとサンさまとサンさまとサンさまとサン====テグジュペリテグジュペリテグジュペリテグジュペリ



あずかりやさんあずかりやさんあずかりやさんあずかりやさん 大山 淳子大山 淳子大山 淳子大山 淳子∥∥∥∥著著著著 NNNN ふたりふたりふたりふたり女房女房女房女房 澤田 瞳子澤田 瞳子澤田 瞳子澤田 瞳子∥∥∥∥著著著著 NNNN

ふたつめのふたつめのふたつめのふたつめの庭庭庭庭 大崎 梢大崎 梢大崎 梢大崎 梢∥∥∥∥著著著著 NNNN tokyo404tokyo404tokyo404tokyo404 新城 新城 新城 新城 カズマカズマカズマカズマ∥∥∥∥著著著著 NNNN

わたしはわたしはわたしはわたしは妊婦妊婦妊婦妊婦 大森兄弟大森兄弟大森兄弟大森兄弟∥∥∥∥著著著著 NNNN 正義正義正義正義をふりかざすをふりかざすをふりかざすをふりかざす君君君君へへへへ 真保 裕一真保 裕一真保 裕一真保 裕一∥∥∥∥著著著著 NNNN

恐竜恐竜恐竜恐竜をををを掘掘掘掘ろうろうろうろう 大和田 伸也大和田 伸也大和田 伸也大和田 伸也∥∥∥∥著著著著 NNNN 東京東京東京東京バビロンバビロンバビロンバビロン 新堂 冬樹新堂 冬樹新堂 冬樹新堂 冬樹∥∥∥∥著著著著 NNNN

津波救国津波救国津波救国津波救国 大下 英治大下 英治大下 英治大下 英治∥∥∥∥著著著著 NNNN
そういうものだろそういうものだろそういうものだろそういうものだろ、、、、仕事仕事仕事仕事っていうのっていうのっていうのっていうの
はははは

重松 清重松 清重松 清重松 清∥∥∥∥著著著著 NNNN

いつもいつもいつもいつも彼彼彼彼らはどこかにらはどこかにらはどこかにらはどこかに 小川 洋子小川 洋子小川 洋子小川 洋子∥∥∥∥著著著著 NNNN 銀河鉄道銀河鉄道銀河鉄道銀河鉄道のののの彼方彼方彼方彼方にににに 高橋 源一郎高橋 源一郎高橋 源一郎高橋 源一郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

リボンリボンリボンリボン 小川 糸小川 糸小川 糸小川 糸∥∥∥∥著著著著 NNNN 第四権力第四権力第四権力第四権力 高杉 良高杉 良高杉 良高杉 良∥∥∥∥著著著著 NNNN

家族写真家族写真家族写真家族写真 荻原 浩荻原 浩荻原 浩荻原 浩∥∥∥∥著著著著 NNNN ゾーンにてゾーンにてゾーンにてゾーンにて
田口 田口 田口 田口 ランディランディランディランディ∥∥∥∥
著著著著

NNNN

獅子渡獅子渡獅子渡獅子渡りりりり鼻鼻鼻鼻 小野 正嗣小野 正嗣小野 正嗣小野 正嗣∥∥∥∥著著著著 NNNN 鯖猫長屋鯖猫長屋鯖猫長屋鯖猫長屋ふしぎふしぎふしぎふしぎ草紙草紙草紙草紙 田牧 大和田牧 大和田牧 大和田牧 大和∥∥∥∥著著著著 NNNN

落日落日落日落日のコンドルのコンドルのコンドルのコンドル 霞 流一霞 流一霞 流一霞 流一∥∥∥∥著著著著 NNNN 愛愛愛愛のののの徴徴徴徴 近本 洋一近本 洋一近本 洋一近本 洋一∥∥∥∥著著著著 NNNN

ブレイキングポイントブレイキングポイントブレイキングポイントブレイキングポイント 桂木 希桂木 希桂木 希桂木 希∥∥∥∥著著著著 NNNN あとかたあとかたあとかたあとかた 千早 茜千早 茜千早 茜千早 茜∥∥∥∥著著著著 NNNN

かまさんかまさんかまさんかまさん 門井 慶喜門井 慶喜門井 慶喜門井 慶喜∥∥∥∥著著著著 NNNN ヤマネコ・ドームヤマネコ・ドームヤマネコ・ドームヤマネコ・ドーム 津島 佑子津島 佑子津島 佑子津島 佑子∥∥∥∥著著著著 NNNN

殺生伝殺生伝殺生伝殺生伝 神永 学神永 学神永 学神永 学∥∥∥∥著著著著 NNNN 島島島島はぼくらとはぼくらとはぼくらとはぼくらと 辻村 深月辻村 深月辻村 深月辻村 深月∥∥∥∥著著著著 NNNN

朝朝朝朝ごはんごはんごはんごはん 川上 健一川上 健一川上 健一川上 健一∥∥∥∥著著著著 NNNN 聖痕聖痕聖痕聖痕 筒井 康隆筒井 康隆筒井 康隆筒井 康隆∥∥∥∥著著著著 NNNN

僕僕僕僕はははは明日明日明日明日もおもおもおもお客客客客さまにさまにさまにさまに会会会会いにいにいにいに行行行行
くくくく。。。。

川田 修川田 修川田 修川田 修∥∥∥∥著著著著 NNNN たまさかたまさかたまさかたまさか人形堂人形堂人形堂人形堂それからそれからそれからそれから 津原 泰水津原 泰水津原 泰水津原 泰水∥∥∥∥著著著著 NNNN
くくくく。。。。

岳飛伝岳飛伝岳飛伝岳飛伝　　　　5555 北方 謙三北方 謙三北方 謙三北方 謙三∥∥∥∥著著著著 NNNN 東京東京東京東京ホタルホタルホタルホタル 中村 航中村 航中村 航中村 航∥∥∥∥著著著著 NNNN

ゴブンノイチゴブンノイチゴブンノイチゴブンノイチ 木下 半太木下 半太木下 半太木下 半太∥∥∥∥著著著著 NNNN あんあんあんあん ドリアンドリアンドリアンドリアン助川助川助川助川∥∥∥∥著著著著 NNNN

宝探宝探宝探宝探しトラジェディーしトラジェディーしトラジェディーしトラジェディー 木下 半太木下 半太木下 半太木下 半太∥∥∥∥著著著著 NNNN 憑憑憑憑きききき物物物物 鳥飼 否宇鳥飼 否宇鳥飼 否宇鳥飼 否宇∥∥∥∥著著著著 NNNN

楽園楽園楽園楽園ダイニングダイニングダイニングダイニング夏篠崎夏篠崎夏篠崎夏篠崎 樹生 樹生 樹生 樹生 かなめかなめかなめかなめ∥∥∥∥著著著著 NNNN くるすのくるすのくるすのくるすの残光残光残光残光　　　　3333 仁木 英之仁木 英之仁木 英之仁木 英之∥∥∥∥著著著著 NNNN

調律師調律師調律師調律師 熊谷 達也熊谷 達也熊谷 達也熊谷 達也∥∥∥∥著著著著 NNNN ぬいぐるみぬいぐるみぬいぐるみぬいぐるみ警部警部警部警部のののの帰還帰還帰還帰還 西澤 保彦西澤 保彦西澤 保彦西澤 保彦∥∥∥∥著著著著 NNNN

天佑天佑天佑天佑なりなりなりなり　　　　上下上下上下上下 幸田 真音幸田 真音幸田 真音幸田 真音∥∥∥∥著著著著 NNNN 古都千年古都千年古都千年古都千年のののの殺人殺人殺人殺人 西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

さようならさようならさようならさようなら、、、、うにこおるうにこおるうにこおるうにこおる 小島 水青小島 水青小島 水青小島 水青∥∥∥∥著著著著 NNNN 私私私私がががが愛愛愛愛したしたしたした高山本線高山本線高山本線高山本線 西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

そのそのそのその愛愛愛愛のののの向向向向こうこうこうこう側側側側 小手鞠 小手鞠 小手鞠 小手鞠 るいるいるいるい∥∥∥∥著著著著 NNNN 十津川警部怪十津川警部怪十津川警部怪十津川警部怪しいしいしいしい証言証言証言証言 西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

クローズアップクローズアップクローズアップクローズアップ 今野 敏今野 敏今野 敏今野 敏∥∥∥∥著著著著 NNNN
十津川警部日本縦断長篇十津川警部日本縦断長篇十津川警部日本縦断長篇十津川警部日本縦断長篇ベストベストベストベスト
選集選集選集選集　　　　25252525・・・・26262626

西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

おれたちのおれたちのおれたちのおれたちの約束約束約束約束 佐川 光晴佐川 光晴佐川 光晴佐川 光晴∥∥∥∥著著著著 NNNN 智頭急行智頭急行智頭急行智頭急行のサムライのサムライのサムライのサムライ 西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

桜庭一樹短編集桜庭一樹短編集桜庭一樹短編集桜庭一樹短編集 桜庭 一樹桜庭 一樹桜庭 一樹桜庭 一樹∥∥∥∥著著著著 NNNN ソウルメイトソウルメイトソウルメイトソウルメイト 馳 星周馳 星周馳 星周馳 星周∥∥∥∥著著著著 NNNN

そのそのそのその花花花花にににに誰誰誰誰もももも気気気気づかないづかないづかないづかない 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 ひかるひかるひかるひかる∥∥∥∥著著著著 NNNN ときぐすりときぐすりときぐすりときぐすり 畠中 恵畠中 恵畠中 恵畠中 恵∥∥∥∥著著著著 NNNN

徳徳徳徳のののの政治政治政治政治 佐藤 賢一佐藤 賢一佐藤 賢一佐藤 賢一∥∥∥∥著著著著 NNNN 色色色色 花村 萬月花村 萬月花村 萬月花村 萬月∥∥∥∥著著著著 NNNN



悪魔悪魔悪魔悪魔とととと私私私私のののの微妙微妙微妙微妙なななな関係関係関係関係 平山 瑞穂平山 瑞穂平山 瑞穂平山 瑞穂∥∥∥∥著著著著 NNNN アヴィニョンアヴィニョンアヴィニョンアヴィニョン五重奏五重奏五重奏五重奏　　　　2222
ロレンス  ダレルロレンス  ダレルロレンス  ダレルロレンス  ダレル
∥∥∥∥著著著著

FFFF

「「「「童石童石童石童石」」」」をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる奇妙奇妙奇妙奇妙なななな物語物語物語物語 深津 十一深津 十一深津 十一深津 十一∥∥∥∥著著著著 NNNN 赤赤赤赤くくくく微笑微笑微笑微笑むむむむ春春春春
ヨハン  テオリンヨハン  テオリンヨハン  テオリンヨハン  テオリン
∥∥∥∥著著著著

FFFF

アムステルダムのアムステルダムのアムステルダムのアムステルダムの笛吹笛吹笛吹笛吹きききき 藤野 眞功藤野 眞功藤野 眞功藤野 眞功∥∥∥∥著著著著 NNNN 天使天使天使天使エスメラルダエスメラルダエスメラルダエスメラルダ
ドン  デリーロドン  デリーロドン  デリーロドン  デリーロ∥∥∥∥
著著著著

FFFF

風屋敷風屋敷風屋敷風屋敷のののの告白告白告白告白 藤田 宜永藤田 宜永藤田 宜永藤田 宜永∥∥∥∥著著著著 NNNN 白冥白冥白冥白冥のののの獄獄獄獄　　　　1111上下上下上下上下 ジン  ヘイルジン  ヘイルジン  ヘイルジン  ヘイル∥∥∥∥著著著著 FFFF

南無南無南無南無ロックンロールロックンロールロックンロールロックンロール二十一部経二十一部経二十一部経二十一部経 古川 日出男古川 日出男古川 日出男古川 日出男∥∥∥∥著著著著 NNNN チェスをするチェスをするチェスをするチェスをする女女女女
ベルティーナ・ヘベルティーナ・ヘベルティーナ・ヘベルティーナ・ヘ
ンリヒスンリヒスンリヒスンリヒス∥∥∥∥著著著著

FFFF

舗装道路舗装道路舗装道路舗装道路のののの消消消消えたえたえたえた世界世界世界世界 古川 日出男古川 日出男古川 日出男古川 日出男∥∥∥∥著著著著 NNNN 世界世界世界世界をををを回回回回せせせせ　　　　上下上下上下上下
コラム  マッキャンコラム  マッキャンコラム  マッキャンコラム  マッキャン
∥∥∥∥著著著著

FFFF

青青青青いいいい花花花花 辺見 庸辺見 庸辺見 庸辺見 庸∥∥∥∥著著著著 NNNN 文庫文庫文庫文庫

ベストベストベストベスト本格本格本格本格ミステリミステリミステリミステリ　　　　2013201320132013
本格本格本格本格ミステリミステリミステリミステリ作家作家作家作家
クラブクラブクラブクラブ∥∥∥∥選  編選  編選  編選  編

NNNN
時時時時のみぞのみぞのみぞのみぞ知知知知るるるる　　　　上下  上下  上下  上下  クリフトンクリフトンクリフトンクリフトン年年年年
代記代記代記代記

ジェフリー  アージェフリー  アージェフリー  アージェフリー  アー
チャーチャーチャーチャー∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

壺中壺中壺中壺中のののの回廊回廊回廊回廊 松井 今朝子松井 今朝子松井 今朝子松井 今朝子∥∥∥∥著著著著 NNNN おおおお菓子菓子菓子菓子のののの家家家家
カーリン  イェルカーリン  イェルカーリン  イェルカーリン  イェル
ハルドセンハルドセンハルドセンハルドセン∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

オンブラマイフオンブラマイフオンブラマイフオンブラマイフ。。。。 真野 真野 真野 真野 ゆきゆきゆきゆき子子子子∥∥∥∥著著著著 NNNN
ゲールのゲールのゲールのゲールの赤赤赤赤きききき火影火影火影火影　　　　　　　　ロード・ジョロード・ジョロード・ジョロード・ジョ
ン・グレイン・グレイン・グレイン・グレイ

ダイアナ  ガバルダイアナ  ガバルダイアナ  ガバルダイアナ  ガバル
ドンドンドンドン∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

決壊石奇譚決壊石奇譚決壊石奇譚決壊石奇譚 三木 笙子三木 笙子三木 笙子三木 笙子∥∥∥∥著著著著 NNNN ムーンズエンドムーンズエンドムーンズエンドムーンズエンド荘荘荘荘のののの殺人殺人殺人殺人
エリック  キースエリック  キースエリック  キースエリック  キース
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

ガーメントガーメントガーメントガーメント 三島 浩司三島 浩司三島 浩司三島 浩司∥∥∥∥著著著著 NNNN 白雪姫白雪姫白雪姫白雪姫にはにはにはには死死死死んでもらうんでもらうんでもらうんでもらう
ネレ  ノイハウスネレ  ノイハウスネレ  ノイハウスネレ  ノイハウス
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

少年十字軍少年十字軍少年十字軍少年十字軍 皆川 博子皆川 博子皆川 博子皆川 博子∥∥∥∥著著著著 NNNN 消滅消滅消滅消滅したしたしたした国国国国のののの刑事刑事刑事刑事
ヴォルフラム  フライヴォルフラム  フライヴォルフラム  フライヴォルフラム  フライ
シュハウアーシュハウアーシュハウアーシュハウアー∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

ヨハネスブルグのヨハネスブルグのヨハネスブルグのヨハネスブルグの天使天使天使天使たちたちたちたち 宮内 悠介宮内 悠介宮内 悠介宮内 悠介∥∥∥∥著著著著 NNNN もっとももっとももっとももっとも暗暗暗暗いいいい場所場所場所場所へへへへ
エリザベス  ヘイエリザベス  ヘイエリザベス  ヘイエリザベス  ヘイ
ンズンズンズンズ∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

多助多助多助多助のののの女女女女 村木 嵐村木 嵐村木 嵐村木 嵐∥∥∥∥著著著著 NNNN
宵星宵星宵星宵星のののの魔女魔女魔女魔女エミリーエミリーエミリーエミリー　　　　新大陸魔法新大陸魔法新大陸魔法新大陸魔法
冒険記冒険記冒険記冒険記

MMMM....KKKK....ホブスンホブスンホブスンホブスン∥∥∥∥
著著著著

BFBFBFBF
冒険記冒険記冒険記冒険記 著著著著

ブルーモンクブルーモンクブルーモンクブルーモンク 森野 浩司森野 浩司森野 浩司森野 浩司∥∥∥∥著著著著 NNNN
黒黒黒黒きききき鷲獅子鷲獅子鷲獅子鷲獅子((((グリフォングリフォングリフォングリフォン))))　　　　上下上下上下上下
魔法戦争魔法戦争魔法戦争魔法戦争

ラッキーラッキーラッキーラッキー∥∥∥∥著著著著 BFBFBFBF

聖聖聖聖なるなるなるなる怠怠怠怠けけけけ者者者者のののの冒険冒険冒険冒険 森見 登美彦森見 登美彦森見 登美彦森見 登美彦∥∥∥∥著著著著 NNNN 河童河童河童河童・・・・或阿呆或阿呆或阿呆或阿呆のののの一生一生一生一生 芥川 龍之介芥川 龍之介芥川 龍之介芥川 龍之介∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

大事大事大事大事なことほどなことほどなことほどなことほど小声小声小声小声でささやくでささやくでささやくでささやく 森沢 明夫森沢 明夫森沢 明夫森沢 明夫∥∥∥∥著著著著 NNNN 蜘蛛蜘蛛蜘蛛蜘蛛のののの糸糸糸糸・・・・杜子春杜子春杜子春杜子春 芥川 龍之介芥川 龍之介芥川 龍之介芥川 龍之介∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

楽園楽園楽園楽園のののの蝶蝶蝶蝶 柳 広司柳 広司柳 広司柳 広司∥∥∥∥著著著著 NNNN 羅生門羅生門羅生門羅生門・・・・鼻鼻鼻鼻 芥川 龍之介芥川 龍之介芥川 龍之介芥川 龍之介∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

あっぱれあっぱれあっぱれあっぱれ町奉行町奉行町奉行町奉行 矢的 竜矢的 竜矢的 竜矢的 竜∥∥∥∥著著著著 NNNN
小説乃湯小説乃湯小説乃湯小説乃湯　　　　おおおお風呂小説風呂小説風呂小説風呂小説アンソロアンソロアンソロアンソロ
ジージージージー

有栖川 有栖有栖川 有栖有栖川 有栖有栖川 有栖∥∥∥∥編編編編 BNBNBNBN

流転流転流転流転のののの魔女魔女魔女魔女 楊 逸楊 逸楊 逸楊 逸∥∥∥∥著著著著 NNNN ライオンハートライオンハートライオンハートライオンハート 恩田 陸恩田 陸恩田 陸恩田 陸∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

愛愛愛愛にににに乱暴乱暴乱暴乱暴 吉田 修一吉田 修一吉田 修一吉田 修一∥∥∥∥著著著著 NNNN 伊豆伊豆伊豆伊豆のののの踊子踊子踊子踊子 川端 康成川端 康成川端 康成川端 康成∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

追追追追いいいい風風風風ライダーライダーライダーライダー 米津 一成米津 一成米津 一成米津 一成∥∥∥∥著著著著 NNNN 雪国雪国雪国雪国 川端 康成川端 康成川端 康成川端 康成∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

なつなつなつなつ 領家 高子領家 高子領家 高子領家 高子∥∥∥∥著著著著 NNNN
転転転転びびびび者者者者((((もんもんもんもん))))　　　　　　　　新新新新・・・・古着屋総兵古着屋総兵古着屋総兵古着屋総兵
衛衛衛衛

佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

小説小説小説小説（（（（外国外国外国外国）））） 徒然徒然徒然徒然ノノノノ冬冬冬冬　　　　居眠居眠居眠居眠りりりり磐音江戸双紙磐音江戸双紙磐音江戸双紙磐音江戸双紙 佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

孤独孤独孤独孤独なななな天使天使天使天使たちたちたちたち
ニッコロ  アンマニッコロ  アンマニッコロ  アンマニッコロ  アンマ
ニーティニーティニーティニーティ∥∥∥∥著著著著

FFFF 星星星星のかけらのかけらのかけらのかけら 重松 清重松 清重松 清重松 清∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

特捜部特捜部特捜部特捜部QQQQ　　　　4444
ユッシ  エーズラユッシ  エーズラユッシ  エーズラユッシ  エーズラ
オールスンオールスンオールスンオールスン∥∥∥∥著著著著

FFFF
三月三月三月三月ウサギとウサギとウサギとウサギと秘密秘密秘密秘密のののの花園花園花園花園　　　　欧州欧州欧州欧州
妖異譚妖異譚妖異譚妖異譚

篠原 美季篠原 美季篠原 美季篠原 美季∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

ミステリガールミステリガールミステリガールミステリガール
デイヴィッド  ゴーデイヴィッド  ゴーデイヴィッド  ゴーデイヴィッド  ゴー
ドンドンドンドン∥∥∥∥著著著著

FFFF 斜陽斜陽斜陽斜陽 太宰  治太宰  治太宰  治太宰  治∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN



人間失格人間失格人間失格人間失格 太宰 治太宰 治太宰 治太宰 治∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN 仙台仙台仙台仙台のプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクト１００１００１００１００ 仙台経済界仙台経済界仙台経済界仙台経済界 M330M330M330M330

走走走走れメロスれメロスれメロスれメロス 太宰 治太宰 治太宰 治太宰 治∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN 巨大津波巨大津波巨大津波巨大津波
NHKNHKNHKNHKスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル
取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥著著著著

M369.M369.M369.M369.
31313131

晩年晩年晩年晩年 太宰 治太宰 治太宰 治太宰 治∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN 3333....11111111東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの記録記録記録記録 宮城県美里町宮城県美里町宮城県美里町宮城県美里町
M369.M369.M369.M369.
31313131

細雪細雪細雪細雪　　　　上中下上中下上中下上中下 谷崎 潤一郎谷崎 潤一郎谷崎 潤一郎谷崎 潤一郎∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN 希望希望希望希望とととと笑顔笑顔笑顔笑顔がががが輝輝輝輝くまちへくまちへくまちへくまちへ
山元町  危機管山元町  危機管山元町  危機管山元町  危機管
理室理室理室理室

M369.M369.M369.M369.
31313131

こころこころこころこころ 夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN
ひきこもりもうひきこもりもうひきこもりもうひきこもりもう一度一度一度一度、、、、人人人人をををを好好好好きになきになきになきにな
るるるる

荻野 達史荻野 達史荻野 達史荻野 達史∥∥∥∥著著著著
M371.M371.M371.M371.
42424242

それからそれからそれからそれから 夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN
和田家資料和田家資料和田家資料和田家資料「「「「内留内留内留内留」」」」弘化五年弘化五年弘化五年弘化五年・・・・嘉嘉嘉嘉
永元年永元年永元年永元年　　　　第四十一集第四十一集第四十一集第四十一集

角田市郷土資料角田市郷土資料角田市郷土資料角田市郷土資料
館館館館

M709.M709.M709.M709.
15151515

吾輩吾輩吾輩吾輩はははは猫猫猫猫であるであるであるである 夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN 参考資料参考資料参考資料参考資料（（（（貸出貸出貸出貸出はできませんはできませんはできませんはできません。。。。館内館内館内館内でごらんくださいでごらんくださいでごらんくださいでごらんください））））

三四郎三四郎三四郎三四郎 夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN 世界世界世界世界のののの統計統計統計統計　　　　2013201320132013
総務省統計局総務省統計局総務省統計局総務省統計局∥∥∥∥
編編編編

R350.9R350.9R350.9R350.9

彼岸過迄彼岸過迄彼岸過迄彼岸過迄 夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN 日本日本日本日本のののの統計統計統計統計　　　　2013201320132013
総務省統計局総務省統計局総務省統計局総務省統計局∥∥∥∥
編編編編

R351R351R351R351

坊坊坊坊っちゃんっちゃんっちゃんっちゃん 夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

明暗明暗明暗明暗 夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石夏目 漱石∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

阿部一族阿部一族阿部一族阿部一族・・・・舞姫舞姫舞姫舞姫 森 森 森 森 鷗鷗鷗鷗外外外外∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

山椒大夫山椒大夫山椒大夫山椒大夫・・・・高瀬舟高瀬舟高瀬舟高瀬舟 森 森 森 森 鷗鷗鷗鷗外外外外∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

慄慄慄慄((((おののおののおののおのの))))くくくく瞳瞳瞳瞳にくちずさめにくちずさめにくちずさめにくちずさめ　　　　少少少少
年陰陽師年陰陽師年陰陽師年陰陽師　　　　尸櫻編尸櫻編尸櫻編尸櫻編

結城 光流結城 光流結城 光流結城 光流∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵　　　　5555・・・・6666 吉川 英治吉川 英治吉川 英治吉川 英治∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

三国志三国志三国志三国志　　　　7777・・・・8888 吉川 英治吉川 英治吉川 英治吉川 英治∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

淀君淀君淀君淀君のののの黒黒黒黒ゆりゆりゆりゆり　　　　口中医桂助事件口中医桂助事件口中医桂助事件口中医桂助事件
帖帖帖帖

和田 和田 和田 和田 はつはつはつはつ子子子子∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

大活字本大活字本大活字本大活字本

松本清張自選短篇集松本清張自選短篇集松本清張自選短篇集松本清張自選短篇集　　　　第第第第1111巻巻巻巻～～～～
第第第第4444巻巻巻巻

松本 清張松本 清張松本 清張松本 清張∥∥∥∥著著著著 DNDNDNDN

行政資料行政資料行政資料行政資料（（（（貸出貸出貸出貸出はできませんはできませんはできませんはできません。。。。館内館内館内館内でごらんくださいでごらんくださいでごらんくださいでごらんください））））

平成平成平成平成２５２５２５２５年 第年 第年 第年 第１１１１回 定例会 名取市回 定例会 名取市回 定例会 名取市回 定例会 名取市
議会会議資料議会会議資料議会会議資料議会会議資料

名取市議会名取市議会名取市議会名取市議会 G318.4G318.4G318.4G318.4

郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料

仙台藩仙台藩仙台藩仙台藩ものがたりものがたりものがたりものがたり
河北新報社編集河北新報社編集河北新報社編集河北新報社編集
局局局局∥∥∥∥編編編編

M210M210M210M210

仙台市史仙台市史仙台市史仙台市史　　　　通史編通史編通史編通史編９９９９
仙台市史編仙台市史編仙台市史編仙台市史編さんさんさんさん
委員会  編委員会  編委員会  編委員会  編

M210M210M210M210

調査報告書第調査報告書第調査報告書第調査報告書第３１３１３１３１集集集集
仙台市歴史民俗仙台市歴史民俗仙台市歴史民俗仙台市歴史民俗
資料館資料館資料館資料館

M210M210M210M210

前戸内遺跡前戸内遺跡前戸内遺跡前戸内遺跡
宮城県刈田郡蔵王町宮城県刈田郡蔵王町宮城県刈田郡蔵王町宮城県刈田郡蔵王町
教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会∥∥∥∥編編編編

M210.M210.M210.M210.
0254025402540254

七月十日七月十日七月十日七月十日はははは灰灰灰灰のののの町町町町 石澤 智孝石澤 智孝石澤 智孝石澤 智孝
M212.M212.M212.M212.
3333

南東北南東北南東北南東北のののの山歩山歩山歩山歩きききき 八嶋八嶋八嶋八嶋／／／／寛寛寛寛∥∥∥∥著著著著
M291.M291.M291.M291.
2222



児童書児童書児童書児童書（（（（ものがたりものがたりものがたりものがたり）））） 2222年年年年AAAA組探偵局組探偵局組探偵局組探偵局 宗田 理宗田 理宗田 理宗田 理∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

怒怒怒怒りのフローラりのフローラりのフローラりのフローラ　　　　上下上下上下上下
イザボー  イザボー  イザボー  イザボー  SSSS....ウィウィウィウィ
ルスルスルスルス∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF ペンギンペペコさんだいかつやくペンギンペペコさんだいかつやくペンギンペペコさんだいかつやくペンギンペペコさんだいかつやく 西内 西内 西内 西内 ミナミミナミミナミミナミ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

インディゴ・ドラゴンインディゴ・ドラゴンインディゴ・ドラゴンインディゴ・ドラゴン号号号号のののの冒険冒険冒険冒険
ジェームズ  ジェームズ  ジェームズ  ジェームズ  AAAA....
オーウェンオーウェンオーウェンオーウェン∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF むしむしたんけんたいむしむしたんけんたいむしむしたんけんたいむしむしたんけんたい　　　　1111 西沢 杏子西沢 杏子西沢 杏子西沢 杏子∥∥∥∥文文文文 KNKNKNKN

パンダパンダパンダパンダ救出作戦救出作戦救出作戦救出作戦
メアリー  ポープメアリー  ポープメアリー  ポープメアリー  ポープ
オズボーンオズボーンオズボーンオズボーン∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF 見習見習見習見習いいいい!!!!????神社神社神社神社ガールななみガールななみガールななみガールななみ 二枚矢 二枚矢 二枚矢 二枚矢 コウコウコウコウ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

サーティーナイン・クルーズサーティーナイン・クルーズサーティーナイン・クルーズサーティーナイン・クルーズ　　　　14141414 小浜 杳小浜 杳小浜 杳小浜 杳∥∥∥∥訳訳訳訳 KFKFKFKF 兎兎兎兎のののの眼眼眼眼 灰谷 健次郎灰谷 健次郎灰谷 健次郎灰谷 健次郎∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

動物動物動物動物とととと話話話話せるせるせるせる少女少女少女少女リリアーネリリアーネリリアーネリリアーネ　　　　4444
タニヤ  シュテータニヤ  シュテータニヤ  シュテータニヤ  シュテー
ブナーブナーブナーブナー∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF 赤赤赤赤いヤッケのいヤッケのいヤッケのいヤッケの駅長駅長駅長駅長さんさんさんさん はま みつをはま みつをはま みつをはま みつを∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

チャーメインとチャーメインとチャーメインとチャーメインと魔法魔法魔法魔法のののの家家家家
ダイアナ  ウィンダイアナ  ウィンダイアナ  ウィンダイアナ  ウィン
ジョーンズジョーンズジョーンズジョーンズ∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF さようならさようならさようならさようなら、、、、まほうのまほうのまほうのまほうの国国国国!!!!!!!! 藤 真知子藤 真知子藤 真知子藤 真知子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

オクサ・ポロックオクサ・ポロックオクサ・ポロックオクサ・ポロック　　　　2222
アンヌ  プリショタアンヌ  プリショタアンヌ  プリショタアンヌ  プリショタ
∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF 古城古城古城古城ホテルのホテルのホテルのホテルの花嫁事件花嫁事件花嫁事件花嫁事件 藤野 恵美藤野 恵美藤野 恵美藤野 恵美∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

サリー・ジョーンズのサリー・ジョーンズのサリー・ジョーンズのサリー・ジョーンズの伝説伝説伝説伝説
ヤコブ  ヴェゲリウヤコブ  ヴェゲリウヤコブ  ヴェゲリウヤコブ  ヴェゲリウ
スススス∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF ちいさなやたいのカステラやさんちいさなやたいのカステラやさんちいさなやたいのカステラやさんちいさなやたいのカステラやさん 堀 直子堀 直子堀 直子堀 直子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

空想科学少年空想科学少年空想科学少年空想科学少年サイモン・ブルームサイモン・ブルームサイモン・ブルームサイモン・ブルーム
上上上上

マイケル  ライスマイケル  ライスマイケル  ライスマイケル  ライス
マンマンマンマン∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF 極上極上極上極上おばけクッキングおばけクッキングおばけクッキングおばけクッキング!!!! むらい かよむらい かよむらい かよむらい かよ∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

ファオランのファオランのファオランのファオランの冒険冒険冒険冒険　　　　3333
キャスリン  ラスキャスリン  ラスキャスリン  ラスキャスリン  ラス
キーキーキーキー∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF アサギをよぶアサギをよぶアサギをよぶアサギをよぶ声声声声 森川 成美森川 成美森川 成美森川 成美∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

ビーチサンダルガールズビーチサンダルガールズビーチサンダルガールズビーチサンダルガールズ　　　　1111
エレン  リチャーエレン  リチャーエレン  リチャーエレン  リチャー
ドソンドソンドソンドソン∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF めそめそけいくんめそめそけいくんめそめそけいくんめそめそけいくん、、、、のちのちのちのち、、、、青空青空青空青空 矢部 美智代矢部 美智代矢部 美智代矢部 美智代∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

ハセイルカのハルカがハセイルカのハルカがハセイルカのハルカがハセイルカのハルカが泳泳泳泳いだいだいだいだ日日日日 麻生 麻生 麻生 麻生 かづこかづこかづこかづこ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 児童書児童書児童書児童書（（（（そのほかそのほかそのほかそのほか））））

かさねちゃんにきいてみなかさねちゃんにきいてみなかさねちゃんにきいてみなかさねちゃんにきいてみな 有沢 佳映有沢 佳映有沢 佳映有沢 佳映∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN 辞典辞典辞典辞典・・・・資料資料資料資料がよくわかるがよくわかるがよくわかるがよくわかる事典事典事典事典 深谷 圭助深谷 圭助深谷 圭助深谷 圭助∥∥∥∥監修監修監修監修 K015.2K015.2K015.2K015.2

みどりのスキップみどりのスキップみどりのスキップみどりのスキップ 安房 直子安房 直子安房 直子安房 直子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN
毎日毎日毎日毎日がががが楽楽楽楽しくなるきせつのおしくなるきせつのおしくなるきせつのおしくなるきせつのお話話話話
366366366366

長谷川 康男長谷川 康男長谷川 康男長谷川 康男∥∥∥∥監監監監
修修修修

K031K031K031K031
366366366366 修修修修

七月七日七月七日七月七日七月七日はまほうのはまほうのはまほうのはまほうの夜夜夜夜 石井 睦美石井 睦美石井 睦美石井 睦美∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN K059K059K059K059

かあちゃんかあちゃんかあちゃんかあちゃん取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書 いとう みくいとう みくいとう みくいとう みく∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 池上彰池上彰池上彰池上彰のののの新聞活用大事典新聞活用大事典新聞活用大事典新聞活用大事典　　　　1111～～～～4444 池上 彰池上 彰池上 彰池上 彰∥∥∥∥監修監修監修監修 K070K070K070K070

ともだちはともだちはともだちはともだちは、、、、サティーサティーサティーサティー!!!! 大塚 篤子大塚 篤子大塚 篤子大塚 篤子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN トリックアートおばけやしきトリックアートおばけやしきトリックアートおばけやしきトリックアートおばけやしき 北岡 明佳北岡 明佳北岡 明佳北岡 明佳∥∥∥∥監修監修監修監修 K145.5K145.5K145.5K145.5

おばけやさんおばけやさんおばけやさんおばけやさん　　　　3333 おかべ りかおかべ りかおかべ りかおかべ りか∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN トリックアートたからさがしトリックアートたからさがしトリックアートたからさがしトリックアートたからさがし 北岡 明佳北岡 明佳北岡 明佳北岡 明佳∥∥∥∥監修監修監修監修 K145.5K145.5K145.5K145.5

ストグレストグレストグレストグレ!!!! 小川 智子小川 智子小川 智子小川 智子∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN 新花子新花子新花子新花子さんがきたさんがきたさんがきたさんがきた!!!!!!!!　　　　18181818 森京 詞姫森京 詞姫森京 詞姫森京 詞姫∥∥∥∥著著著著 K147K147K147K147

ながいおるすばんながいおるすばんながいおるすばんながいおるすばん 垣内 磯子垣内 磯子垣内 磯子垣内 磯子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 明日明日明日明日はははは、、、、どうしてくるのどうしてくるのどうしてくるのどうしてくるの???? 栗田 亘栗田 亘栗田 亘栗田 亘∥∥∥∥著著著著 K159.7K159.7K159.7K159.7

竜竜竜竜がががが呼呼呼呼んだんだんだんだ娘娘娘娘 柏葉 幸子柏葉 幸子柏葉 幸子柏葉 幸子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 暗暗暗暗やみのやみのやみのやみの中中中中のきらめきのきらめきのきらめきのきらめき
マイヤリーサマイヤリーサマイヤリーサマイヤリーサ
ディークマンディークマンディークマンディークマン∥∥∥∥著著著著

K289.3K289.3K289.3K289.3

源義経源義経源義経源義経はははは名探偵名探偵名探偵名探偵!!!!!!!! 楠木 誠一郎楠木 誠一郎楠木 誠一郎楠木 誠一郎∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN グレートジャーニーグレートジャーニーグレートジャーニーグレートジャーニー探検記探検記探検記探検記 関野 吉晴関野 吉晴関野 吉晴関野 吉晴∥∥∥∥著著著著
K290.9K290.9K290.9K290.9
1111

風風風風のののの国国国国のののの小小小小さなさなさなさな女王女王女王女王 倉橋 燿子倉橋 燿子倉橋 燿子倉橋 燿子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 行行行行ってみようってみようってみようってみよう!!!!東京図鑑東京図鑑東京図鑑東京図鑑
全国修学旅行研全国修学旅行研全国修学旅行研全国修学旅行研
究協会究協会究協会究協会∥∥∥∥監修監修監修監修

K291.3K291.3K291.3K291.3
61616161

おばけのクリリンおばけのクリリンおばけのクリリンおばけのクリリン こさか まさみこさか まさみこさか まさみこさか まさみ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 日本日本日本日本のすがたのすがたのすがたのすがた　　　　2013201320132013
矢野恒太記念会矢野恒太記念会矢野恒太記念会矢野恒太記念会
∥∥∥∥編集編集編集編集

K351K351K351K351

うんちしたのうんちしたのうんちしたのうんちしたの、、、、だーれだーれだーれだーれ???? 末吉 暁子末吉 暁子末吉 暁子末吉 暁子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 池上彰池上彰池上彰池上彰とととと学学学学ぶメディアのめぶメディアのめぶメディアのめぶメディアのめ
NHKNHKNHKNHK「「「「メディアのメディアのメディアのメディアの
めめめめ」」」」制作班制作班制作班制作班∥∥∥∥著著著著

K361.4K361.4K361.4K361.4
53535353

しあわせならしあわせならしあわせならしあわせなら名探偵名探偵名探偵名探偵 杉山 亮杉山 亮杉山 亮杉山 亮∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 差別差別差別差別とととと人権人権人権人権
アムネスティ  インターナアムネスティ  インターナアムネスティ  インターナアムネスティ  インターナ
ショナルショナルショナルショナル日本日本日本日本∥∥∥∥編著編著編著編著 K367.6K367.6K367.6K367.6

少年少年少年少年HHHH　　　　上下上下上下上下 妹尾 河童妹尾 河童妹尾 河童妹尾 河童∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 災害災害災害災害・・・・防災図鑑防災図鑑防災図鑑防災図鑑
CeMICeMICeMICeMI環境  防災環境  防災環境  防災環境  防災
研究所研究所研究所研究所∥∥∥∥監修監修監修監修

K369.3K369.3K369.3K369.3

朝日朝日朝日朝日ジュニアジュニアジュニアジュニア学習年鑑学習年鑑学習年鑑学習年鑑　　　　2013201320132013



命命命命のバトンのバトンのバトンのバトン 堀米 薫堀米 薫堀米 薫堀米 薫∥∥∥∥文文文文
K369.3K369.3K369.3K369.3
1111

アゲハチョウアゲハチョウアゲハチョウアゲハチョウ 伊藤 伊藤 伊藤 伊藤 ふくおふくおふくおふくお∥∥∥∥著著著著 K486.8K486.8K486.8K486.8

ノートはノートはノートはノートは友友友友だちだちだちだち!!!!　　　　1111～～～～3333 伊垣 尚人伊垣 尚人伊垣 尚人伊垣 尚人∥∥∥∥監修監修監修監修 K375K375K375K375 カイコカイコカイコカイコ 中山 中山 中山 中山 れいこれいこれいこれいこ∥∥∥∥著著著著 K486.8K486.8K486.8K486.8

ビジュアルビジュアルビジュアルビジュアル版学校版学校版学校版学校のののの歴史歴史歴史歴史　　　　1111～～～～3333 岩本 努岩本 努岩本 努岩本 努∥∥∥∥共著共著共著共著
K376.2K376.2K376.2K376.2
1111

ふしぎなふしぎなふしぎなふしぎな深海魚図鑑深海魚図鑑深海魚図鑑深海魚図鑑
北村 雄一北村 雄一北村 雄一北村 雄一∥∥∥∥絵絵絵絵とととと
文文文文

K487.5K487.5K487.5K487.5

アイちゃんのいるアイちゃんのいるアイちゃんのいるアイちゃんのいる教室教室教室教室
高倉 正樹高倉 正樹高倉 正樹高倉 正樹∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん
しゃしんしゃしんしゃしんしゃしん

K378K378K378K378 メダカメダカメダカメダカ 草野 慎二草野 慎二草野 慎二草野 慎二∥∥∥∥著著著著
K487.7K487.7K487.7K487.7
1111

自分自分自分自分はバカかもしれないとはバカかもしれないとはバカかもしれないとはバカかもしれないと思思思思ったったったった
ときにときにときにときに読読読読むむむむ本本本本

竹内 薫竹内 薫竹内 薫竹内 薫∥∥∥∥著著著著 K379.7K379.7K379.7K379.7 カエルカエルカエルカエル 関 慎太郎関 慎太郎関 慎太郎関 慎太郎∥∥∥∥著著著著
K487.8K487.8K487.8K487.8
5555

アイヌアイヌアイヌアイヌ民族民族民族民族：：：：歴史歴史歴史歴史とととと現在 改訂版現在 改訂版現在 改訂版現在 改訂版
小学生向小学生向小学生向小学生向けけけけ

小小小小・・・・中学生向中学生向中学生向中学生向けけけけ副読副読副読副読
本編集委員会本編集委員会本編集委員会本編集委員会 K382K382K382K382 うみのとりうみのとりうみのとりうみのとり

薮内 正幸薮内 正幸薮内 正幸薮内 正幸∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん
ええええ

K488.2K488.2K488.2K488.2
1111

アイヌアイヌアイヌアイヌ民族民族民族民族：：：：歴史歴史歴史歴史とととと現在 改訂版現在 改訂版現在 改訂版現在 改訂版
中学生向中学生向中学生向中学生向けけけけ

小小小小・・・・中学生向中学生向中学生向中学生向けけけけ副読副読副読副読
本編集委員会本編集委員会本編集委員会本編集委員会 K382K382K382K382 かわやぬまのとりかわやぬまのとりかわやぬまのとりかわやぬまのとり

薮内 正幸薮内 正幸薮内 正幸薮内 正幸∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん
ええええ

K488.2K488.2K488.2K488.2
1111

絵絵絵絵でわかるでわかるでわかるでわかる社会科事典社会科事典社会科事典社会科事典３３３３　　　　昔昔昔昔のくのくのくのく
らしらしらしらし****道具道具道具道具

鎌田 和宏鎌田 和宏鎌田 和宏鎌田 和宏∥∥∥∥監修監修監修監修 K382.1K382.1K382.1K382.1 そうげんのとりそうげんのとりそうげんのとりそうげんのとり
薮内 正幸薮内 正幸薮内 正幸薮内 正幸∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん
ええええ

K488.2K488.2K488.2K488.2
1111

カステラカステラカステラカステラ、、、、カステラカステラカステラカステラ!!!! 明坂 英二明坂 英二明坂 英二明坂 英二∥∥∥∥文文文文
K383.8K383.8K383.8K383.8
1111

にわやこうえんにくるとりにわやこうえんにくるとりにわやこうえんにくるとりにわやこうえんにくるとり
薮内 正幸薮内 正幸薮内 正幸薮内 正幸∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん
ええええ

K488.2K488.2K488.2K488.2
1111

絵絵絵絵でわかるでわかるでわかるでわかる社会科事典社会科事典社会科事典社会科事典４４４４　　　　年中年中年中年中
行事行事行事行事****祭祭祭祭りりりり

鎌田 和宏鎌田 和宏鎌田 和宏鎌田 和宏∥∥∥∥監修監修監修監修 K386.1K386.1K386.1K386.1 やまのとり  やまのとり  やまのとり  やまのとり  1111・・・・2222
薮内 正幸薮内 正幸薮内 正幸薮内 正幸∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん
ええええ

K488.2K488.2K488.2K488.2
1111

知知知知ろうろうろうろう!!!!おどろうおどろうおどろうおどろう!!!!日本日本日本日本のおどりのおどりのおどりのおどり　　　　1111
～～～～3333

日本日本日本日本フォークダンスフォークダンスフォークダンスフォークダンス連盟連盟連盟連盟((((日本民日本民日本民日本民
踊委員会踊委員会踊委員会踊委員会))))∥∥∥∥監修監修監修監修

K386.8K386.8K386.8K386.8
1111

森森森森にににに住住住住むむむむ動物動物動物動物 飯島 正広飯島 正広飯島 正広飯島 正広∥∥∥∥著著著著 K489K489K489K489

口語訳遠野物語口語訳遠野物語口語訳遠野物語口語訳遠野物語 柳田 国男柳田 国男柳田 国男柳田 国男∥∥∥∥著著著著 K388K388K388K388 キツネにもらったたからものキツネにもらったたからものキツネにもらったたからものキツネにもらったたからもの 西村 豊西村 豊西村 豊西村 豊∥∥∥∥著著著著
K489.5K489.5K489.5K489.5
6666

妖怪探検図鑑妖怪探検図鑑妖怪探検図鑑妖怪探検図鑑　　　　1111・・・・2222 村上 健司村上 健司村上 健司村上 健司∥∥∥∥文文文文 K388.1K388.1K388.1K388.1 デカデカデカデカ物語物語物語物語 あんず ゆきあんず ゆきあんず ゆきあんず ゆき∥∥∥∥著著著著
K489.8K489.8K489.8K489.8
4444

13131313歳歳歳歳からのからのからのからの拉致問題拉致問題拉致問題拉致問題 蓮池 透蓮池 透蓮池 透蓮池 透∥∥∥∥著著著著
K391.6K391.6K391.6K391.6
1111

約束約束約束約束しようしようしようしよう、、、、キリンのリンリンキリンのリンリンキリンのリンリンキリンのリンリン 森 由民森 由民森 由民森 由民∥∥∥∥文文文文
K489.8K489.8K489.8K489.8
7777

K392.1K392.1K392.1K392.1
07070707

世界世界世界世界のののの一番北一番北一番北一番北でくらすサルのでくらすサルのでくらすサルのでくらすサルの物物物物
語語語語

いそやま たかゆいそやま たかゆいそやま たかゆいそやま たかゆ
きききき∥∥∥∥文  写真文  写真文  写真文  写真

K489.9K489.9K489.9K489.9
5555

まんがでまんがでまんがでまんがで読読読読むむむむ防衛白書  平成防衛白書  平成防衛白書  平成防衛白書  平成24242424年版年版年版年版
07070707 語語語語 きききき∥∥∥∥文  写真文  写真文  写真文  写真 5555

科学者科学者科学者科学者たちのたちのたちのたちの挑戦挑戦挑戦挑戦
ジョン  タウンゼンジョン  タウンゼンジョン  タウンゼンジョン  タウンゼン
ドドドド∥∥∥∥著著著著

K402K402K402K402 見学見学見学見学しようしようしようしよう工事現場工事現場工事現場工事現場　　　　4444～～～～8888 溝渕 利明溝渕 利明溝渕 利明溝渕 利明∥∥∥∥監修監修監修監修 K510K510K510K510

ニュートンとニュートンとニュートンとニュートンと万有引力万有引力万有引力万有引力
Kerrie LoganKerrie LoganKerrie LoganKerrie Logan
Hollihan∥Hollihan∥Hollihan∥Hollihan∥著著著著

K423K423K423K423
K536.0K536.0K536.0K536.0
38383838

星星星星とととと星座星座星座星座 渡部 潤一渡部 潤一渡部 潤一渡部 潤一∥∥∥∥監修監修監修監修 K443.8K443.8K443.8K443.8
はたらくじどうはたらくじどうはたらくじどうはたらくじどう車車車車スーパーずかんスーパーずかんスーパーずかんスーパーずかん
1111～～～～5555

小賀野 実小賀野 実小賀野 実小賀野 実∥∥∥∥監修監修監修監修
写真写真写真写真

K537.9K537.9K537.9K537.9

パスツールとパスツールとパスツールとパスツールと微生物微生物微生物微生物
Annick Perrot∥Annick Perrot∥Annick Perrot∥Annick Perrot∥
著著著著

K465K465K465K465 飛行機飛行機飛行機飛行機のしくみのしくみのしくみのしくみ 白鳥 敬白鳥 敬白鳥 敬白鳥 敬∥∥∥∥著著著著 K538.6K538.6K538.6K538.6

動物動物動物動物
川田 伸一郎川田 伸一郎川田 伸一郎川田 伸一郎∥∥∥∥監監監監
修修修修

K480.3K480.3K480.3K480.3
8888

カリーナのりんごカリーナのりんごカリーナのりんごカリーナのりんご
今関今関今関今関／／／／あきよしあきよしあきよしあきよし∥∥∥∥
原作原作原作原作

K543K543K543K543

みんなどきどきみんなどきどきみんなどきどきみんなどきどき動物園  動物園  動物園  動物園  キリンキリンキリンキリン、、、、ゾゾゾゾ
ウウウウ、、、、コアラほかコアラほかコアラほかコアラほか

池田 菜津美池田 菜津美池田 菜津美池田 菜津美∥∥∥∥文文文文
K480.7K480.7K480.7K480.7
6666

アイスクリームのひみつアイスクリームのひみつアイスクリームのひみつアイスクリームのひみつ 宮原 美香宮原 美香宮原 美香宮原 美香∥∥∥∥漫画漫画漫画漫画 K588K588K588K588

みんなどきどきみんなどきどきみんなどきどきみんなどきどき動物園  動物園  動物園  動物園  ライオンライオンライオンライオン、、、、
パンダパンダパンダパンダ、、、、サルほかサルほかサルほかサルほか

池田 菜津美池田 菜津美池田 菜津美池田 菜津美∥∥∥∥文文文文
K480.7K480.7K480.7K480.7
6666

赤赤赤赤ちゃんとふれあおうちゃんとふれあおうちゃんとふれあおうちゃんとふれあおう　　　　3333 寺田 清美寺田 清美寺田 清美寺田 清美∥∥∥∥著著著著 K599K599K599K599

ザリガニザリガニザリガニザリガニ 中山 中山 中山 中山 れいこれいこれいこれいこ∥∥∥∥著著著著 K485.3K485.3K485.3K485.3 イネ・イネ・イネ・イネ・米米米米 津幡 道夫津幡 道夫津幡 道夫津幡 道夫∥∥∥∥著著著著 K616.2K616.2K616.2K616.2

ダンゴムシダンゴムシダンゴムシダンゴムシ
皆越 皆越 皆越 皆越 ようせいようせいようせいようせい∥∥∥∥
著著著著

K485.3K485.3K485.3K485.3 おおおお米米米米はははは生生生生きているきているきているきている 富山 和子富山 和子富山 和子富山 和子∥∥∥∥作作作作 K616.2K616.2K616.2K616.2

昆虫昆虫昆虫昆虫 寺山 守寺山 守寺山 守寺山 守∥∥∥∥監修監修監修監修
K486.0K486.0K486.0K486.0
38383838

コムギコムギコムギコムギ 津幡 道夫津幡 道夫津幡 道夫津幡 道夫∥∥∥∥著著著著 K616.3K616.3K616.3K616.3

ずかんむしのずかんむしのずかんむしのずかんむしの顔顔顔顔 伊藤 年一伊藤 年一伊藤 年一伊藤 年一∥∥∥∥著著著著 K486.1K486.1K486.1K486.1 トウモロコシトウモロコシトウモロコシトウモロコシ 津幡 道夫津幡 道夫津幡 道夫津幡 道夫∥∥∥∥著著著著
K616.6K616.6K616.6K616.6
1111

トンボトンボトンボトンボ 中瀬 潤中瀬 潤中瀬 潤中瀬 潤∥∥∥∥著著著著
K486.3K486.3K486.3K486.3
9999

犬犬犬犬のハナコのおいしゃさんのハナコのおいしゃさんのハナコのおいしゃさんのハナコのおいしゃさん 今西 乃子今西 乃子今西 乃子今西 乃子∥∥∥∥文文文文 K649K649K649K649

カブトムシカブトムシカブトムシカブトムシ 海野 和男海野 和男海野 和男海野 和男∥∥∥∥著著著著 K486.6K486.6K486.6K486.6 走走走走るるるる動物病院動物病院動物病院動物病院 佐和 佐和 佐和 佐和 みずえみずえみずえみずえ∥∥∥∥著著著著 K649K649K649K649

乗乗乗乗りものりものりものりもの



わたしのウナギわたしのウナギわたしのウナギわたしのウナギ研究研究研究研究 海部 健三海部 健三海部 健三海部 健三∥∥∥∥著著著著
K664.6K664.6K664.6K664.6
95959595

でんしゃがいっぱいでんしゃがいっぱいでんしゃがいっぱいでんしゃがいっぱい!!!!
そく ちょるうぉんそく ちょるうぉんそく ちょるうぉんそく ちょるうぉん
∥∥∥∥作作作作

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

絵絵絵絵でででで旅旅旅旅するするするする五街道五街道五街道五街道　　　　1111～～～～3333 秋山 浩子秋山 浩子秋山 浩子秋山 浩子∥∥∥∥文文文文 K682.1K682.1K682.1K682.1 だっこしだっこしだっこしだっこし～～～～てだっこしてだっこしてだっこしてだっこし～～～～てててて 木坂 涼木坂 涼木坂 涼木坂 涼∥∥∥∥文文文文 EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

美術館美術館美術館美術館にもぐりこめにもぐりこめにもぐりこめにもぐりこめ!!!!
さがら あつこさがら あつこさがら あつこさがら あつこ∥∥∥∥
文文文文

K706.9K706.9K706.9K706.9 くまのぼりすくまのぼりすくまのぼりすくまのぼりす
ディック  ブルーディック  ブルーディック  ブルーディック  ブルー
ナナナナ∥∥∥∥ぶん えぶん えぶん えぶん え

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

教科書教科書教科書教科書にににに出出出出てくるてくるてくるてくる日本日本日本日本のののの画家画家画家画家　　　　1111
～～～～3333

工藤 美也子工藤 美也子工藤 美也子工藤 美也子∥∥∥∥著著著著
K720.2K720.2K720.2K720.2
8888

だれのなきごえかなだれのなきごえかなだれのなきごえかなだれのなきごえかな????
ディック  ブルーディック  ブルーディック  ブルーディック  ブルー
ナナナナ∥∥∥∥ぶん えぶん えぶん えぶん え

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

たのしいたのしいたのしいたのしい!!!!てづくりおもちゃてづくりおもちゃてづくりおもちゃてづくりおもちゃ
いしかわ まりこいしかわ まりこいしかわ まりこいしかわ まりこ∥∥∥∥
著著著著

K750K750K750K750 ぽつぽつぽつぽつぽつぽつぽつぽつぽつぽつぽつぽつ 増田 純子増田 純子増田 純子増田 純子∥∥∥∥さくさくさくさく EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

明日明日明日明日はもっとはもっとはもっとはもっと強強強強くくくく、、、、美美美美しくしくしくしく 田中 和仁田中 和仁田中 和仁田中 和仁∥∥∥∥監修監修監修監修 K781.5K781.5K781.5K781.5 らっこちゃんらっこちゃんらっこちゃんらっこちゃん
MAYA MAXX∥MAYA MAXX∥MAYA MAXX∥MAYA MAXX∥
えとぶんえとぶんえとぶんえとぶん

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

車車車車いすでいすでいすでいすで世界一周世界一周世界一周世界一周
エインズリー  マエインズリー  マエインズリー  マエインズリー  マ
ンソンンソンンソンンソン∥∥∥∥文文文文

K782.3K782.3K782.3K782.3 すっぽんぽーんすっぽんぽーんすっぽんぽーんすっぽんぽーん
わたなべ あやわたなべ あやわたなべ あやわたなべ あや∥∥∥∥
絵絵絵絵

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

心心心心をつなぐボールをつなぐボールをつなぐボールをつなぐボール 中村 憲剛中村 憲剛中村 憲剛中村 憲剛∥∥∥∥監修監修監修監修
K783.4K783.4K783.4K783.4
7777

イワシイワシイワシイワシ 大片 忠明大片 忠明大片 忠明大片 忠明∥∥∥∥さくさくさくさく
EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

メジャー・リーグはおもしろいメジャー・リーグはおもしろいメジャー・リーグはおもしろいメジャー・リーグはおもしろい 国松 俊英国松 俊英国松 俊英国松 俊英∥∥∥∥著著著著 K783.7K783.7K783.7K783.7 たのしいキリンのかいかたたのしいキリンのかいかたたのしいキリンのかいかたたのしいキリンのかいかた
たがわ ひできたがわ ひできたがわ ひできたがわ ひでき∥∥∥∥
ええええ

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

マンガでマンガでマンガでマンガで覚覚覚覚えるえるえるえる図解図解図解図解チェスのチェスのチェスのチェスの基基基基
本本本本

小島 慎也小島 慎也小島 慎也小島 慎也∥∥∥∥監修監修監修監修 K796.9K796.9K796.9K796.9 テントウムシのいちねんテントウムシのいちねんテントウムシのいちねんテントウムシのいちねん 澤口 澤口 澤口 澤口 たまみたまみたまみたまみ∥∥∥∥文文文文
EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

言葉図鑑言葉図鑑言葉図鑑言葉図鑑　　　　1111・・・・2222 五味 太郎五味 太郎五味 太郎五味 太郎∥∥∥∥著著著著 K800K800K800K800
ベランダでみつけたちいさなむしベランダでみつけたちいさなむしベランダでみつけたちいさなむしベランダでみつけたちいさなむし
ヤマトシジミヤマトシジミヤマトシジミヤマトシジミ

大島 加奈子大島 加奈子大島 加奈子大島 加奈子∥∥∥∥ささささ
くくくく

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

小学生小学生小学生小学生からのからのからのからの慣用句教室慣用句教室慣用句教室慣用句教室　　　　2222 よこた きよしよこた きよしよこた きよしよこた きよし∥∥∥∥文文文文 K814.4K814.4K814.4K814.4 ざっそうのざっそうのざっそうのざっそうの名前名前名前名前 長尾 玲子長尾 玲子長尾 玲子長尾 玲子∥∥∥∥作作作作
EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

K911.5K911.5K911.5K911.5
68686868

みてみてみてみてみてみてみてみて!!!!
谷川 俊太郎谷川 俊太郎谷川 俊太郎谷川 俊太郎∥∥∥∥ここここ
とばとばとばとば

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

はじめてであうはじめてであうはじめてであうはじめてであう日本文学日本文学日本文学日本文学　　　　1111～～～～3333
紀田 順一郎紀田 順一郎紀田 順一郎紀田 順一郎∥∥∥∥監監監監
修修修修

K913.6K913.6K913.6K913.6
8888

水水水水はははは、、、、
山下 大明山下 大明山下 大明山下 大明∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

森森森森をつくるをつくるをつくるをつくる CCCC....WWWWニコルニコルニコルニコル∥∥∥∥著著著著
K930.2K930.2K930.2K930.2
78787878

いのちあふれるいのちあふれるいのちあふれるいのちあふれる海海海海へへへへ
クレア クレア クレア クレア AAAA....ニヴォラニヴォラニヴォラニヴォラ
∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

日本語日本語日本語日本語をををを味味味味わうわうわうわう名詩入門名詩入門名詩入門名詩入門　　　　17171717

78787878 ∥∥∥∥さくさくさくさく ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

絵本絵本絵本絵本 うんこダスマンうんこダスマンうんこダスマンうんこダスマン（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本）））） 村上 八千世村上 八千世村上 八千世村上 八千世∥∥∥∥文文文文
EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

ごとんごとんごーごとんごとんごーごとんごとんごーごとんごとんごー!!!!
新井 洋行新井 洋行新井 洋行新井 洋行∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ かがやいてるかがやいてるかがやいてるかがやいてる 草場 一壽草場 一壽草場 一壽草場 一壽∥∥∥∥作作作作
EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

おめんですおめんですおめんですおめんです
いしかわ こうじいしかわ こうじいしかわ こうじいしかわ こうじ∥∥∥∥
作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ グーテンベルクのふしぎなグーテンベルクのふしぎなグーテンベルクのふしぎなグーテンベルクのふしぎな機械機械機械機械
ジェイムズ  ランジェイムズ  ランジェイムズ  ランジェイムズ  ラン
フォードフォードフォードフォード∥∥∥∥作作作作

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

おでかけしようかおでかけしようかおでかけしようかおでかけしようか
大阪大阪大阪大阪YWCAYWCAYWCAYWCA千里子千里子千里子千里子
どもどもどもども図書室図書室図書室図書室∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ ことばであそぼうことばであそぼうことばであそぼうことばであそぼう五七五五七五五七五五七五 内田 麟太郎内田 麟太郎内田 麟太郎内田 麟太郎∥∥∥∥作作作作
EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

おやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい
大阪大阪大阪大阪YWCAYWCAYWCAYWCA千里子千里子千里子千里子
どもどもどもども図書室図書室図書室図書室∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ トンネルをほるトンネルをほるトンネルをほるトンネルをほる
ライアン  アン  ハライアン  アン  ハライアン  アン  ハライアン  アン  ハ
ンターンターンターンター∥∥∥∥文文文文

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

ごはんたべよごはんたべよごはんたべよごはんたべよ
大阪大阪大阪大阪YWCAYWCAYWCAYWCA千里子千里子千里子千里子
どもどもどもども図書室図書室図書室図書室∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ パンがいっぱいパンがいっぱいパンがいっぱいパンがいっぱい
大村 次郷大村 次郷大村 次郷大村 次郷∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

あったあったあったあったあったあったあったあった
中川 中川 中川 中川 ひろたかひろたかひろたかひろたか∥∥∥∥
ぶんぶんぶんぶん

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ まほうのコップまほうのコップまほうのコップまほうのコップ 藤田 千枝藤田 千枝藤田 千枝藤田 千枝∥∥∥∥原案原案原案原案
EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

あんよあんよあんよあんよあんよあんよあんよあんよ
中川 中川 中川 中川 ひろたかひろたかひろたかひろたか∥∥∥∥
ぶんぶんぶんぶん

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ わたしはガリレオわたしはガリレオわたしはガリレオわたしはガリレオ
ボニー  クリステボニー  クリステボニー  クリステボニー  クリステ
ンセンンセンンセンンセン∥∥∥∥作作作作

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

まるちゃんのみーつけたまるちゃんのみーつけたまるちゃんのみーつけたまるちゃんのみーつけた!!!! ささき ようこささき ようこささき ようこささき ようこ∥∥∥∥作作作作 EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ
算数算数算数算数のののの天才天才天才天才なのになのになのになのに計算計算計算計算ができなができなができなができな
いいいい男男男男のののの子子子子のはなしのはなしのはなしのはなし

バーバラ  エシャバーバラ  エシャバーバラ  エシャバーバラ  エシャ
ムムムム∥∥∥∥文文文文

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

おべんとうバスおべんとうバスおべんとうバスおべんとうバス（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
真珠 真珠 真珠 真珠 まりこまりこまりこまりこ∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ たのしいおりょうりたのしいおりょうりたのしいおりょうりたのしいおりょうり
おおで ゆかこおおで ゆかこおおで ゆかこおおで ゆかこ∥∥∥∥
絵絵絵絵

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

おはようおはようおはようおはよう!!!!
ますだ ゆうこますだ ゆうこますだ ゆうこますだ ゆうこ∥∥∥∥
ぶんぶんぶんぶん

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ くうこうのいちにちくうこうのいちにちくうこうのいちにちくうこうのいちにち インクリンクインクリンクインクリンクインクリンク∥∥∥∥絵絵絵絵
EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

こやぎがむしゃむしゃこやぎがむしゃむしゃこやぎがむしゃむしゃこやぎがむしゃむしゃ 田島 征三田島 征三田島 征三田島 征三∥∥∥∥作作作作 EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ ずっとまもっているよずっとまもっているよずっとまもっているよずっとまもっているよ
メアリー アン フレメアリー アン フレメアリー アン フレメアリー アン フレ
イザーイザーイザーイザー∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

めしあがれめしあがれめしあがれめしあがれ
視覚視覚視覚視覚デザインデザインデザインデザイン研研研研
究所究所究所究所∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ ゴナンとかいぶつゴナンとかいぶつゴナンとかいぶつゴナンとかいぶつ
イチンノロブ  ガイチンノロブ  ガイチンノロブ  ガイチンノロブ  ガ
ンバートルンバートルンバートルンバートル∥∥∥∥文文文文

EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ



ジャックとまめのジャックとまめのジャックとまめのジャックとまめの木木木木 渡辺 茂男渡辺 茂男渡辺 茂男渡辺 茂男∥∥∥∥文文文文 EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ ナナのまほうのむしめがねナナのまほうのむしめがねナナのまほうのむしめがねナナのまほうのむしめがね オガワ ナホオガワ ナホオガワ ナホオガワ ナホ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

パオアルのキツネたいじパオアルのキツネたいじパオアルのキツネたいじパオアルのキツネたいじ 蒲 松齢蒲 松齢蒲 松齢蒲 松齢∥∥∥∥原作原作原作原作 EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ ミミのみずたまスカートミミのみずたまスカートミミのみずたまスカートミミのみずたまスカート オガワ ナホオガワ ナホオガワ ナホオガワ ナホ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

花花花花じんまじんまじんまじんま
田島 征三田島 征三田島 征三田島 征三∥∥∥∥再話再話再話再話
絵絵絵絵

EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ いいないいなあのおうちいいないいなあのおうちいいないいなあのおうちいいないいなあのおうち 軽部 武宏軽部 武宏軽部 武宏軽部 武宏∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ガール・イン・レッドガール・イン・レッドガール・イン・レッドガール・イン・レッド
ロベルト  インノチェンロベルト  インノチェンロベルト  インノチェンロベルト  インノチェン
ティティティティ∥∥∥∥原案 絵原案 絵原案 絵原案 絵 EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ こいのぼりじまこいのぼりじまこいのぼりじまこいのぼりじま

こさか まさみこさか まさみこさか まさみこさか まさみ∥∥∥∥ささささ
くくくく

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ねんねんねむねむおやすみねねんねんねむねむおやすみねねんねんねむねむおやすみねねんねんねむねむおやすみね
ジェニファージェニファージェニファージェニファー
バーンバーンバーンバーン∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ んふんふ なめこんふんふ なめこんふんふ なめこんふんふ なめこ絵本絵本絵本絵本 Beeworks∥Beeworks∥Beeworks∥Beeworks∥監修監修監修監修 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ああああ～～～～っっっっ!!!!
カンタン  グレバカンタン  グレバカンタン  グレバカンタン  グレバ
ンンンン∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ たからもんたからもんたからもんたからもん
菊池 日出夫菊池 日出夫菊池 日出夫菊池 日出夫∥∥∥∥ささささ
くくくく

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ほらほらほらほら、、、、ぼくペンギンだよぼくペンギンだよぼくペンギンだよぼくペンギンだよ
バレリー  ゴルババレリー  ゴルババレリー  ゴルババレリー  ゴルバ
チョフチョフチョフチョフ∥∥∥∥作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ ホーキのララホーキのララホーキのララホーキのララ 沢木 耕太郎沢木 耕太郎沢木 耕太郎沢木 耕太郎∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

はだかのサイはだかのサイはだかのサイはだかのサイ
ミヒャエル  エンミヒャエル  エンミヒャエル  エンミヒャエル  エン
デデデデ∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ カレーライスカレーライスカレーライスカレーライス 小西 英子小西 英子小西 英子小西 英子∥∥∥∥さくさくさくさく EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

こぐまのミーシャこぐまのミーシャこぐまのミーシャこぐまのミーシャ、、、、サーカスへサーカスへサーカスへサーカスへ行行行行くくくく
イジー  トゥルンカイジー  トゥルンカイジー  トゥルンカイジー  トゥルンカ
∥∥∥∥絵絵絵絵

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ たろうめいじんのたからものたろうめいじんのたからものたろうめいじんのたからものたろうめいじんのたからもの
こいで やすここいで やすここいで やすここいで やすこ∥∥∥∥
さくさくさくさく

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

わたしにはわたしにはわたしにはわたしには夢夢夢夢があるがあるがあるがある
マーティン  ルーサーマーティン  ルーサーマーティン  ルーサーマーティン  ルーサー
キング  ジュニアキング  ジュニアキング  ジュニアキング  ジュニア∥∥∥∥文文文文 EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ ちいさいトラックちいさいトラックちいさいトラックちいさいトラック

ねぎし たかこねぎし たかこねぎし たかこねぎし たかこ∥∥∥∥
文文文文

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ママはびようしさんママはびようしさんママはびようしさんママはびようしさん
アンナ  ベングトアンナ  ベングトアンナ  ベングトアンナ  ベングト
ソンソンソンソン∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ 決戦決戦決戦決戦!!!!どうぶつどうぶつどうぶつどうぶつ関関関関ケケケケ原原原原 コマヤスカンコマヤスカンコマヤスカンコマヤスカン∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

リッキのたんじょうびリッキのたんじょうびリッキのたんじょうびリッキのたんじょうび
ヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネ
ヒテンヒテンヒテンヒテン∥∥∥∥さく  えさく  えさく  えさく  え

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ
あめのちゆうやけせんたくかああめのちゆうやけせんたくかああめのちゆうやけせんたくかああめのちゆうやけせんたくかあ
ちゃんちゃんちゃんちゃん

さとう わきこさとう わきこさとう わきこさとう わきこ∥∥∥∥さくさくさくさく
ええええ

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

でかワルのマイクでかワルのマイクでかワルのマイクでかワルのマイク
ミシェル  ヌードミシェル  ヌードミシェル  ヌードミシェル  ヌード
センセンセンセン∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ かたっぽさんどこですかかたっぽさんどこですかかたっぽさんどこですかかたっぽさんどこですか???? さこ ももみさこ ももみさこ ももみさこ ももみ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ともだちをさがそうともだちをさがそうともだちをさがそうともだちをさがそう、、、、ムーミントロームーミントロームーミントロームーミントロー
ルルルル

トーベ  ヤンソントーベ  ヤンソントーベ  ヤンソントーベ  ヤンソン
∥∥∥∥原作  絵原作  絵原作  絵原作  絵

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ じんべえざめじんべえざめじんべえざめじんべえざめ 新宮 晋新宮 晋新宮 晋新宮 晋∥∥∥∥著著著著 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

しずかなしずかなしずかなしずかな、、、、クリスマスのほんクリスマスのほんクリスマスのほんクリスマスのほん
デボラ  アンダーデボラ  アンダーデボラ  アンダーデボラ  アンダー
ウッドウッドウッドウッド∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ
バムとケロのさむいあさバムとケロのさむいあさバムとケロのさむいあさバムとケロのさむいあさ（（（（大型絵大型絵大型絵大型絵
本本本本））））

島田 島田 島田 島田 ゆかゆかゆかゆか∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ
ウッドウッドウッドウッド∥∥∥∥文文文文 本本本本）））） 絵絵絵絵

やだよやだよやだよやだよ
クラウディア  ルクラウディア  ルクラウディア  ルクラウディア  ル
エダエダエダエダ∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ ぶたラッパぶたラッパぶたラッパぶたラッパ
下田 昌克下田 昌克下田 昌克下田 昌克∥∥∥∥さくさくさくさく
ええええ

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

そらのいろってそらのいろってそらのいろってそらのいろって
ピーター  レイノピーター  レイノピーター  レイノピーター  レイノ
ルズルズルズルズ∥∥∥∥ぶん  えぶん  えぶん  えぶん  え

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ ぼくだけのことぼくだけのことぼくだけのことぼくだけのこと 森 絵都森 絵都森 絵都森 絵都∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

きょうもひつじぱんきょうもひつじぱんきょうもひつじぱんきょうもひつじぱん
あきやま ただしあきやま ただしあきやま ただしあきやま ただし
∥∥∥∥作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ありとすいかありとすいかありとすいかありとすいか（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
たむら  しげるたむら  しげるたむら  しげるたむら  しげる∥∥∥∥
作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

くじらのあかちゃんおおきくなあくじらのあかちゃんおおきくなあくじらのあかちゃんおおきくなあくじらのあかちゃんおおきくなあ
れれれれ

神沢 利子神沢 利子神沢 利子神沢 利子∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ あんちゃんあんちゃんあんちゃんあんちゃん 高部 晴市高部 晴市高部 晴市高部 晴市∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ぴたっぴたっぴたっぴたっ!!!!
あずみあずみあずみあずみ虫虫虫虫∥∥∥∥さくさくさくさく
ええええ

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ えらいえらいえらいえらいえらいえらいえらいえらい!!!!（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
ますだ ゆうこますだ ゆうこますだ ゆうこますだ ゆうこ∥∥∥∥
ぶんぶんぶんぶん

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

へんしんオバケへんしんオバケへんしんオバケへんしんオバケ（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
あきやま ただしあきやま ただしあきやま ただしあきやま ただし
∥∥∥∥作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ きいのいえできいのいえできいのいえできいのいえで 種村 有希子種村 有希子種村 有希子種村 有希子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ヤダヤダかめんヤダヤダかめんヤダヤダかめんヤダヤダかめん
あきやま ただしあきやま ただしあきやま ただしあきやま ただし
∥∥∥∥作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ねじまきバスねじまきバスねじまきバスねじまきバス
たむら しげるたむら しげるたむら しげるたむら しげる∥∥∥∥ささささ
くくくく

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

旅旅旅旅のののの絵本絵本絵本絵本　　　　8888 安野 光雅安野 光雅安野 光雅安野 光雅∥∥∥∥著著著著 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ペッタンペッタンペッタンペッタン 高部 晴市高部 晴市高部 晴市高部 晴市∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

きょうのえほんきょうのえほんきょうのえほんきょうのえほん
いもと ようこいもと ようこいもと ようこいもと ようこ∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おでんしゃおでんしゃおでんしゃおでんしゃ 塚本 塚本 塚本 塚本 やすしやすしやすしやすし∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

こまったときのねこおどりこまったときのねこおどりこまったときのねこおどりこまったときのねこおどり いとう ひろしいとう ひろしいとう ひろしいとう ひろし∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ オッドのおしごとオッドのおしごとオッドのおしごとオッドのおしごと
てづか あけみてづか あけみてづか あけみてづか あけみ∥∥∥∥
絵絵絵絵とととと文文文文

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

とこよのくにのうらしまさんとこよのくにのうらしまさんとこよのくにのうらしまさんとこよのくにのうらしまさん
伊根町立本庄小学校伊根町立本庄小学校伊根町立本庄小学校伊根町立本庄小学校
のののの子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち∥∥∥∥作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ 千年千年千年千年もみじもみじもみじもみじ 最上 一平最上 一平最上 一平最上 一平∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

もぐらバスもぐらバスもぐらバスもぐらバス（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本）））） 佐藤 雅彦佐藤 雅彦佐藤 雅彦佐藤 雅彦∥∥∥∥原案原案原案原案 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ らくだらくだらくだらくだ にご まりこにご まりこにご まりこにご まりこ∥∥∥∥さくさくさくさく EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ナナとミミはぶかぶかひめナナとミミはぶかぶかひめナナとミミはぶかぶかひめナナとミミはぶかぶかひめ オガワ ナホオガワ ナホオガワ ナホオガワ ナホ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ カラスのスッカラカラスのスッカラカラスのスッカラカラスのスッカラ 石津 石津 石津 石津 ちひろちひろちひろちひろ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ



イルカようちえんイルカようちえんイルカようちえんイルカようちえん のぶみのぶみのぶみのぶみ∥∥∥∥さくさくさくさく EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ 紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居

しりとりのだいすきなおうさましりとりのだいすきなおうさましりとりのだいすきなおうさましりとりのだいすきなおうさま（（（（大大大大
型絵本型絵本型絵本型絵本））））

中村 翔子中村 翔子中村 翔子中村 翔子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ あひるのおうさまあひるのおうさまあひるのおうさまあひるのおうさま 堀尾 青史堀尾 青史堀尾 青史堀尾 青史∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

はっぱのおうちはっぱのおうちはっぱのおうちはっぱのおうち（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本）））） 征矢 清征矢 清征矢 清征矢 清∥∥∥∥さくさくさくさく EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ いもころがしいもころがしいもころがしいもころがし 川崎 大治川崎 大治川崎 大治川崎 大治∥∥∥∥作作作作 PPPP

きょうはマラカスのひきょうはマラカスのひきょうはマラカスのひきょうはマラカスのひ
樋勝 朋巳樋勝 朋巳樋勝 朋巳樋勝 朋巳∥∥∥∥文文文文
絵絵絵絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ うなぎにきいてうなぎにきいてうなぎにきいてうなぎにきいて 桂 文我桂 文我桂 文我桂 文我∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

たまごサーカスたまごサーカスたまごサーカスたまごサーカス
ふくだ じゅんこふくだ じゅんこふくだ じゅんこふくだ じゅんこ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おいしぃおいしぃおいしぃおいしぃおいしぃおいしぃおいしぃおいしぃ!!!!
ひろかわ さえこひろかわ さえこひろかわ さえこひろかわ さえこ
∥∥∥∥脚本  絵脚本  絵脚本  絵脚本  絵

PPPP

チョーシンくんのだいぼうけんチョーシンくんのだいぼうけんチョーシンくんのだいぼうけんチョーシンくんのだいぼうけん 二見 正直二見 正直二見 正直二見 正直∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おうちでレストランおうちでレストランおうちでレストランおうちでレストラン
上地 上地 上地 上地 ちづちづちづちづ子子子子∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP

ましろとカラスましろとカラスましろとカラスましろとカラス
ふくざわ ゆみこふくざわ ゆみこふくざわ ゆみこふくざわ ゆみこ
∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おおきくおおきくおおきくなあれおおきくおおきくおおきくなあれおおきくおおきくおおきくなあれおおきくおおきくおおきくなあれ
まつい のりこまつい のりこまつい のりこまつい のりこ∥∥∥∥
脚本  画脚本  画脚本  画脚本  画

PPPP

おだんごだんごおだんごだんごおだんごだんごおだんごだんご 筒井 敬介筒井 敬介筒井 敬介筒井 敬介∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おおきくなりたいなおおきくなりたいなおおきくなりたいなおおきくなりたいな
松谷 松谷 松谷 松谷 みよみよみよみよ子子子子∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP

ちいさなはくさいちいさなはくさいちいさなはくさいちいさなはくさい
くどう なおこくどう なおこくどう なおこくどう なおこ∥∥∥∥ささささ
くくくく

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おとうふさんとそらまめさんおとうふさんとそらまめさんおとうふさんとそらまめさんおとうふさんとそらまめさん
松谷 松谷 松谷 松谷 みよみよみよみよ子子子子∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP

いけのおといけのおといけのおといけのおと 松岡 達英松岡 達英松岡 達英松岡 達英∥∥∥∥さくさくさくさく EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おねぼうなじゃがいもさんおねぼうなじゃがいもさんおねぼうなじゃがいもさんおねぼうなじゃがいもさん 村山 籌子村山 籌子村山 籌子村山 籌子∥∥∥∥原作原作原作原作 PPPP

おおきなおひめさまおおきなおひめさまおおきなおひめさまおおきなおひめさま 三浦 太郎三浦 太郎三浦 太郎三浦 太郎∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おまめくんぱちぱちーおまめくんぱちぱちーおまめくんぱちぱちーおまめくんぱちぱちー
とよた かずひことよた かずひことよた かずひことよた かずひこ
∥∥∥∥脚本  絵脚本  絵脚本  絵脚本  絵

PPPP

おとうさん・パパ・おとうちゃんおとうさん・パパ・おとうちゃんおとうさん・パパ・おとうちゃんおとうさん・パパ・おとうちゃん（（（（大大大大
型絵本型絵本型絵本型絵本））））

みやにし たつやみやにし たつやみやにし たつやみやにし たつや
∥∥∥∥作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おむすびくんおむすびくんおむすびくんおむすびくん
とよた かずひことよた かずひことよた かずひことよた かずひこ
∥∥∥∥脚本  絵脚本  絵脚本  絵脚本  絵

PPPP

これだれのこれだれのこれだれのこれだれの????
みやこし あきこみやこし あきこみやこし あきこみやこし あきこ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ かにむかしかにむかしかにむかしかにむかし 田畑 精一田畑 精一田畑 精一田畑 精一∥∥∥∥作作作作 PPPP

ちゅーちゅーちゅーちゅーちゅーちゅーちゅーちゅー（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本）））） 宮西 達也宮西 達也宮西 達也宮西 達也∥∥∥∥作絵作絵作絵作絵 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ がらがらでんしゃがらがらでんしゃがらがらでんしゃがらがらでんしゃ
とよた かずひことよた かずひことよた かずひことよた かずひこ
∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本　　　　絵絵絵絵

PPPP

999999999999ひきのきょうだいひきのきょうだいひきのきょうだいひきのきょうだい（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本）））） 木村 研木村 研木村 研木村 研∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ きつねとごんろくきつねとごんろくきつねとごんろくきつねとごんろく 馬場 馬場 馬場 馬場 のぼるのぼるのぼるのぼる∥∥∥∥作作作作 PPPP

どんどんどんどん 坪内 稔典坪内 稔典坪内 稔典坪内 稔典∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ くれよんさんのけんかくれよんさんのけんかくれよんさんのけんかくれよんさんのけんか 八木田 宜子八木田 宜子八木田 宜子八木田 宜子∥∥∥∥作作作作 PPPP

もこもこもこもこもこもこもこもこもこもこもこもこ（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本）））） 谷川 俊太郎谷川 俊太郎谷川 俊太郎谷川 俊太郎∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ こぎつねコンチといちごこぎつねコンチといちごこぎつねコンチといちごこぎつねコンチといちご
中川 李枝子中川 李枝子中川 李枝子中川 李枝子∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP

おかしなおかしおかしなおかしおかしなおかしおかしなおかし 石津 石津 石津 石津 ちひろちひろちひろちひろ∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ こぎつねコンチとおかあさんこぎつねコンチとおかあさんこぎつねコンチとおかあさんこぎつねコンチとおかあさん
中川 李枝子中川 李枝子中川 李枝子中川 李枝子∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP

まんまるハオちゃんまんまるハオちゃんまんまるハオちゃんまんまるハオちゃん やぎ たみこやぎ たみこやぎ たみこやぎ たみこ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ こぎつねコンチのにわそうじこぎつねコンチのにわそうじこぎつねコンチのにわそうじこぎつねコンチのにわそうじ
中川 李枝子中川 李枝子中川 李枝子中川 李枝子∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP

おむかえおむかえおむかえおむかえ
吉岡 吉岡 吉岡 吉岡 さやかさやかさやかさやか∥∥∥∥ささささ
くくくく

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ こねこのしろちゃんこねこのしろちゃんこねこのしろちゃんこねこのしろちゃん 堀尾 青史堀尾 青史堀尾 青史堀尾 青史∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

いろはいろいろいろはいろいろいろはいろいろいろはいろいろ 沢木 耕太郎沢木 耕太郎沢木 耕太郎沢木 耕太郎∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ころころじゃっぽーんころころじゃっぽーんころころじゃっぽーんころころじゃっぽーん
長野 長野 長野 長野 ヒデヒデヒデヒデ子子子子∥∥∥∥脚脚脚脚
本  絵本  絵本  絵本  絵

PPPP

ごんぎつねごんぎつねごんぎつねごんぎつね 新美 南吉新美 南吉新美 南吉新美 南吉∥∥∥∥原作原作原作原作 PPPP

さらやしきのおきくさらやしきのおきくさらやしきのおきくさらやしきのおきく 桂 文我桂 文我桂 文我桂 文我∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

じょうずじょうずじょうずじょうずじょうずじょうずじょうずじょうず
なとり ちづなとり ちづなとり ちづなとり ちづ∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP

せかいせかいせかいせかい一大一大一大一大きなケーキきなケーキきなケーキきなケーキ 古田 足日古田 足日古田 足日古田 足日∥∥∥∥作作作作 PPPP

たべられたやまんばたべられたやまんばたべられたやまんばたべられたやまんば
松谷 松谷 松谷 松谷 みよみよみよみよ子子子子∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP

できたかなまーだかなできたかなまーだかなできたかなまーだかなできたかなまーだかな
やすい すえこやすい すえこやすい すえこやすい すえこ∥∥∥∥
脚本脚本脚本脚本

PPPP

てぶくろをかいにてぶくろをかいにてぶくろをかいにてぶくろをかいに 新美 南吉新美 南吉新美 南吉新美 南吉∥∥∥∥原作原作原作原作 PPPP

絵本はラベルの色で分類しています。

Eアオ・・・・・・・・・小型えほん

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オレンジ・・・・・ 知識のえほん

Eハイイロ・・・・・ 外国のえほん

Eミドリ・・・・・・・・ 日本のえほん

Eムラサキ・・・・・ 大人向けえほん



どんぐりとやまねこどんぐりとやまねこどんぐりとやまねこどんぐりとやまねこ 宮沢 賢治宮沢 賢治宮沢 賢治宮沢 賢治∥∥∥∥原作原作原作原作 PPPP

なぜなぜなぜなぜ、、、、おふろにしょうぶをいれるおふろにしょうぶをいれるおふろにしょうぶをいれるおふろにしょうぶをいれる
のののの????

常光 徹常光 徹常光 徹常光 徹∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

なぜなぜなぜなぜ、、、、七夕七夕七夕七夕にささかざりをするのにささかざりをするのにささかざりをするのにささかざりをするの???? 若山 甲介若山 甲介若山 甲介若山 甲介∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

ねずみちょうじゃねずみちょうじゃねずみちょうじゃねずみちょうじゃ 川崎 大治川崎 大治川崎 大治川崎 大治∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

ねないこだあれねないこだあれねないこだあれねないこだあれ
松谷 松谷 松谷 松谷 みよみよみよみよ子子子子∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP

のーびたのびたのーびたのびたのーびたのびたのーびたのびた
福田 岩緒福田 岩緒福田 岩緒福田 岩緒∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本
絵絵絵絵

PPPP

のはらにねのはらにねのはらにねのはらにね
ひろかわ さえこひろかわ さえこひろかわ さえこひろかわ さえこ
∥∥∥∥脚本  絵脚本  絵脚本  絵脚本  絵

PPPP

はないっぱいになあれはないっぱいになあれはないっぱいになあれはないっぱいになあれ
松谷 松谷 松谷 松谷 みよみよみよみよ子子子子∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP

ふうちゃんのそりふうちゃんのそりふうちゃんのそりふうちゃんのそり 神沢 利子神沢 利子神沢 利子神沢 利子∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

みんなでぽんみんなでぽんみんなでぽんみんなでぽん!!!!
まつい のりこまつい のりこまつい のりこまつい のりこ∥∥∥∥
脚本  画脚本  画脚本  画脚本  画

PPPP

やせいぬニードルやせいぬニードルやせいぬニードルやせいぬニードル 清水 真裕清水 真裕清水 真裕清水 真裕∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

ＣＤＣＤＣＤＣＤ

AAAA

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

V317.2V317.2V317.2V317.2
9999

陸陸陸陸・・・・海海海海・・・・空空空空のパワーをのパワーをのパワーをのパワーを集結集結集結集結

ありがとうをつたえようありがとうをつたえようありがとうをつたえようありがとうをつたえよう

9999

生生生生きききき抜抜抜抜くくくく 森岡 紀人森岡 紀人森岡 紀人森岡 紀人∥∥∥∥監督監督監督監督
V369.3V369.3V369.3V369.3
1111

V519V519V519V519

着物着物着物着物のののの手手手手ほどきいたしますほどきいたしますほどきいたしますほどきいたします
如月 如月 如月 如月 まみまみまみまみ∥∥∥∥出演出演出演出演
ﾅﾚｰｼｮﾝ ﾅﾚｰｼｮﾝ ﾅﾚｰｼｮﾝ ﾅﾚｰｼｮﾝ 監修監修監修監修

V593.8V593.8V593.8V593.8

トーヴェ・ヤンソンのムーミントーヴェ・ヤンソンのムーミントーヴェ・ヤンソンのムーミントーヴェ・ヤンソンのムーミン ﾄｰｳﾞｪ･ﾔﾝｿﾝﾄｰｳﾞｪ･ﾔﾝｿﾝﾄｰｳﾞｪ･ﾔﾝｿﾝﾄｰｳﾞｪ･ﾔﾝｿﾝ∥∥∥∥絵絵絵絵 V726.6V726.6V726.6V726.6

となりのトトロとなりのトトロとなりのトトロとなりのトトロ
宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿∥∥∥∥原作原作原作原作
脚本 監督脚本 監督脚本 監督脚本 監督

V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

はらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむし
ｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｶﾞﾌｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｶﾞﾌｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｶﾞﾌｱﾝﾄﾞﾘｭｰ･ｶﾞﾌ∥∥∥∥
監督監督監督監督

V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

ぼくはぼくはぼくはぼくは王王王王さまさまさまさま 高木 淳高木 淳高木 淳高木 淳∥∥∥∥監督監督監督監督
V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

天空天空天空天空のののの城城城城ラピュタラピュタラピュタラピュタ
宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿∥∥∥∥原作原作原作原作
脚本 監督脚本 監督脚本 監督脚本 監督

V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

風風風風のののの谷谷谷谷のナウシカのナウシカのナウシカのナウシカ
宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿∥∥∥∥原作原作原作原作
脚本 監督脚本 監督脚本 監督脚本 監督

V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

動物動物動物動物かんきょうかんきょうかんきょうかんきょう会議会議会議会議　　　　1111・・・・2222


