
購入図書案内購入図書案内購入図書案内購入図書案内　　　　　　　　９９９９月号月号月号月号 縄文人縄文人縄文人縄文人にににに学学学学ぶぶぶぶ 上田 篤上田 篤上田 篤上田 篤∥∥∥∥著著著著 210.25210.25210.25210.25

2013201320132013年年年年9999月受入分月受入分月受入分月受入分　　　　NoNoNoNo....271271271271　　　　名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館 明治国家明治国家明治国家明治国家をつくったをつくったをつくったをつくった人人人人びとびとびとびと 瀧井 一博瀧井 一博瀧井 一博瀧井 一博∥∥∥∥著著著著 210.58210.58210.58210.58

総記総記総記総記 太平洋太平洋太平洋太平洋のののの試練試練試練試練　　　　上下上下上下上下
イアンイアンイアンイアン　　　　トールトールトールトール∥∥∥∥
著著著著

210.75210.75210.75210.75

ウェブウェブウェブウェブ文明論文明論文明論文明論 池田 純一池田 純一池田 純一池田 純一∥∥∥∥著著著著 007.3007.3007.3007.3 聞聞聞聞きききき上手話上手話上手話上手話しししし上手上手上手上手 佐藤 可士和佐藤 可士和佐藤 可士和佐藤 可士和∥∥∥∥著著著著 281.04281.04281.04281.04

インターネットでインターネットでインターネットでインターネットで文献探索文献探索文献探索文献探索　　　　2013201320132013
年版年版年版年版

伊藤 民雄伊藤 民雄伊藤 民雄伊藤 民雄∥∥∥∥著著著著 007.58007.58007.58007.58 世界世界世界世界のののの王室王室王室王室うんちくうんちくうんちくうんちく大全大全大全大全 八幡 和郎八幡 和郎八幡 和郎八幡 和郎∥∥∥∥著著著著 288.49288.49288.49288.49

図書館図書館図書館図書館にににに通通通通うううう 宮田 昇宮田 昇宮田 昇宮田 昇∥∥∥∥著著著著 010.4010.4010.4010.4
妻妻妻妻とととと飛飛飛飛んだんだんだんだ特攻兵特攻兵特攻兵特攻兵　　　　8888・・・・19191919満州満州満州満州、、、、最最最最
後後後後のののの特攻特攻特攻特攻

豊田 正義豊田 正義豊田 正義豊田 正義∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

019.3019.3019.3019.3 小沢一郎淋小沢一郎淋小沢一郎淋小沢一郎淋しきしきしきしき家族家族家族家族のののの肖像肖像肖像肖像 松田 賢弥松田 賢弥松田 賢弥松田 賢弥∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

ベーシックベーシックベーシックベーシック絵本入門絵本入門絵本入門絵本入門 生田 美秋生田 美秋生田 美秋生田 美秋∥∥∥∥編著編著編著編著 019.53019.53019.53019.53 あるあるあるある奴隷少女奴隷少女奴隷少女奴隷少女にににに起起起起こったこったこったこった出来事出来事出来事出来事
ハリエットハリエットハリエットハリエット　　　　アンアンアンアン
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

289.3289.3289.3289.3

蔵書蔵書蔵書蔵書のののの苦苦苦苦しみしみしみしみ 岡崎 武志岡崎 武志岡崎 武志岡崎 武志∥∥∥∥著著著著 024.9024.9024.9024.9 無人島無人島無人島無人島にににに生生生生きるきるきるきる十六人十六人十六人十六人 須川 邦彦須川 邦彦須川 邦彦須川 邦彦∥∥∥∥著著著著 290.92290.92290.92290.92

このこのこのこの古典古典古典古典がががが仕事仕事仕事仕事にににに効効効効くくくく!!!! 成毛 眞成毛 眞成毛 眞成毛 眞∥∥∥∥監修監修監修監修 028.028.028.028. 完訳日本奥地紀行完訳日本奥地紀行完訳日本奥地紀行完訳日本奥地紀行　　　　4444
イザベライザベライザベライザベラ　　　　バードバードバードバード
∥∥∥∥著著著著

291.09291.09291.09291.09

貧困貧困貧困貧困なるなるなるなる精神精神精神精神　　　　25252525集集集集　　　　悪口雑言悪口雑言悪口雑言悪口雑言
罵詈讒謗集罵詈讒謗集罵詈讒謗集罵詈讒謗集

本多 勝一本多 勝一本多 勝一本多 勝一∥∥∥∥著著著著 049.049.049.049. 291.23291.23291.23291.23

哲学哲学哲学哲学・・・・宗教宗教宗教宗教
東京東京東京東京・・・・横浜修学旅行横浜修学旅行横浜修学旅行横浜修学旅行まるわかりガまるわかりガまるわかりガまるわかりガ
イドイドイドイド

野崎 陽子野崎 陽子野崎 陽子野崎 陽子∥∥∥∥著著著著 291.36291.36291.36291.36

非社交的社交性非社交的社交性非社交的社交性非社交的社交性 中島 義道中島 義道中島 義道中島 義道∥∥∥∥著著著著 104104104104 マイマイマイマイ京都慕情京都慕情京都慕情京都慕情 みうら じゅんみうら じゅんみうら じゅんみうら じゅん∥∥∥∥著著著著 291.62291.62291.62291.62

悩悩悩悩みのみのみのみの99999999%%%%がががが一気一気一気一気にににに解決解決解決解決!!!!魔法魔法魔法魔法のののの
コンサルコンサルコンサルコンサル思考術思考術思考術思考術

佐藤 智恵佐藤 智恵佐藤 智恵佐藤 智恵∥∥∥∥著著著著 141.5141.5141.5141.5 世界世界世界世界でででで一番美一番美一番美一番美しいしいしいしい村村村村プロヴァンスプロヴァンスプロヴァンスプロヴァンス
ヒューヒューヒューヒュー　　　　パーマーパーマーパーマーパーマー
∥∥∥∥撮影撮影撮影撮影

293.5293.5293.5293.5

緊張緊張緊張緊張してしてしてして失敗失敗失敗失敗するするするする子子子子どものためのどものためのどものためのどものための
リラックス・レッスンリラックス・レッスンリラックス・レッスンリラックス・レッスン

有光 興記有光 興記有光 興記有光 興記∥∥∥∥監修監修監修監修 146.82146.82146.82146.82 カナダをカナダをカナダをカナダを旅旅旅旅するするするする37373737章章章章 飯野 正子飯野 正子飯野 正子飯野 正子∥∥∥∥編著編著編著編著 295.1295.1295.1295.1

死別死別死別死別をををを体験体験体験体験したしたしたした子子子子どもによりそうどもによりそうどもによりそうどもによりそう 西田 正弘西田 正弘西田 正弘西田 正弘∥∥∥∥著著著著 146.82146.82146.82146.82 295.1295.1295.1295.1

宇宙宇宙宇宙宇宙にたったにたったにたったにたった1111つのつのつのつの神様神様神様神様のののの仕組仕組仕組仕組

全国農村読書調査全国農村読書調査全国農村読書調査全国農村読書調査のあゆみ のあゆみ のあゆみ のあゆみ 1946194619461946----2012201220122012

仙台仙台仙台仙台　　　　松島松島松島松島・・・・平泉平泉平泉平泉　　　　ことりっぷことりっぷことりっぷことりっぷ

るるぶカナダるるぶカナダるるぶカナダるるぶカナダ　　　　2012201220122012

1

宇宙宇宙宇宙宇宙にたったにたったにたったにたった1111つのつのつのつの神様神様神様神様のののの仕組仕組仕組仕組
みみみみ

飯島 秀行飯島 秀行飯島 秀行飯島 秀行∥∥∥∥著著著著 147147147147 ホッキョクグマがホッキョクグマがホッキョクグマがホッキョクグマが教教教教えてくれたことえてくれたことえてくれたことえてくれたこと 寺沢 孝毅寺沢 孝毅寺沢 孝毅寺沢 孝毅∥∥∥∥著著著著 297.8297.8297.8297.8

九十九怪談九十九怪談九十九怪談九十九怪談　　　　第第第第6666夜夜夜夜 木原 浩勝木原 浩勝木原 浩勝木原 浩勝∥∥∥∥著著著著 147147147147 社会科学社会科学社会科学社会科学

赤赤赤赤ちゃんにちゃんにちゃんにちゃんに最高最高最高最高のののの名前名前名前名前をつけるをつけるをつけるをつける
本本本本　　　　2013201320132013----2014201420142014

ハッピーネームハッピーネームハッピーネームハッピーネーム
ファーザーズファーザーズファーザーズファーザーズ∥∥∥∥
編編編編

148.3148.3148.3148.3 <<<<株株株株>>>>貧困大国貧困大国貧困大国貧困大国アメリカアメリカアメリカアメリカ 堤 未果堤 未果堤 未果堤 未果∥∥∥∥著著著著 302.53302.53302.53302.53

名字名字名字名字でででで見見見見つけるつけるつけるつける!!!!画数画数画数画数からのからのからのからの名名名名づづづづ
けけけけ

牧野 恭仁雄牧野 恭仁雄牧野 恭仁雄牧野 恭仁雄∥∥∥∥監監監監
修修修修

148.3148.3148.3148.3 決断決断決断決断のののの条件条件条件条件 会田 雄次会田 雄次会田 雄次会田 雄次∥∥∥∥著著著著 304304304304

あなたはこのあなたはこのあなたはこのあなたはこの人生人生人生人生でででで「「「「おおおお金金金金」」」」をををを選選選選びますびますびますびます
かかかか、、、、それともそれともそれともそれとも「「「「生生生生きがいきがいきがいきがい」」」」をををを求求求求めますかめますかめますかめますか????

大塚 寿大塚 寿大塚 寿大塚 寿∥∥∥∥著著著著 159159159159 日本日本日本日本のののの決断決断決断決断 櫻井 櫻井 櫻井 櫻井 よしこよしこよしこよしこ∥∥∥∥著著著著 304304304304

習慣習慣習慣習慣のののの力力力力
チャールズチャールズチャールズチャールズ　　　　デュデュデュデュ
ヒッグヒッグヒッグヒッグ∥∥∥∥著著著著

159159159159 2014201420142014年年年年～～～～世界世界世界世界のののの真実真実真実真実
長谷川 慶太郎長谷川 慶太郎長谷川 慶太郎長谷川 慶太郎∥∥∥∥
著著著著

304304304304

認認認認めてめてめてめて励励励励ますますますます人生案内人生案内人生案内人生案内 増田 明美増田 明美増田 明美増田 明美∥∥∥∥著著著著 159159159159 共同研究転向共同研究転向共同研究転向共同研究転向　　　　5555・・・・6666
思想思想思想思想のののの科学研究科学研究科学研究科学研究
会会会会∥∥∥∥編編編編

309.02309.02309.02309.02

富士山文化富士山文化富士山文化富士山文化 竹谷 靱負竹谷 靱負竹谷 靱負竹谷 靱負∥∥∥∥著著著著 163.1163.1163.1163.1 アベノリスクアベノリスクアベノリスクアベノリスク 植草 一秀植草 一秀植草 一秀植草 一秀∥∥∥∥著著著著 312.1312.1312.1312.1

シャマニズムシャマニズムシャマニズムシャマニズム　　　　1111・・・・2222
ウノウノウノウノ　　　　ハルヴァハルヴァハルヴァハルヴァ∥∥∥∥
著著著著

163.9163.9163.9163.9 ネットネットネットネット選挙選挙選挙選挙 西田 亮介西田 亮介西田 亮介西田 亮介∥∥∥∥著著著著 314.85314.85314.85314.85

日本人日本人日本人日本人だけがだけがだけがだけが知知知知っているっているっているっている神様神様神様神様にににに
ほめられるほめられるほめられるほめられる生生生生きききき方方方方

岡本 彰夫岡本 彰夫岡本 彰夫岡本 彰夫∥∥∥∥著著著著 170.4170.4170.4170.4 民族紛争民族紛争民族紛争民族紛争 月村 太郎月村 太郎月村 太郎月村 太郎∥∥∥∥著著著著 316.8316.8316.8316.8

仏典仏典仏典仏典のののの植物事典植物事典植物事典植物事典 満久 崇麿満久 崇麿満久 崇麿満久 崇麿∥∥∥∥著著著著 183183183183 市民社会市民社会市民社会市民社会とととと地方自治地方自治地方自治地方自治 片山 善博片山 善博片山 善博片山 善博∥∥∥∥著著著著 318318318318

歴史歴史歴史歴史・・・・地理地理地理地理 アジアアジアアジアアジア力力力力のののの世紀世紀世紀世紀 進藤 榮一進藤 榮一進藤 榮一進藤 榮一∥∥∥∥著著著著 319.2319.2319.2319.2

海海海海をををを渡渡渡渡ったったったった人類人類人類人類のののの遙遙遙遙かなかなかなかな歴史歴史歴史歴史
ブライアンブライアンブライアンブライアン　　　　フェイフェイフェイフェイ
ガンガンガンガン∥∥∥∥著著著著

209209209209 いまいまいまいま、「、「、「、「憲法改正憲法改正憲法改正憲法改正」」」」をどうをどうをどうをどう考考考考えるかえるかえるかえるか 樋口 陽一樋口 陽一樋口 陽一樋口 陽一∥∥∥∥著著著著 323.12323.12323.12323.12

世界史世界史世界史世界史のののの読読読読みみみみ方方方方 宮崎 正勝宮崎 正勝宮崎 正勝宮崎 正勝∥∥∥∥著著著著 209209209209 日本国憲法日本国憲法日本国憲法日本国憲法
「「「「写楽写楽写楽写楽」」」」編集部編集部編集部編集部∥∥∥∥
編集編集編集編集

323.14323.14323.14323.14

210.1210.1210.1210.1
公道公道公道公道・・・・私道私道私道私道のトラブルのトラブルのトラブルのトラブル解決法解決法解決法解決法
2013201320132013　　　　第第第第2222版版版版

高井 和伸高井 和伸高井 和伸高井 和伸∥∥∥∥著著著著 324.2324.2324.2324.2

今今今今こそこそこそこそ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「「「「災害災害災害災害のののの日日日日
本史本史本史本史」」」」

岳 真也岳 真也岳 真也岳 真也∥∥∥∥著著著著
B210.1B210.1B210.1B210.1

7777
かかりつけかかりつけかかりつけかかりつけ弁護士弁護士弁護士弁護士のののの見見見見つけつけつけつけ方方方方 木下 慎也木下 慎也木下 慎也木下 慎也∥∥∥∥著著著著 327.14327.14327.14327.14

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8888　　　　鎌倉 鎌倉 鎌倉 鎌倉 「「「「武家外交武家外交武家外交武家外交」」」」
のののの誕生誕生誕生誕生

1



司法書士白書 司法書士白書 司法書士白書 司法書士白書 2013201320132013年版年版年版年版
日本司法書士会日本司法書士会日本司法書士会日本司法書士会
連合会連合会連合会連合会∥∥∥∥編者編者編者編者

327.17327.17327.17327.17
工学部工学部工学部工学部ヒラノヒラノヒラノヒラノ教授教授教授教授のアメリカのアメリカのアメリカのアメリカ武者武者武者武者
修行修行修行修行

今野 浩今野 浩今野 浩今野 浩∥∥∥∥著著著著 377.25377.25377.25377.25

ここだけはここだけはここだけはここだけは聞聞聞聞いておきたいいておきたいいておきたいいておきたい裁判員裁判員裁判員裁判員
裁判裁判裁判裁判

片山 善博片山 善博片山 善博片山 善博∥∥∥∥著著著著 327.67327.67327.67327.67 脳脳脳脳のののの個性個性個性個性をををを才能才能才能才能にかえるにかえるにかえるにかえる
トーマストーマストーマストーマス　　　　アームアームアームアーム
ストロングストロングストロングストロング∥∥∥∥著著著著

378378378378

スタンフォードスタンフォードスタンフォードスタンフォード大学大学大学大学でででで一番人気一番人気一番人気一番人気のののの
経済学入門経済学入門経済学入門経済学入門　　　　マクロマクロマクロマクロ編編編編

ティモシーティモシーティモシーティモシー　　　　テイテイテイテイ
ラーラーラーラー∥∥∥∥著著著著

331331331331
自閉症自閉症自閉症自閉症スペクトラムとこだわりスペクトラムとこだわりスペクトラムとこだわりスペクトラムとこだわり行動行動行動行動
へのへのへのへの対処法対処法対処法対処法

白石 雅一白石 雅一白石 雅一白石 雅一∥∥∥∥著著著著 378378378378

スタンフォードスタンフォードスタンフォードスタンフォード大学大学大学大学でででで一番人気一番人気一番人気一番人気のののの
経済学入門経済学入門経済学入門経済学入門　　　　ミクロミクロミクロミクロ編編編編

ティモシーティモシーティモシーティモシー　　　　テイテイテイテイ
ラーラーラーラー∥∥∥∥著著著著

331331331331 研修研修研修研修・・・・講座講座講座講座のつくりかたのつくりかたのつくりかたのつくりかた 佐藤 晴雄佐藤 晴雄佐藤 晴雄佐藤 晴雄∥∥∥∥著著著著 379.5379.5379.5379.5

国家国家国家国家はなぜはなぜはなぜはなぜ衰退衰退衰退衰退するのかするのかするのかするのか　　　　上下上下上下上下
ダロンダロンダロンダロン　　　　アセモグアセモグアセモグアセモグ
ルルルル∥∥∥∥著著著著

332332332332 女女女女のののの子子子子のののの算数力算数力算数力算数力のののの伸伸伸伸ばしばしばしばし方方方方 高濱 正伸高濱 正伸高濱 正伸高濱 正伸∥∥∥∥著著著著 379.9379.9379.9379.9

「「「「アベノミクスアベノミクスアベノミクスアベノミクス」」」」のののの真相真相真相真相 浜 矩子浜 矩子浜 矩子浜 矩子∥∥∥∥著著著著 332.11332.11332.11332.11 男男男男のののの子子子子のののの国語力国語力国語力国語力のののの伸伸伸伸ばしばしばしばし方方方方 高濱 正伸高濱 正伸高濱 正伸高濱 正伸∥∥∥∥著著著著 379.9379.9379.9379.9

アベノミクスでアベノミクスでアベノミクスでアベノミクスで超大国日本超大国日本超大国日本超大国日本がががが復活復活復活復活
するするするする!!!!

三橋 貴明三橋 貴明三橋 貴明三橋 貴明∥∥∥∥著著著著 332.11332.11332.11332.11 妖怪妖怪妖怪妖怪のののの日本地図日本地図日本地図日本地図 志村 有弘志村 有弘志村 有弘志村 有弘∥∥∥∥監修監修監修監修 388.1388.1388.1388.1

里山資本主義里山資本主義里山資本主義里山資本主義 藻谷 浩介藻谷 浩介藻谷 浩介藻谷 浩介∥∥∥∥著著著著 332.11332.11332.11332.11 防衛年鑑 防衛年鑑 防衛年鑑 防衛年鑑 2013201320132013年版年版年版年版
防衛年鑑刊行会防衛年鑑刊行会防衛年鑑刊行会防衛年鑑刊行会
∥∥∥∥編著編著編著編著

390.59390.59390.59390.59

10101010年後年後年後年後のののの世界世界世界世界
ダニエルダニエルダニエルダニエル　　　　アルトアルトアルトアルト
マンマンマンマン∥∥∥∥著著著著

333.6333.6333.6333.6 戦場戦場戦場戦場のののの軍法会議軍法会議軍法会議軍法会議 NHKNHKNHKNHK取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥著著著著 393.3393.3393.3393.3

アジアでアジアでアジアでアジアで花咲花咲花咲花咲けけけけ!!!!なでしこたちなでしこたちなでしこたちなでしこたち　　　　2222
たかぎ なおこたかぎ なおこたかぎ なおこたかぎ なおこ∥∥∥∥
著著著著

334.42334.42334.42334.42 自然科学自然科学自然科学自然科学

カリスマカリスマカリスマカリスマ社長社長社長社長のののの大失敗大失敗大失敗大失敗 國貞 文隆國貞 文隆國貞 文隆國貞 文隆∥∥∥∥著著著著 335.13335.13335.13335.13 「「「「便利便利便利便利」」」」はははは人人人人をををを不幸不幸不幸不幸にするにするにするにする 佐倉 統佐倉 統佐倉 統佐倉 統∥∥∥∥著著著著 404404404404

LEAN INLEAN INLEAN INLEAN IN
シェリルシェリルシェリルシェリル　　　　サンドサンドサンドサンド
バーグバーグバーグバーグ∥∥∥∥著著著著

335.13335.13335.13335.13 世界世界世界世界をををを変変変変えたえたえたえた数学数学数学数学 佐藤 修一佐藤 修一佐藤 修一佐藤 修一∥∥∥∥著著著著 410.2410.2410.2410.2

海外赴任海外赴任海外赴任海外赴任のためにのためにのためにのために必要必要必要必要なことなことなことなこと 下野 淳子下野 淳子下野 淳子下野 淳子∥∥∥∥著著著著 336.4336.4336.4336.4 数学数学数学数学はははは歴史歴史歴史歴史をどうをどうをどうをどう変変変変えてきたかえてきたかえてきたかえてきたか
アンアンアンアン　　　　ルーニールーニールーニールーニー∥∥∥∥
著著著著

410.2410.2410.2410.2

日本人日本人日本人日本人がががが知知知知らないらないらないらない世界世界世界世界がががが狙狙狙狙うううう最最最最
強日本株強日本株強日本株強日本株

渡辺 久芳渡辺 久芳渡辺 久芳渡辺 久芳∥∥∥∥著著著著 338.16338.16338.16338.16 体感体感体感体感するするするする数学数学数学数学 竹内 薫竹内 薫竹内 薫竹内 薫∥∥∥∥著著著著 410.4410.4410.4410.4

金融金融金融金融のののの世界史世界史世界史世界史 板谷 敏彦板谷 敏彦板谷 敏彦板谷 敏彦∥∥∥∥著著著著 338.2338.2338.2338.2 太陽大異変太陽大異変太陽大異変太陽大異変 柴田 一成柴田 一成柴田 一成柴田 一成∥∥∥∥著著著著 444444444444

新興新興新興新興アジアでおアジアでおアジアでおアジアでお金持金持金持金持ちちちち 岡村 聡岡村 聡岡村 聡岡村 聡∥∥∥∥著著著著 338.92338.92338.92338.92 大彗星大彗星大彗星大彗星、、、、現現現現るるるる。。。。 吉田 誠一吉田 誠一吉田 誠一吉田 誠一∥∥∥∥著著著著 447.1447.1447.1447.1

2

私私私私たちはなぜたちはなぜたちはなぜたちはなぜ税金税金税金税金をををを納納納納めるのかめるのかめるのかめるのか 諸富 徹諸富 徹諸富 徹諸富 徹∥∥∥∥著著著著 345.2345.2345.2345.2 448.9448.9448.9448.9

心心心心づかいのづかいのづかいのづかいの技術技術技術技術 鈴木 健二鈴木 健二鈴木 健二鈴木 健二∥∥∥∥著著著著 361.4361.4361.4361.4 日本日本日本日本のののの石石石石ころころころころ標本箱標本箱標本箱標本箱 渡辺 一夫渡辺 一夫渡辺 一夫渡辺 一夫∥∥∥∥著著著著 458.21458.21458.21458.21

発展発展発展発展するするするする地域衰退地域衰退地域衰退地域衰退するするするする地域地域地域地域
ジェインジェインジェインジェイン　　　　ジェイコジェイコジェイコジェイコ
ブズブズブズブズ∥∥∥∥著著著著

361.78361.78361.78361.78 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自然自然自然自然のしくみのしくみのしくみのしくみ図鑑図鑑図鑑図鑑
ジャイルズジャイルズジャイルズジャイルズ　　　　スパスパスパスパ
ロウロウロウロウ∥∥∥∥著著著著

460.87460.87460.87460.87

未来未来未来未来のののの働働働働きききき方方方方をををを考考考考えようえようえようえよう ちきりんちきりんちきりんちきりん∥∥∥∥著著著著 366.04366.04366.04366.04 変形菌変形菌変形菌変形菌ずかんずかんずかんずかん 川上 新一川上 新一川上 新一川上 新一∥∥∥∥著著著著 473.3473.3473.3473.3

ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック労働者派遣法労働者派遣法労働者派遣法労働者派遣法 高橋 保高橋 保高橋 保高橋 保∥∥∥∥著著著著 366.14366.14366.14366.14
会会会会いにいにいにいに行行行行けるけるけるける海海海海のフシギなのフシギなのフシギなのフシギな生生生生きもきもきもきも
のののの

吉野 雄輔吉野 雄輔吉野 雄輔吉野 雄輔∥∥∥∥著著著著 481.72481.72481.72481.72

<<<<おんなおんなおんなおんな>>>>のののの思想思想思想思想 上野 千鶴子上野 千鶴子上野 千鶴子上野 千鶴子∥∥∥∥著著著著 367.1367.1367.1367.1
写真写真写真写真でででで見見見見るるるる小小小小さなさなさなさな生生生生きもののきもののきもののきものの不思不思不思不思
議議議議

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

481.76481.76481.76481.76

「「「「人生案内人生案内人生案内人生案内」」」」孫孫孫孫はははは来来来来てよしてよしてよしてよし、、、、帰帰帰帰ってってってって
よしよしよしよし

大日向 雅美大日向 雅美大日向 雅美大日向 雅美∥∥∥∥著著著著 367.3367.3367.3367.3
先生先生先生先生、、、、大型野獣大型野獣大型野獣大型野獣がキャンパスにがキャンパスにがキャンパスにがキャンパスに侵侵侵侵
入入入入しましたしましたしましたしました!!!!

小林 朋道小林 朋道小林 朋道小林 朋道∥∥∥∥著著著著 481.78481.78481.78481.78

「「「「モラル・ハラスメントモラル・ハラスメントモラル・ハラスメントモラル・ハラスメント」」」」のすべてのすべてのすべてのすべて 本田 本田 本田 本田 りえりえりえりえ∥∥∥∥著著著著 367.3367.3367.3367.3 深海深海深海深海のののの超巨大超巨大超巨大超巨大イカをイカをイカをイカを追追追追ええええ!!!!
NHKNHKNHKNHKスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル深海深海深海深海プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥著著著著 484.7484.7484.7484.7

シニアのためのシニアのためのシニアのためのシニアのための大笑大笑大笑大笑いいいい!!!!マジックマジックマジックマジック
36363636

グループこんぺグループこんぺグループこんぺグループこんぺ
いといといといと∥∥∥∥編著編著編著編著

369.26369.26369.26369.26 甲虫甲虫甲虫甲虫カタチカタチカタチカタチ観察図鑑観察図鑑観察図鑑観察図鑑
海野 和男海野 和男海野 和男海野 和男∥∥∥∥写真写真写真写真
とととと文文文文

486.6486.6486.6486.6

自治体連携自治体連携自治体連携自治体連携とととと受援力受援力受援力受援力 神谷 秀之神谷 秀之神谷 秀之神谷 秀之∥∥∥∥著著著著 369.3369.3369.3369.3 パンダパンダパンダパンダ飼育係飼育係飼育係飼育係 阿部 展子阿部 展子阿部 展子阿部 展子∥∥∥∥著著著著 489.57489.57489.57489.57

ひとりでひとりでひとりでひとりで子育子育子育子育てしようとてしようとてしようとてしよう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

新川 新川 新川 新川 てるえてるえてるえてるえ∥∥∥∥著著著著 369.41369.41369.41369.41 大大大大・・・・大往生大往生大往生大往生 鎌田 實鎌田 實鎌田 實鎌田 實∥∥∥∥著著著著 490.15490.15490.15490.15

学童保育学童保育学童保育学童保育ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック
全国学童保育連絡全国学童保育連絡全国学童保育連絡全国学童保育連絡
協議会協議会協議会協議会∥∥∥∥編集編集編集編集

369.42369.42369.42369.42
これがこれがこれがこれが<<<<人殺人殺人殺人殺しししし医療医療医療医療サギサギサギサギ>>>>のののの実態実態実態実態
だだだだ!!!!

ベンジャミンベンジャミンベンジャミンベンジャミン　　　　フフフフ
ルフォードルフォードルフォードルフォード∥∥∥∥著著著著

490.4490.4490.4490.4

いまいまいまいま日本人日本人日本人日本人にににに読読読読ませたいませたいませたいませたい「「「「戦前戦前戦前戦前のののの
教科書教科書教科書教科書」」」」

日下 公人日下 公人日下 公人日下 公人∥∥∥∥著著著著 375.9375.9375.9375.9 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人体人体人体人体のしくみのしくみのしくみのしくみ図鑑図鑑図鑑図鑑
ジョンジョンジョンジョン　　　　クランシークランシークランシークランシー
∥∥∥∥著著著著

491.3491.3491.3491.3

水水水水あそびプールあそびあそびプールあそびあそびプールあそびあそびプールあそび大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑
あそびあそびあそびあそび編集委員編集委員編集委員編集委員
会会会会∥∥∥∥編編編編

376.16376.16376.16376.16 輸血医輸血医輸血医輸血医ドニのドニのドニのドニの人体実験人体実験人体実験人体実験
ホリーホリーホリーホリー　　　　タッカータッカータッカータッカー
∥∥∥∥著著著著

492.26492.26492.26492.26

とっておきのプールとっておきのプールとっておきのプールとっておきのプール遊遊遊遊びびびび水遊水遊水遊水遊びどびどびどびど
ろんころんころんころんこ遊遊遊遊びびびび

志賀 圭子志賀 圭子志賀 圭子志賀 圭子∥∥∥∥著著著著 376.16376.16376.16376.16

NHKNHKNHKNHK中学生中学生中学生中学生・・・・高校生高校生高校生高校生のののの生活生活生活生活とととと意意意意
識調査 識調査 識調査 識調査 2012201220122012

NHKNHKNHKNHK放送文化研放送文化研放送文化研放送文化研
究所究所究所究所∥∥∥∥編編編編

376.31376.31376.31376.31

地図地図地図地図のののの楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方
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炭酸炭酸炭酸炭酸パワーでパワーでパワーでパワーで健康健康健康健康になるになるになるになる!!!! 前田 眞治前田 眞治前田 眞治前田 眞治∥∥∥∥著著著著 492.54492.54492.54492.54 527.1527.1527.1527.1

一人一人一人一人でできるでできるでできるでできる健康操体健康操体健康操体健康操体 阿部 康子阿部 康子阿部 康子阿部 康子∥∥∥∥著著著著 492.79492.79492.79492.79 トコトンやさしいトコトンやさしいトコトンやさしいトコトンやさしい配管配管配管配管のののの本本本本 西野 悠司西野 悠司西野 悠司西野 悠司∥∥∥∥著著著著 534.6534.6534.6534.6

再生医療再生医療再生医療再生医療のののの光光光光とととと闇闇闇闇 坂上 博坂上 博坂上 博坂上 博∥∥∥∥著著著著 492.89492.89492.89492.89
車車車車のののの運転運転運転運転がががが怖怖怖怖いいいい人人人人のためのドライのためのドライのためのドライのためのドライ
ブブブブ上達読本上達読本上達読本上達読本

小沢 小沢 小沢 小沢 コージコージコージコージ∥∥∥∥著著著著 537.8537.8537.8537.8

男性男性男性男性ホルモンのホルモンのホルモンのホルモンの力力力力をををを引引引引きききき出出出出すすすす秘秘秘秘
訣訣訣訣

秋下 雅弘秋下 雅弘秋下 雅弘秋下 雅弘∥∥∥∥監修監修監修監修 493.18493.18493.18493.18 大飯原発再稼働大飯原発再稼働大飯原発再稼働大飯原発再稼働とととと脱原発列島脱原発列島脱原発列島脱原発列島 中嶌 哲演中嶌 哲演中嶌 哲演中嶌 哲演∥∥∥∥編編編編 539.09539.09539.09539.09

「「「「動動動動かないかないかないかない」」」」とととと人人人人はははは病病病病むむむむ 大川 弥生大川 弥生大川 弥生大川 弥生∥∥∥∥著著著著 493.19493.19493.19493.19 どうするどうするどうするどうする????放射能放射能放射能放射能ごみごみごみごみ 西尾 漠西尾 漠西尾 漠西尾 漠∥∥∥∥著著著著 539.69539.69539.69539.69

転倒予防転倒予防転倒予防転倒予防 武藤 芳照武藤 芳照武藤 芳照武藤 芳照∥∥∥∥著著著著 493.19493.19493.19493.19 石石石石をうがつをうがつをうがつをうがつ 鎌田 慧鎌田 慧鎌田 慧鎌田 慧∥∥∥∥著著著著 543.5543.5543.5543.5

胎児胎児胎児胎児とととと乳児乳児乳児乳児のののの内部被内部被内部被内部被ばくばくばくばく 長山 淳哉長山 淳哉長山 淳哉長山 淳哉∥∥∥∥著著著著 493.2493.2493.2493.2 熊取六人組熊取六人組熊取六人組熊取六人組 細見 周細見 周細見 周細見 周∥∥∥∥著著著著 543.5543.5543.5543.5

「「「「おなかがおなかがおなかがおなかが弱弱弱弱いいいい!!!!」」」」がががが治治治治るるるる本本本本 渡邊 昌彦渡邊 昌彦渡邊 昌彦渡邊 昌彦∥∥∥∥著著著著 493.46493.46493.46493.46 魅惑魅惑魅惑魅惑のアンティークのアンティークのアンティークのアンティーク照明照明照明照明 IIII....ウージェルウージェルウージェルウージェル∥∥∥∥著著著著 545.4545.4545.4545.4

自宅自宅自宅自宅でカンタンでカンタンでカンタンでカンタン!!!!XXXX体操体操体操体操でででで腰痛腰痛腰痛腰痛・・・・肩肩肩肩
こりはこりはこりはこりは治治治治るるるる!!!!

三上 賢一三上 賢一三上 賢一三上 賢一∥∥∥∥著著著著 493.6493.6493.6493.6 547.33547.33547.33547.33

ネットネットネットネット依存症依存症依存症依存症のことがよくわかるのことがよくわかるのことがよくわかるのことがよくわかる本本本本 樋口 進樋口 進樋口 進樋口 進∥∥∥∥監修監修監修監修 493.74493.74493.74493.74 588.09588.09588.09588.09

うつうつうつうつ病病病病のののの現在現在現在現在 佐古 泰司佐古 泰司佐古 泰司佐古 泰司∥∥∥∥著著著著 493.76493.76493.76493.76 すべてがわかるすべてがわかるすべてがわかるすべてがわかる!!!!「「「「発酵食品発酵食品発酵食品発酵食品」」」」事典事典事典事典 小泉 武夫小泉 武夫小泉 武夫小泉 武夫∥∥∥∥監修監修監修監修 588.51588.51588.51588.51

おかあさんとおかあさんとおかあさんとおかあさんと一緒一緒一緒一緒になおすこどもになおすこどもになおすこどもになおすこども
のののの便秘便秘便秘便秘

小林 弘幸小林 弘幸小林 弘幸小林 弘幸∥∥∥∥著著著著 493.93493.93493.93493.93 デキるデキるデキるデキる男男男男のおのおのおのお洒落洒落洒落洒落のののの極意極意極意極意 森岡 弘森岡 弘森岡 弘森岡 弘∥∥∥∥著著著著 589.2589.2589.2589.2

子子子子どものどものどものどもの頭痛頭痛頭痛頭痛 藤田 光江藤田 光江藤田 光江藤田 光江∥∥∥∥著著著著 493.94493.94493.94493.94 イギリスイギリスイギリスイギリス式節約式節約式節約式節約ハウスキーピングハウスキーピングハウスキーピングハウスキーピング 井形 慶子井形 慶子井形 慶子井形 慶子∥∥∥∥著著著著 590.4590.4590.4590.4

痔痔痔痔のののの最新治療最新治療最新治療最新治療 平田 雅彦平田 雅彦平田 雅彦平田 雅彦∥∥∥∥著著著著 494.66494.66494.66494.66 トコトンやさしいトコトンやさしいトコトンやさしいトコトンやさしい木工木工木工木工のののの本本本本 赤松 明赤松 明赤松 明赤松 明∥∥∥∥著著著著 592.7592.7592.7592.7

外反母趾外反母趾外反母趾外反母趾はははは今今今今すぐすぐすぐすぐ治治治治すすすす!!!! 笠原 巖笠原 巖笠原 巖笠原 巖∥∥∥∥著著著著 494.77494.77494.77494.77
手手手手づくりでづくりでづくりでづくりで、、、、かわいいかわいいかわいいかわいい子子子子どものキどものキどものキどものキ
モノモノモノモノ

福永 紀美子福永 紀美子福永 紀美子福永 紀美子∥∥∥∥著著著著 593.1593.1593.1593.1

スーパースーパースーパースーパー図解女性図解女性図解女性図解女性のののの頻尿頻尿頻尿頻尿・・・・尿失尿失尿失尿失
禁禁禁禁

高橋 悟高橋 悟高橋 悟高橋 悟∥∥∥∥監修監修監修監修 495.47495.47495.47495.47 593.3593.3593.3593.3

産産産産みたいのにみたいのにみたいのにみたいのに産産産産めない めない めない めない 卵子老化卵子老化卵子老化卵子老化 NHKNHKNHKNHK取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥編編編編

世界世界世界世界でいちばんでいちばんでいちばんでいちばん住住住住みたいみたいみたいみたい家家家家がががが見見見見つかるつかるつかるつかる本本本本

はじめてのはじめてのはじめてのはじめてのPCPCPCPCオーディオオーディオオーディオオーディオ

新親子新親子新親子新親子でででで行行行行けるおいしいけるおいしいけるおいしいけるおいしい工場見学工場見学工場見学工場見学!!!!

編編編編んでんでんでんで作作作作るるるる布布布布ぞうりぞうりぞうりぞうり
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産産産産みたいのにみたいのにみたいのにみたいのに産産産産めない めない めない めない 卵子老化卵子老化卵子老化卵子老化
のののの衝撃衝撃衝撃衝撃

NHKNHKNHKNHK取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥編編編編
著著著著

495.48495.48495.48495.48 ちいさなちいさなちいさなちいさな子子子子のためのリメークのためのリメークのためのリメークのためのリメーク 粟辻 早重粟辻 早重粟辻 早重粟辻 早重∥∥∥∥著著著著 593.36593.36593.36593.36

新型出生前診断新型出生前診断新型出生前診断新型出生前診断とととと「「「「命命命命のののの選択選択選択選択」」」」 香山 香山 香山 香山 リカリカリカリカ∥∥∥∥著著著著 495.6495.6495.6495.6 日本男子日本男子日本男子日本男子よよよよ着物着物着物着物をををを着着着着ようようようよう!!!! 橘 友典橘 友典橘 友典橘 友典∥∥∥∥著著著著 593.8593.8593.8593.8

間違間違間違間違いだらけのいだらけのいだらけのいだらけの高齢出産高齢出産高齢出産高齢出産 吉村 泰典吉村 泰典吉村 泰典吉村 泰典∥∥∥∥著著著著 495.6495.6495.6495.6 ちょこっとクロスステッチちょこっとクロスステッチちょこっとクロスステッチちょこっとクロスステッチ++++800800800800
アンヌアンヌアンヌアンヌ　　　　ソイエソイエソイエソイエ====フフフフ
ルネルルネルルネルルネル∥∥∥∥著著著著

594.2594.2594.2594.2

上野千鶴子上野千鶴子上野千鶴子上野千鶴子がががが聞聞聞聞くくくく小笠原先生小笠原先生小笠原先生小笠原先生、、、、
ひとりでひとりでひとりでひとりで家家家家でででで死死死死ねますかねますかねますかねますか????

上野 千鶴子上野 千鶴子上野 千鶴子上野 千鶴子∥∥∥∥著著著著 498498498498 暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの中中中中のタティングレースのタティングレースのタティングレースのタティングレース 藤重 藤重 藤重 藤重 すみすみすみすみ∥∥∥∥著著著著 594.3594.3594.3594.3

1111日日日日6666時間座時間座時間座時間座っているっているっているっている人人人人はははは早死早死早死早死にににに
するするするする!!!!

坪田 一男坪田 一男坪田 一男坪田 一男∥∥∥∥著著著著 498.3498.3498.3498.3
手作手作手作手作りパペットりパペットりパペットりパペット&&&&八八八八つのつのつのつの小小小小さいおさいおさいおさいお
話話話話

牧田 榮子牧田 榮子牧田 榮子牧田 榮子∥∥∥∥著著著著 594.9594.9594.9594.9

ラジオはココロのラジオはココロのラジオはココロのラジオはココロの疲疲疲疲れをれをれをれを、、、、そっとそっとそっとそっと取取取取
りりりり除除除除くくくく

板倉 徹板倉 徹板倉 徹板倉 徹∥∥∥∥著著著著 498.39498.39498.39498.39 595.4595.4595.4595.4

季節季節季節季節、、、、気候気候気候気候、、、、気象気象気象気象をををを味方味方味方味方にするにするにするにする生生生生
きききき方方方方

石川 勝敏石川 勝敏石川 勝敏石川 勝敏∥∥∥∥著著著著 498.41498.41498.41498.41 はさみでチョキチョキごはんはさみでチョキチョキごはんはさみでチョキチョキごはんはさみでチョキチョキごはん 祐成 陽子祐成 陽子祐成 陽子祐成 陽子∥∥∥∥著著著著 596596596596

食食食食べるならべるならべるならべるなら、、、、どっちどっちどっちどっち!!!!???? 渡辺 雄二渡辺 雄二渡辺 雄二渡辺 雄二∥∥∥∥著著著著 498.54498.54498.54498.54 冷冷冷冷やシャリッやシャリッやシャリッやシャリッ!!!!凍凍凍凍らせレシピらせレシピらせレシピらせレシピ
チームチームチームチーム凍凍凍凍らせレシらせレシらせレシらせレシ
ピピピピ∥∥∥∥編編編編

596596596596

「「「「粗食粗食粗食粗食」」」」でででで10101010歳若返歳若返歳若返歳若返るるるる 幕内 秀夫幕内 秀夫幕内 秀夫幕内 秀夫∥∥∥∥著著著著
B498.5B498.5B498.5B498.5

83838383
復興復興復興復興グルメグルメグルメグルメ旅旅旅旅

復興復興復興復興グルメグルメグルメグルメ取材取材取材取材
班班班班∥∥∥∥著著著著

596596596596

身近身近身近身近なななな薬用植物薬用植物薬用植物薬用植物 指田 豊指田 豊指田 豊指田 豊∥∥∥∥著著著著 499.87499.87499.87499.87 596596596596

技術技術技術技術・・・・実用書実用書実用書実用書 シノダシノダシノダシノダ課長課長課長課長のごはんのごはんのごはんのごはん絵日記絵日記絵日記絵日記 篠田 直樹篠田 直樹篠田 直樹篠田 直樹∥∥∥∥著著著著 596.04596.04596.04596.04

再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーがエネルギーがエネルギーがエネルギーが一番一番一番一番わかわかわかわか
るるるる

今泉 大輔今泉 大輔今泉 大輔今泉 大輔∥∥∥∥著著著著 501.6501.6501.6501.6 奇跡奇跡奇跡奇跡のりんごスープのりんごスープのりんごスープのりんごスープ物語物語物語物語 山崎 隆山崎 隆山崎 隆山崎 隆∥∥∥∥著著著著 596.23596.23596.23596.23

安全安全安全安全なななな土地土地土地土地 今村 遼平今村 遼平今村 遼平今村 遼平∥∥∥∥著著著著 511.2511.2511.2511.2
「「「「おとうふおとうふおとうふおとうふ工房工房工房工房いしかわいしかわいしかわいしかわ」」」」のののの究極究極究極究極のののの
豆腐豆腐豆腐豆腐レシピレシピレシピレシピ

集英社生活文化集英社生活文化集英社生活文化集英社生活文化
編集部編集部編集部編集部∥∥∥∥編編編編

596.3596.3596.3596.3

<<<<図説図説図説図説>>>>日本日本日本日本vsvsvsvs....ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ「「「「新幹新幹新幹新幹
線線線線」」」」戦争戦争戦争戦争

川島 令三川島 令三川島 令三川島 令三∥∥∥∥著著著著 516.7516.7516.7516.7 10101010分丼分丼分丼分丼
smartsmartsmartsmart++++miniminiminimini編集編集編集編集
部部部部∥∥∥∥編編編編

596.3596.3596.3596.3

リニアがリニアがリニアがリニアが日本日本日本日本をををを改造改造改造改造するするするする本当本当本当本当のののの理理理理
由由由由

市川 宏雄市川 宏雄市川 宏雄市川 宏雄∥∥∥∥著著著著 516.86516.86516.86516.86
魔法魔法魔法魔法びんでゆでるだけおいしいびんでゆでるだけおいしいびんでゆでるだけおいしいびんでゆでるだけおいしい
豆豆豆豆のおかずのおかずのおかずのおかず

牛尾 理恵牛尾 理恵牛尾 理恵牛尾 理恵∥∥∥∥著著著著 596.37596.37596.37596.37

520.2520.2520.2520.2 きょうのサラダきょうのサラダきょうのサラダきょうのサラダ 野口 真紀野口 真紀野口 真紀野口 真紀∥∥∥∥著著著著 596.37596.37596.37596.37世界世界世界世界のののの建築建築建築建築・・・・街並街並街並街並みガイドみガイドみガイドみガイド　　　　6666

おしゃれショートネイルおしゃれショートネイルおしゃれショートネイルおしゃれショートネイル

暮暮暮暮らしらしらしらし上手上手上手上手のののの朝朝朝朝ごはんごはんごはんごはん
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忙忙忙忙しいママでもラクラクしいママでもラクラクしいママでもラクラクしいママでもラクラク作作作作れるれるれるれる子子子子どどどど
もがもがもがもが喜喜喜喜ぶおぶおぶおぶお弁当弁当弁当弁当

阪下 千恵阪下 千恵阪下 千恵阪下 千恵∥∥∥∥著著著著 596.4596.4596.4596.4 夜空夜空夜空夜空のののの下下下下でででで 益田 益田 益田 益田 ミリミリミリミリ∥∥∥∥著著著著 726.1726.1726.1726.1

山山山山ごはんごはんごはんごはん
チームチームチームチーム山山山山ゴハンゴハンゴハンゴハン!!!!
∥∥∥∥著著著著

596.4596.4596.4596.4
レオ・レオーニレオ・レオーニレオ・レオーニレオ・レオーニ希望希望希望希望のののの絵本絵本絵本絵本をつくをつくをつくをつく
るるるる人人人人

松岡 希代子松岡 希代子松岡 希代子松岡 希代子∥∥∥∥著著著著 726.6726.6726.6726.6

自分自分自分自分でつくるグラノーラでつくるグラノーラでつくるグラノーラでつくるグラノーラ 福田 里香福田 里香福田 里香福田 里香∥∥∥∥著著著著 596.65596.65596.65596.65 アイウィットネスアイウィットネスアイウィットネスアイウィットネス 平敷 安常平敷 安常平敷 安常平敷 安常∥∥∥∥著著著著 740.21740.21740.21740.21

吉田類吉田類吉田類吉田類のマタタビのマタタビのマタタビのマタタビ酒場酒場酒場酒場 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 ピートピートピートピート∥∥∥∥著著著著 596.7596.7596.7596.7 ユージン・スミスユージン・スミスユージン・スミスユージン・スミス 山口 由美山口 由美山口 由美山口 由美∥∥∥∥著著著著 740.25740.25740.25740.25

箸箸箸箸のののの作法作法作法作法 奥田 和子奥田 和子奥田 和子奥田 和子∥∥∥∥著著著著 596.8596.8596.8596.8
今今今今すぐすぐすぐすぐ使使使使えるかんたんビデオえるかんたんビデオえるかんたんビデオえるかんたんビデオ編編編編
集集集集&&&&DVDDVDDVDDVD作作作作りりりり

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 746.7746.7746.7746.7

596.8596.8596.8596.8
エコクラフトでエコクラフトでエコクラフトでエコクラフトで作作作作るるるる東欧東欧東欧東欧、、、、北欧北欧北欧北欧スタスタスタスタ
イルのかごイルのかごイルのかごイルのかご

古木 明美古木 明美古木 明美古木 明美∥∥∥∥著著著著 754.9754.9754.9754.9

夢夢夢夢のののの本棚本棚本棚本棚のあるインテリアのあるインテリアのあるインテリアのあるインテリア
レスリーレスリーレスリーレスリー　　　　ゲデスゲデスゲデスゲデス====
ブラウンブラウンブラウンブラウン∥∥∥∥著著著著

597597597597 754.9754.9754.9754.9

はじめてのはじめてのはじめてのはじめての介護介護介護介護 中田 光彦中田 光彦中田 光彦中田 光彦∥∥∥∥監修監修監修監修 598.4598.4598.4598.4 759.9759.9759.9759.9

カミカミカミカミカミカミカミカミ期期期期・パクパク・パクパク・パクパク・パクパク期期期期フリーザーフリーザーフリーザーフリーザー
バッグでびっくりあんしんバッグでびっくりあんしんバッグでびっくりあんしんバッグでびっくりあんしん離乳食離乳食離乳食離乳食

荻田 尚子荻田 尚子荻田 尚子荻田 尚子∥∥∥∥著著著著 599.3599.3599.3599.3 西西西西のののの窓辺窓辺窓辺窓辺へおへおへおへお行行行行きなさいきなさいきなさいきなさい 武田 鉄矢武田 鉄矢武田 鉄矢武田 鉄矢∥∥∥∥著著著著 767.8767.8767.8767.8

産業産業産業産業 長生長生長生長生きはきはきはきは三百文三百文三百文三百文のののの得得得得 大滝 秀治大滝 秀治大滝 秀治大滝 秀治∥∥∥∥著著著著 772.1772.1772.1772.1

農家農家農家農家のののの将来将来将来将来 矢口 芳生矢口 芳生矢口 芳生矢口 芳生∥∥∥∥著著著著 611.04611.04611.04611.04 ウルトラマンがウルトラマンがウルトラマンがウルトラマンが泣泣泣泣いているいているいているいている 円谷 英明円谷 英明円谷 英明円谷 英明∥∥∥∥著著著著 778.07778.07778.07778.07

最新世界最新世界最新世界最新世界のののの農業農業農業農業とととと食料問題食料問題食料問題食料問題のすのすのすのす
べてがわかるべてがわかるべてがわかるべてがわかる本本本本

八木 宏典八木 宏典八木 宏典八木 宏典∥∥∥∥監修監修監修監修 611.3611.3611.3611.3 寅寅寅寅さんのさんのさんのさんの伝言伝言伝言伝言 小泉 信一小泉 信一小泉 信一小泉 信一∥∥∥∥著著著著 778.21778.21778.21778.21

写真写真写真写真でででで見見見見つけるつけるつけるつける病害虫対策病害虫対策病害虫対策病害虫対策ブッブッブッブッ
クククク

草間 祐輔草間 祐輔草間 祐輔草間 祐輔∥∥∥∥著著著著 627.18627.18627.18627.18 最後最後最後最後のクレイジーのクレイジーのクレイジーのクレイジー犬塚弘犬塚弘犬塚弘犬塚弘 犬塚 弘犬塚 弘犬塚 弘犬塚 弘∥∥∥∥著著著著 779.9779.9779.9779.9

鉢花鉢花鉢花鉢花ハンディハンディハンディハンディ事典 春事典 春事典 春事典 春～～～～夏編夏編夏編夏編 長岡 求長岡 求長岡 求長岡 求∥∥∥∥著著著著 627.83627.83627.83627.83 ツール・ド・フランスツール・ド・フランスツール・ド・フランスツール・ド・フランス 山口 和幸山口 和幸山口 和幸山口 和幸∥∥∥∥著著著著 786.5786.5786.5786.5

鉢花鉢花鉢花鉢花ハンディハンディハンディハンディ事典 秋事典 秋事典 秋事典 秋～～～～早春編早春編早春編早春編 長岡 求長岡 求長岡 求長岡 求∥∥∥∥著著著著 627.83627.83627.83627.83 騎手騎手騎手騎手のののの一分一分一分一分 藤田 伸二藤田 伸二藤田 伸二藤田 伸二∥∥∥∥著著著著 788.5788.5788.5788.5

四季折四季折四季折四季折々々々々にににに楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる小小小小さなさなさなさな庭庭庭庭づくづくづくづく
りりりり

加地 一雅加地 一雅加地 一雅加地 一雅∥∥∥∥著著著著 629.75629.75629.75629.75 言語言語言語言語

花花花花もももも実実実実もあるよくばりもあるよくばりもあるよくばりもあるよくばり!!!!緑緑緑緑のカーテのカーテのカーテのカーテ できるできるできるできる大人大人大人大人のモノののモノののモノののモノの言言言言いいいい方大全方大全方大全方大全 話題話題話題話題のののの達人倶楽達人倶楽達人倶楽達人倶楽

カジュアルなおもてなしのテーブルコーディネートカジュアルなおもてなしのテーブルコーディネートカジュアルなおもてなしのテーブルコーディネートカジュアルなおもてなしのテーブルコーディネート
BOOKBOOKBOOKBOOK

すてきなメルヘンおりがみすてきなメルヘンおりがみすてきなメルヘンおりがみすてきなメルヘンおりがみ

かわいいこけしかわいいこけしかわいいこけしかわいいこけし
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花花花花もももも実実実実もあるよくばりもあるよくばりもあるよくばりもあるよくばり!!!!緑緑緑緑のカーテのカーテのカーテのカーテ
ンンンン

サカタのタネサカタのタネサカタのタネサカタのタネ「「「「緑緑緑緑のカーのカーのカーのカー
テンテンテンテン」」」」普及普及普及普及チームチームチームチーム∥∥∥∥著著著著 629.75629.75629.75629.75

できるできるできるできる大人大人大人大人のモノののモノののモノののモノの言言言言いいいい方大全方大全方大全方大全
LEVEL1LEVEL1LEVEL1LEVEL1

話題話題話題話題のののの達人倶楽達人倶楽達人倶楽達人倶楽
部部部部∥∥∥∥編編編編

809.2809.2809.2809.2

犬犬犬犬もよろこぶシニアもよろこぶシニアもよろこぶシニアもよろこぶシニア犬生活犬生活犬生活犬生活
愛犬愛犬愛犬愛犬のののの友編集部友編集部友編集部友編集部
∥∥∥∥編編編編

645.6645.6645.6645.6
できるできるできるできる大人大人大人大人のモノののモノののモノののモノの言言言言いいいい方大全方大全方大全方大全
LEVEL2LEVEL2LEVEL2LEVEL2

話題話題話題話題のののの達人倶楽達人倶楽達人倶楽達人倶楽
部部部部∥∥∥∥編編編編

809.2809.2809.2809.2

648.24648.24648.24648.24 頭頭頭頭がががが良良良良くなるくなるくなるくなる議論議論議論議論のののの技術技術技術技術 齋藤 孝齋藤 孝齋藤 孝齋藤 孝∥∥∥∥著著著著 809.6809.6809.6809.6

カエルカエルカエルカエル飼育飼育飼育飼育ノートノートノートノート 水谷 継水谷 継水谷 継水谷 継∥∥∥∥著著著著 666.79666.79666.79666.79 黒船来航黒船来航黒船来航黒船来航 清水 康行清水 康行清水 康行清水 康行∥∥∥∥著著著著 810.25810.25810.25810.25

決定版決定版決定版決定版!!!!海外不動産投資海外不動産投資海外不動産投資海外不動産投資《《《《地球地球地球地球のののの
買買買買いいいい方方方方》》》》

アジアアジアアジアアジア太平洋大太平洋大太平洋大太平洋大
家家家家のののの会会会会∥∥∥∥著著著著

673.99673.99673.99673.99
NHKNHKNHKNHK間違間違間違間違いやすいいやすいいやすいいやすい日本語日本語日本語日本語ハンドハンドハンドハンド
ブックブックブックブック

NHKNHKNHKNHKアナウンスアナウンスアナウンスアナウンス室室室室
∥∥∥∥編編編編

810.4810.4810.4810.4

684684684684 失礼失礼失礼失礼なななな敬語敬語敬語敬語 野口 恵子野口 恵子野口 恵子野口 恵子∥∥∥∥著著著著 815.8815.8815.8815.8

難読難読難読難読・・・・誤読駅名誤読駅名誤読駅名誤読駅名のののの事典事典事典事典 浅井 建爾浅井 建爾浅井 建爾浅井 建爾∥∥∥∥著著著著 686.53686.53686.53686.53 文学文学文学文学

迷迷迷迷いいいい迷迷迷迷ってってってって渋谷駅渋谷駅渋谷駅渋谷駅 田村 圭介田村 圭介田村 圭介田村 圭介∥∥∥∥著著著著 686.53686.53686.53686.53 文豪文豪文豪文豪のののの家家家家 高橋 敏夫高橋 敏夫高橋 敏夫高橋 敏夫∥∥∥∥監修監修監修監修 910.26910.26910.26910.26

東京東京東京東京ディズニーリゾートクロニクルディズニーリゾートクロニクルディズニーリゾートクロニクルディズニーリゾートクロニクル
30303030年史年史年史年史

ディズニーファンディズニーファンディズニーファンディズニーファン
編集部編集部編集部編集部∥∥∥∥編編編編

689.5689.5689.5689.5 ラノベのなかのラノベのなかのラノベのなかのラノベのなかの現代日本現代日本現代日本現代日本 波戸岡 景太波戸岡 景太波戸岡 景太波戸岡 景太∥∥∥∥著著著著 910.26910.26910.26910.26

アマンアマンアマンアマン伝説伝説伝説伝説 山口 由美山口 由美山口 由美山口 由美∥∥∥∥著著著著 689.8689.8689.8689.8 最後最後最後最後のののの桜桜桜桜 大庭 利雄大庭 利雄大庭 利雄大庭 利雄∥∥∥∥著著著著 910.27910.27910.27910.27

メディアがメディアがメディアがメディアが震震震震えた テレビ・ラジオとえた テレビ・ラジオとえた テレビ・ラジオとえた テレビ・ラジオと
東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災

丹羽 美之丹羽 美之丹羽 美之丹羽 美之∥∥∥∥編編編編 699.21699.21699.21699.21 宮沢賢治宮沢賢治宮沢賢治宮沢賢治のののの菜食思想菜食思想菜食思想菜食思想 鶴田 静鶴田 静鶴田 静鶴田 静∥∥∥∥著著著著 910.27910.27910.27910.27

芸術芸術芸術芸術・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ 日本日本日本日本のののの恋恋恋恋のののの歌 貴公子歌 貴公子歌 貴公子歌 貴公子たちのたちのたちのたちの恋恋恋恋 馬場 馬場 馬場 馬場 あきあきあきあき子子子子∥∥∥∥著著著著 911.1911.1911.1911.1

はじめてのルーヴルはじめてのルーヴルはじめてのルーヴルはじめてのルーヴル 中野 京子中野 京子中野 京子中野 京子∥∥∥∥著著著著 706.9706.9706.9706.9 日本日本日本日本のののの恋恋恋恋のののの歌 恋歌 恋歌 恋歌 恋するするするする黒髪黒髪黒髪黒髪 馬場 馬場 馬場 馬場 あきあきあきあき子子子子∥∥∥∥著著著著 911.1911.1911.1911.1

画家画家画家画家のののの食卓食卓食卓食卓 林 綾野林 綾野林 綾野林 綾野∥∥∥∥著著著著 720.28720.28720.28720.28 鑑賞日本鑑賞日本鑑賞日本鑑賞日本のののの名歌名歌名歌名歌
『『『『短歌短歌短歌短歌』』』』編集部編集部編集部編集部∥∥∥∥
編編編編

911.16911.16911.16911.16

最後最後最後最後のののの版元版元版元版元 高木 凛高木 凛高木 凛高木 凛∥∥∥∥著著著著 721.9721.9721.9721.9 蛙蛙蛙蛙はははは、、、、なんなんなんなん匹匹匹匹???? 鶴田 正道鶴田 正道鶴田 正道鶴田 正道∥∥∥∥著著著著 911.32911.32911.32911.32

724.4724.4724.4724.4 鑑賞日本鑑賞日本鑑賞日本鑑賞日本のののの名句名句名句名句
『『『『俳句俳句俳句俳句』』』』編集部編集部編集部編集部∥∥∥∥
編編編編

911.36911.36911.36911.36

ハムハムハムハム&&&&ソーセージソーセージソーセージソーセージ大全大全大全大全

よみがえれよみがえれよみがえれよみがえれ！！！！舟運舟運舟運舟運

ウエルカムボードウエルカムボードウエルカムボードウエルカムボード&&&&ウエディングボードウエディングボードウエディングボードウエディングボード70707070
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今今今今をををを生生生生きるためのきるためのきるためのきるための現代詩現代詩現代詩現代詩 渡邊 十絲子渡邊 十絲子渡邊 十絲子渡邊 十絲子∥∥∥∥著著著著 911.5911.5911.5911.5 軍神軍神軍神軍神((((かみかみかみかみ))))になりそこねたになりそこねたになりそこねたになりそこねた男男男男 佐藤 達美佐藤 達美佐藤 達美佐藤 達美∥∥∥∥著著著著 916916916916

けしゴムけしゴムけしゴムけしゴム まど みちおまど みちおまど みちおまど みちお∥∥∥∥詩詩詩詩 911.56911.56911.56911.56 そよそよそよそよ風風風風のののの手紙手紙手紙手紙 新保 浩新保 浩新保 浩新保 浩∥∥∥∥著著著著 916916916916

にじにじにじにじ まど みちおまど みちおまど みちおまど みちお∥∥∥∥詩詩詩詩 911.56911.56911.56911.56 みぞれふるみぞれふるみぞれふるみぞれふる空空空空 米本 浩二米本 浩二米本 浩二米本 浩二∥∥∥∥著著著著 916916916916

謹訳源氏物語 謹訳源氏物語 謹訳源氏物語 謹訳源氏物語 10101010 紫式部紫式部紫式部紫式部∥∥∥∥著著著著 913.37913.37913.37913.37 竹林竹林竹林竹林はるかはるかはるかはるか遠遠遠遠くくくく
ヨーコヨーコヨーコヨーコ　　　　カワシマカワシマカワシマカワシマ　　　　ワトワトワトワト
キンズキンズキンズキンズ∥∥∥∥著著著著&&&&監訳監訳監訳監訳 916916916916

方丈記方丈記方丈記方丈記 小林 一彦小林 一彦小林 一彦小林 一彦∥∥∥∥著著著著 914.42914.42914.42914.42 四四四四つのつのつのつの小小小小さなパンさなパンさなパンさなパン切切切切れれれれ
マグダマグダマグダマグダ　　　　オランオランオランオラン
デールデールデールデール====ラフォンラフォンラフォンラフォン
∥∥∥∥著著著著

956956956956

新訳新訳新訳新訳ラーマーヤナ ラーマーヤナ ラーマーヤナ ラーマーヤナ 5555
ヴァールミーキヴァールミーキヴァールミーキヴァールミーキ∥∥∥∥
編著編著編著編著

929.88929.88929.88929.88 濡濡濡濡れたれたれたれた砂砂砂砂のののの上上上上のののの小小小小さなさなさなさな足跡足跡足跡足跡
アンヌアンヌアンヌアンヌ====ドフィーヌドフィーヌドフィーヌドフィーヌ
ジュリアンジュリアンジュリアンジュリアン∥∥∥∥著著著著

956956956956

無垢無垢無垢無垢のののの予兆予兆予兆予兆
パティパティパティパティ　　　　スミススミススミススミス∥∥∥∥
著著著著

931.7931.7931.7931.7 小説小説小説小説（（（（日本日本日本日本））））

赤毛赤毛赤毛赤毛のアンののアンののアンののアンの島島島島へへへへ 吉村 和敏吉村 和敏吉村 和敏吉村 和敏∥∥∥∥写真写真写真写真 933.7933.7933.7933.7 さくらさくらさくらさくら動物病院動物病院動物病院動物病院 相戸 結衣相戸 結衣相戸 結衣相戸 結衣∥∥∥∥著著著著 NNNN

トルストイトルストイトルストイトルストイ『『『『戦争戦争戦争戦争とととと平和平和平和平和』』』』 川端 香男里川端 香男里川端 香男里川端 香男里∥∥∥∥著著著著 983983983983 国語国語国語国語、、、、数学数学数学数学、、、、理科理科理科理科、、、、誘拐誘拐誘拐誘拐 青柳 碧人青柳 碧人青柳 碧人青柳 碧人∥∥∥∥著著著著 NNNN

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 流水浮木流水浮木流水浮木流水浮木 青山 文平青山 文平青山 文平青山 文平∥∥∥∥著著著著 NNNN

終終終終わりとわりとわりとわりと始始始始まりまりまりまり 池澤 夏樹池澤 夏樹池澤 夏樹池澤 夏樹∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 三姉妹探偵団三姉妹探偵団三姉妹探偵団三姉妹探偵団　　　　23232323 赤川 次郎赤川 次郎赤川 次郎赤川 次郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

家家家家とととと庭庭庭庭とととと犬犬犬犬とねことねことねことねこ 石井 桃子石井 桃子石井 桃子石井 桃子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 八月八月八月八月のののの残光残光残光残光 赤城 毅赤城 毅赤城 毅赤城 毅∥∥∥∥著著著著 NNNN

見上見上見上見上げたげたげたげた空空空空のののの色色色色 宇江佐 真理宇江佐 真理宇江佐 真理宇江佐 真理∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 世界地図世界地図世界地図世界地図のののの下書下書下書下書きききき 朝井 朝井 朝井 朝井 リョウリョウリョウリョウ∥∥∥∥著著著著 NNNN

男男男男のおばあさんのおばあさんのおばあさんのおばあさん 永 六輔永 六輔永 六輔永 六輔∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 暗殺連峰暗殺連峰暗殺連峰暗殺連峰 梓 林太郎梓 林太郎梓 林太郎梓 林太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

ビビビビ 大竹 伸朗大竹 伸朗大竹 伸朗大竹 伸朗∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6
日光鬼怒川殺人事件日光鬼怒川殺人事件日光鬼怒川殺人事件日光鬼怒川殺人事件　　　　旅行作旅行作旅行作旅行作
家家家家・・・・茶屋次郎茶屋次郎茶屋次郎茶屋次郎のののの事件簿事件簿事件簿事件簿

梓 林太郎梓 林太郎梓 林太郎梓 林太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

愛愛愛愛するするするする伴侶伴侶伴侶伴侶((((ひとひとひとひと))))をををを失失失失ってってってって 加賀 乙彦加賀 乙彦加賀 乙彦加賀 乙彦∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 狼狼狼狼とととと兎兎兎兎のゲームのゲームのゲームのゲーム 我孫子 武丸我孫子 武丸我孫子 武丸我孫子 武丸∥∥∥∥著著著著 NNNN

ロサンゼルスのロサンゼルスのロサンゼルスのロサンゼルスの愛愛愛愛すべきダンスすべきダンスすべきダンスすべきダンス仲仲仲仲 米谷 米谷 米谷 米谷 ふみふみふみふみ子子子子∥∥∥∥文文文文
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ロサンゼルスのロサンゼルスのロサンゼルスのロサンゼルスの愛愛愛愛すべきダンスすべきダンスすべきダンスすべきダンス仲仲仲仲
間間間間

米谷 米谷 米谷 米谷 ふみふみふみふみ子子子子∥∥∥∥文文文文
とととと絵絵絵絵

914.6914.6914.6914.6 烏烏烏烏はははは主主主主をををを選選選選ばないばないばないばない 阿部 智里阿部 智里阿部 智里阿部 智里∥∥∥∥著著著著 NNNN

そんなにそんなにそんなにそんなに、、、、変変変変わったわったわったわった???? 酒井 順子酒井 順子酒井 順子酒井 順子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6
泡坂妻夫引退公演泡坂妻夫引退公演泡坂妻夫引退公演泡坂妻夫引退公演　　　　第第第第1111幕幕幕幕・・・・第第第第2222
幕幕幕幕

泡坂 妻夫泡坂 妻夫泡坂 妻夫泡坂 妻夫∥∥∥∥著著著著 NNNN

アカのアカのアカのアカの他人他人他人他人のののの七光七光七光七光りりりり 島地 勝彦島地 勝彦島地 勝彦島地 勝彦∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 リターンリターンリターンリターン 五十嵐 貴久五十嵐 貴久五十嵐 貴久五十嵐 貴久∥∥∥∥著著著著 NNNN

主婦主婦主婦主婦とととと演芸演芸演芸演芸 清水 清水 清水 清水 ミチコミチコミチコミチコ∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 ちっぽけなちっぽけなちっぽけなちっぽけな恋恋恋恋 池永 陽池永 陽池永 陽池永 陽∥∥∥∥著著著著 NNNN

妙齢美容修業妙齢美容修業妙齢美容修業妙齢美容修業 辛酸 辛酸 辛酸 辛酸 なめなめなめなめ子子子子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 死神死神死神死神のののの浮力浮力浮力浮力 伊坂 幸太郎伊坂 幸太郎伊坂 幸太郎伊坂 幸太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

スワスワスワスワ氏文集氏文集氏文集氏文集 諏訪 哲史諏訪 哲史諏訪 哲史諏訪 哲史∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 赤赤赤赤いいいい追跡者追跡者追跡者追跡者 今井 彰今井 彰今井 彰今井 彰∥∥∥∥著著著著 NNNN

若若若若きききき日日日日にににに薔薇薔薇薔薇薔薇をををを摘摘摘摘めめめめ 瀬戸内 寂聴瀬戸内 寂聴瀬戸内 寂聴瀬戸内 寂聴∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 バックストリートバックストリートバックストリートバックストリート 逢坂 剛逢坂 剛逢坂 剛逢坂 剛∥∥∥∥著著著著 NNNN

歳月歳月歳月歳月がくれるものがくれるものがくれるものがくれるもの 田辺 聖子田辺 聖子田辺 聖子田辺 聖子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 つばさのおくりものつばさのおくりものつばさのおくりものつばさのおくりもの 小川 糸小川 糸小川 糸小川 糸∥∥∥∥著著著著 NNNN

ママママママママ、、、、ごはんまだごはんまだごはんまだごはんまだ???? 一青 妙一青 妙一青 妙一青 妙∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 十三番目十三番目十三番目十三番目のののの王子王子王子王子 岡田 剛岡田 剛岡田 剛岡田 剛∥∥∥∥著著著著 NNNN

小鳥来小鳥来小鳥来小鳥来るるるる日日日日 平松 洋子平松 洋子平松 洋子平松 洋子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 都会都会都会都会のののの蜃気楼蜃気楼蜃気楼蜃気楼 岡野 薫子岡野 薫子岡野 薫子岡野 薫子∥∥∥∥著著著著 NNNN

ミサキアミサキアミサキアミサキア記記記記のタダシガのタダシガのタダシガのタダシガ記記記記 三崎 亜記三崎 亜記三崎 亜記三崎 亜記∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 ArknoahArknoahArknoahArknoah　　　　1111 乙一乙一乙一乙一∥∥∥∥著著著著 NNNN

言葉言葉言葉言葉がががが立立立立ちちちち上上上上がるがるがるがる時時時時 柳田 邦男柳田 邦男柳田 邦男柳田 邦男∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 グランドマンショングランドマンショングランドマンショングランドマンション 折原 一折原 一折原 一折原 一∥∥∥∥著著著著 NNNN

熱血熱血熱血熱血ポンちゃんからポンちゃんからポンちゃんからポンちゃんから騒騒騒騒ぎぎぎぎ 山田 詠美山田 詠美山田 詠美山田 詠美∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6
曾根崎心中曾根崎心中曾根崎心中曾根崎心中（（（（近松 門左衛門近松 門左衛門近松 門左衛門近松 門左衛門　　　　原原原原
作作作作））））

角田 光代角田 光代角田 光代角田 光代∥∥∥∥著著著著 NNNN

95959595歳歳歳歳。。。。今日今日今日今日をたのしくをたのしくをたのしくをたのしく。。。。もっともっともっともっと前向前向前向前向
きにきにきにきに

吉沢 久子吉沢 久子吉沢 久子吉沢 久子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 声声声声をきかせてをきかせてをきかせてをきかせて 樫崎 茜樫崎 茜樫崎 茜樫崎 茜∥∥∥∥著著著著 NNNN

おれたちをおれたちをおれたちをおれたちを笑笑笑笑うなうなうなうな!!!! 椎名 誠椎名 誠椎名 誠椎名 誠∥∥∥∥著著著著 915.6915.6915.6915.6 手手手手のののの中中中中のののの天秤天秤天秤天秤 桂 望実桂 望実桂 望実桂 望実∥∥∥∥著著著著 NNNN

僕僕僕僕のののの父父父父はははは母母母母をををを殺殺殺殺したしたしたした 大山 寛人大山 寛人大山 寛人大山 寛人∥∥∥∥著著著著 916916916916 はるひののはるひののはるひののはるひのの、、、、はるはるはるはる 加納 朋子加納 朋子加納 朋子加納 朋子∥∥∥∥著著著著 NNNN
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2222....43434343　　　　清陰高校男子清陰高校男子清陰高校男子清陰高校男子バレーバレーバレーバレー部部部部 壁井 壁井 壁井 壁井 ユカコユカコユカコユカコ∥∥∥∥著著著著 NNNN 悲惨伝悲惨伝悲惨伝悲惨伝 西尾 維新西尾 維新西尾 維新西尾 維新∥∥∥∥著著著著 NNNN

心霊探偵八雲心霊探偵八雲心霊探偵八雲心霊探偵八雲　　　　いつわりのいつわりのいつわりのいつわりの樹樹樹樹 神永 学神永 学神永 学神永 学∥∥∥∥著著著著 NNNN 憑物語憑物語憑物語憑物語 西尾 維新西尾 維新西尾 維新西尾 維新∥∥∥∥著著著著 NNNN

人外境人外境人外境人外境ロマンスロマンスロマンスロマンス 北山 猛邦北山 猛邦北山 猛邦北山 猛邦∥∥∥∥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選選選
集集集集27272727　　　　寝台特急寝台特急寝台特急寝台特急あかつきあかつきあかつきあかつき殺人事件殺人事件殺人事件殺人事件

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

禁忌楼禁忌楼禁忌楼禁忌楼 木原 浩勝木原 浩勝木原 浩勝木原 浩勝∥∥∥∥著著著著 NNNN さらばさらばさらばさらば南紀南紀南紀南紀のののの海海海海よよよよ 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

隣之怪隣之怪隣之怪隣之怪　　　　第第第第5555夜夜夜夜 木原 浩勝木原 浩勝木原 浩勝木原 浩勝∥∥∥∥著著著著 NNNN 歪歪歪歪んだんだんだんだ忌日忌日忌日忌日 西村 賢太西村 賢太西村 賢太西村 賢太∥∥∥∥著著著著 NNNN

零零零零のキセキのキセキのキセキのキセキ 胡桃 哲胡桃 哲胡桃 哲胡桃 哲∥∥∥∥著著著著 NNNN ドミノドミノドミノドミノ倒倒倒倒しししし 貫井 徳郎貫井 徳郎貫井 徳郎貫井 徳郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

硝子硝子硝子硝子のののの探偵探偵探偵探偵とととと消消消消えたえたえたえた白白白白バイバイバイバイ 小島 正樹小島 正樹小島 正樹小島 正樹∥∥∥∥著著著著 NNNN
たぶんねこたぶんねこたぶんねこたぶんねこ　「　「　「　「しゃばけしゃばけしゃばけしゃばけ」」」」シリーズシリーズシリーズシリーズ
12121212

畠中 恵畠中 恵畠中 恵畠中 恵∥∥∥∥著著著著 NNNN

釧路釧路釧路釧路ぬさまいぬさまいぬさまいぬさまい橋殺人事件橋殺人事件橋殺人事件橋殺人事件 木谷 恭介木谷 恭介木谷 恭介木谷 恭介∥∥∥∥著著著著 NNNN 南部芸能事務所南部芸能事務所南部芸能事務所南部芸能事務所 畑野 智美畑野 智美畑野 智美畑野 智美∥∥∥∥著著著著 NNNN

美美美美しいしいしいしい心臓心臓心臓心臓 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 月神月神月神月神 葉室 麟葉室 麟葉室 麟葉室 麟∥∥∥∥著著著著 NNNN

宰領宰領宰領宰領　　　　隠蔽捜査隠蔽捜査隠蔽捜査隠蔽捜査5555 今野 敏今野 敏今野 敏今野 敏∥∥∥∥著著著著 NNNN ポンチョにポンチョにポンチョにポンチョに夜明夜明夜明夜明けのけのけのけの風風風風はらませてはらませてはらませてはらませて 早見 和真早見 和真早見 和真早見 和真∥∥∥∥著著著著 NNNN

土蛍土蛍土蛍土蛍　　　　猿若町捕物帳猿若町捕物帳猿若町捕物帳猿若町捕物帳 近藤 史恵近藤 史恵近藤 史恵近藤 史恵∥∥∥∥著著著著 NNNN ぼくのぼくのぼくのぼくの最高最高最高最高のののの日日日日
はらだ みずきはらだ みずきはらだ みずきはらだ みずき∥∥∥∥
著著著著

NNNN

三途三途三途三途のののの川川川川でででで落落落落しものしものしものしもの 西條 奈加西條 奈加西條 奈加西條 奈加∥∥∥∥著著著著 NNNN 総理総理総理総理のののの夫夫夫夫 原田 原田 原田 原田 マハマハマハマハ∥∥∥∥著著著著 NNNN

ジャッジメントジャッジメントジャッジメントジャッジメント 佐藤 青南佐藤 青南佐藤 青南佐藤 青南∥∥∥∥著著著著 NNNN 旅屋旅屋旅屋旅屋おかえりおかえりおかえりおかえり 原田 原田 原田 原田 マハマハマハマハ∥∥∥∥著著著著 NNNN

日輪日輪日輪日輪のののの賦賦賦賦 澤田 瞳子澤田 瞳子澤田 瞳子澤田 瞳子∥∥∥∥著著著著 NNNN あなたのあなたのあなたのあなたの本本本本 誉田 哲也誉田 哲也誉田 哲也誉田 哲也∥∥∥∥著著著著 NNNN

ファミレスファミレスファミレスファミレス 重松 清重松 清重松 清重松 清∥∥∥∥著著著著 NNNN 慧眼慧眼慧眼慧眼 本城 雅人本城 雅人本城 雅人本城 雅人∥∥∥∥著著著著 NNNN

わたしはここにいますわたしはここにいますわたしはここにいますわたしはここにいます 篠田 真由美篠田 真由美篠田 真由美篠田 真由美∥∥∥∥著著著著 NNNN 増山超能力師事務所増山超能力師事務所増山超能力師事務所増山超能力師事務所 誉田 哲也誉田 哲也誉田 哲也誉田 哲也∥∥∥∥著著著著 NNNN
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考考考考えすぎたえすぎたえすぎたえすぎた人人人人 清水 義範清水 義範清水 義範清水 義範∥∥∥∥著著著著 NNNN 五年前五年前五年前五年前のののの忘忘忘忘れれれれ物物物物 益田 益田 益田 益田 ミリミリミリミリ∥∥∥∥著著著著 NNNN

なごりなごりなごりなごり歌歌歌歌 朱川 湊人朱川 湊人朱川 湊人朱川 湊人∥∥∥∥著著著著 NNNN 謀謀謀謀るるるる理兵衛理兵衛理兵衛理兵衛 松本 薫松本 薫松本 薫松本 薫∥∥∥∥著著著著 NNNN

娘娘娘娘のののの結婚結婚結婚結婚 小路 幸也小路 幸也小路 幸也小路 幸也∥∥∥∥著著著著 NNNN 溺溺溺溺れるれるれるれる犬犬犬犬はははは棒棒棒棒でででで叩叩叩叩けけけけ 汀 汀 汀 汀 こるものこるものこるものこるもの∥∥∥∥著著著著 NNNN

君君君君のためにのためにのためにのために今今今今はははは回回回回るるるる 白河 三兎白河 三兎白河 三兎白河 三兎∥∥∥∥著著著著 NNNN 蒼蒼蒼蒼きテロルのきテロルのきテロルのきテロルの翼翼翼翼 三咲 光郎三咲 光郎三咲 光郎三咲 光郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

神曲神曲神曲神曲プロデューサープロデューサープロデューサープロデューサー 杉井 光杉井 光杉井 光杉井 光∥∥∥∥著著著著 NNNN 高校入試高校入試高校入試高校入試 湊 湊 湊 湊 かなえかなえかなえかなえ∥∥∥∥著著著著 NNNN

こんなわたしでこんなわたしでこんなわたしでこんなわたしで、、、、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい 平 安寿子平 安寿子平 安寿子平 安寿子∥∥∥∥著著著著 NNNN
泣泣泣泣きききき童子童子童子童子((((わらしわらしわらしわらし))))　　　　三島屋変調百三島屋変調百三島屋変調百三島屋変調百
物語参之続物語参之続物語参之続物語参之続

宮部 宮部 宮部 宮部 みゆきみゆきみゆきみゆき∥∥∥∥著著著著 NNNN

かげゑかげゑかげゑかげゑ歌麿歌麿歌麿歌麿 高橋 克彦高橋 克彦高橋 克彦高橋 克彦∥∥∥∥著著著著 NNNN 湖底湖底湖底湖底のののの城城城城　　　　4444巻巻巻巻 宮城谷 昌光宮城谷 昌光宮城谷 昌光宮城谷 昌光∥∥∥∥著著著著 NNNN

くじらのくじらのくじらのくじらの潮潮潮潮をたたえるをたたえるをたたえるをたたえる日日日日 高村 透高村 透高村 透高村 透∥∥∥∥著著著著 NNNN おおおお任任任任せせせせ!!!!数学屋数学屋数学屋数学屋さんさんさんさん 向井 湘吾向井 湘吾向井 湘吾向井 湘吾∥∥∥∥著著著著 NNNN

クワガタにチョップしたらタイムスクワガタにチョップしたらタイムスクワガタにチョップしたらタイムスクワガタにチョップしたらタイムス
リップしたリップしたリップしたリップした

タカハシ ヨウタカハシ ヨウタカハシ ヨウタカハシ ヨウ∥∥∥∥著著著著 NNNN
おいしいコーヒーのいれおいしいコーヒーのいれおいしいコーヒーのいれおいしいコーヒーのいれ方方方方
Second SeasonSecond SeasonSecond SeasonSecond Season8888　　　　地図地図地図地図のないのないのないのない旅旅旅旅

村山 由佳村山 由佳村山 由佳村山 由佳∥∥∥∥著著著著 NNNN

ブラッドラインブラッドラインブラッドラインブラッドライン 知念 実希人知念 実希人知念 実希人知念 実希人∥∥∥∥著著著著 NNNN ゆうじょこうゆうじょこうゆうじょこうゆうじょこう 村田 喜代子村田 喜代子村田 喜代子村田 喜代子∥∥∥∥著著著著 NNNN

これからおこれからおこれからおこれからお祈祈祈祈りにいきますりにいきますりにいきますりにいきます 津村 記久子津村 記久子津村 記久子津村 記久子∥∥∥∥著著著著 NNNN 悪道悪道悪道悪道　　　　3333　　　　御三家御三家御三家御三家のののの刺客刺客刺客刺客 森村 誠一森村 誠一森村 誠一森村 誠一∥∥∥∥著著著著 NNNN

ファイヤーボールファイヤーボールファイヤーボールファイヤーボール 富樫 倫太郎富樫 倫太郎富樫 倫太郎富樫 倫太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN 一一一一つつつつ屋根屋根屋根屋根のののの下下下下のののの探偵探偵探偵探偵たちたちたちたち 森川 智喜森川 智喜森川 智喜森川 智喜∥∥∥∥著著著著 NNNN

教場教場教場教場 長岡 弘樹長岡 弘樹長岡 弘樹長岡 弘樹∥∥∥∥著著著著 NNNN 神様神様神様神様がががが殺殺殺殺してくれるしてくれるしてくれるしてくれる 森 博嗣森 博嗣森 博嗣森 博嗣∥∥∥∥著著著著 NNNN

恥恥恥恥もももも外聞外聞外聞外聞もなくもなくもなくもなく売名売名売名売名すすすす 中路 啓太中路 啓太中路 啓太中路 啓太∥∥∥∥著著著著 NNNN 赤目姫赤目姫赤目姫赤目姫のののの潮解潮解潮解潮解 森 博嗣森 博嗣森 博嗣森 博嗣∥∥∥∥著著著著 NNNN

撲撲少年撲撲少年撲撲少年撲撲少年 仁木 英之仁木 英之仁木 英之仁木 英之∥∥∥∥著著著著 NNNN 再会再会再会再会　　　　あくじゃれあくじゃれあくじゃれあくじゃれ瓢六瓢六瓢六瓢六 諸田 玲子諸田 玲子諸田 玲子諸田 玲子∥∥∥∥著著著著 NNNN

花物語花物語花物語花物語 西尾 維新西尾 維新西尾 維新西尾 維新∥∥∥∥著著著著 NNNN 来春来春来春来春までまでまでまで　　　　おおおお鳥見女房鳥見女房鳥見女房鳥見女房　　　　7777 諸田 玲子諸田 玲子諸田 玲子諸田 玲子∥∥∥∥著著著著 NNNN
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俺俺俺俺はははは駄目駄目駄目駄目じゃないじゃないじゃないじゃない 山本 甲士山本 甲士山本 甲士山本 甲士∥∥∥∥著著著著 NNNN 殺殺殺殺しはオペラをしはオペラをしはオペラをしはオペラを聞聞聞聞きながらきながらきながらきながら JJJJ....DDDD....ロブロブロブロブ∥∥∥∥著著著著 BFBFBFBF

月下上海月下上海月下上海月下上海 山口 恵以子山口 恵以子山口 恵以子山口 恵以子∥∥∥∥著著著著 NNNN 見知見知見知見知らぬらぬらぬらぬ乗客乗客乗客乗客のようにのようにのようにのように JJJJ....DDDD....ロブロブロブロブ∥∥∥∥著著著著 BFBFBFBF

千両千両千両千両かんばんかんばんかんばんかんばん 山本 一力山本 一力山本 一力山本 一力∥∥∥∥著著著著 NNNN 死者死者死者死者のためののためののためののための聖杯聖杯聖杯聖杯 JJJJ....DDDD....ロブロブロブロブ∥∥∥∥著著著著 BFBFBFBF

イッタイゼンタイイッタイゼンタイイッタイゼンタイイッタイゼンタイ 吉田 篤弘吉田 篤弘吉田 篤弘吉田 篤弘∥∥∥∥著著著著 NNNN 冷冷冷冷ややかなややかなややかなややかな血脈血脈血脈血脈 JJJJ....DDDD....ロブロブロブロブ∥∥∥∥著著著著 BFBFBFBF

海岸海岸海岸海岸のマサオさんのマサオさんのマサオさんのマサオさん 樂月 慎樂月 慎樂月 慎樂月 慎∥∥∥∥著著著著 NNNN ようこそようこそようこそようこそ、、、、わがわがわがわが家家家家へへへへ 池井戸 潤池井戸 潤池井戸 潤池井戸 潤∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

愛愛愛愛ふたたびふたたびふたたびふたたび 渡辺 淳一渡辺 淳一渡辺 淳一渡辺 淳一∥∥∥∥著著著著 NNNN アルファベット・パズラーズアルファベット・パズラーズアルファベット・パズラーズアルファベット・パズラーズ 大山 誠一郎大山 誠一郎大山 誠一郎大山 誠一郎∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

罪罪罪罪なきなきなきなき者者者者よよよよ、、、、我我我我をををを撃撃撃撃てててて 渡辺 容子渡辺 容子渡辺 容子渡辺 容子∥∥∥∥著著著著 NNNN
見見見見ざるのざるのざるのざるの天神天神天神天神さんさんさんさん　　　　浪花浪花浪花浪花ふらふらふらふらふらふらふらふら
謎草紙謎草紙謎草紙謎草紙

岡篠 名桜岡篠 名桜岡篠 名桜岡篠 名桜∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

小説小説小説小説（（（（外国外国外国外国）））） 丕緒丕緒丕緒丕緒のののの鳥鳥鳥鳥　　　　十二国記十二国記十二国記十二国記 小野 不由美小野 不由美小野 不由美小野 不由美∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

緑衣緑衣緑衣緑衣のののの女女女女
アーナルデュル  イアーナルデュル  イアーナルデュル  イアーナルデュル  イ
ンドリダソンンドリダソンンドリダソンンドリダソン∥∥∥∥著著著著

FFFF 極光星群極光星群極光星群極光星群　　　　年刊日本年刊日本年刊日本年刊日本SFSFSFSF傑作選傑作選傑作選傑作選 大森 望大森 望大森 望大森 望∥∥∥∥編編編編 BNBNBNBN

オール・クリアオール・クリアオール・クリアオール・クリア　　　　1111・・・・2222
コニー  ウィリスコニー  ウィリスコニー  ウィリスコニー  ウィリス∥∥∥∥
著著著著

FFFF 奨金狩奨金狩奨金狩奨金狩りりりり　　　　夏目影二郎始末旅夏目影二郎始末旅夏目影二郎始末旅夏目影二郎始末旅14141414 佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

ブラックアウトブラックアウトブラックアウトブラックアウト
コニー  ウィリスコニー  ウィリスコニー  ウィリスコニー  ウィリス∥∥∥∥
著著著著

FFFF
南南南南へへへへ舵舵舵舵をををを　　　　新新新新・・・・古着屋総兵衛古着屋総兵衛古着屋総兵衛古着屋総兵衛　　　　第第第第
4444巻巻巻巻

佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

奇跡奇跡奇跡奇跡のののの時代時代時代時代
カレン  トンプソンカレン  トンプソンカレン  トンプソンカレン  トンプソン
ウォーカーウォーカーウォーカーウォーカー∥∥∥∥著著著著

FFFF 不良少年不良少年不良少年不良少年とととと彼女彼女彼女彼女のののの関係関係関係関係
川 川 川 川 タカマルタカマルタカマルタカマル∥∥∥∥

著著著著
BNBNBNBN

イースタリーのエレジーイースタリーのエレジーイースタリーのエレジーイースタリーのエレジー
ペティナ  ガッパペティナ  ガッパペティナ  ガッパペティナ  ガッパ
∥∥∥∥著著著著

FFFF オツベルとオツベルとオツベルとオツベルと笑笑笑笑うううう水曜日水曜日水曜日水曜日 成田 良悟成田 良悟成田 良悟成田 良悟∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

ロシアンロシアンロシアンロシアン珈琲珈琲珈琲珈琲
キム タククワンキム タククワンキム タククワンキム タククワン∥∥∥∥
著著著著

FFFF 樅樅樅樅ノノノノ木木木木はははは残残残残ったったったった　　　　上中下上中下上中下上中下 山本 周五郎山本 周五郎山本 周五郎山本 周五郎∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

双眼鏡双眼鏡双眼鏡双眼鏡からのからのからのからの眺眺眺眺めめめめ
イーディス  パーイーディス  パーイーディス  パーイーディス  パー
ルマンルマンルマンルマン∥∥∥∥著著著著

FFFF 地図地図地図地図（（（（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））））

チャイルド・オブ・ゴッドチャイルド・オブ・ゴッドチャイルド・オブ・ゴッドチャイルド・オブ・ゴッド
コーマック  マッコーマック  マッコーマック  マッコーマック  マッ
カーシーカーシーカーシーカーシー∥∥∥∥著著著著

FFFF ゼンリンゼンリンゼンリンゼンリン住宅地図 仙台市 青葉区住宅地図 仙台市 青葉区住宅地図 仙台市 青葉区住宅地図 仙台市 青葉区　　　　201307201307201307201307 C4C4C4C4
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文庫文庫文庫文庫 郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料

冬冬冬冬のフロストのフロストのフロストのフロスト　　　　上下上下上下上下
RRRR....DDDD....ウィングウィングウィングウィング
フィールドフィールドフィールドフィールド∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF 仙台城下仙台城下仙台城下仙台城下のののの町名由来町名由来町名由来町名由来とととと町割町割町割町割 古田 義弘古田 義弘古田 義弘古田 義弘∥∥∥∥著著著著
M291.M291.M291.M291.
23232323

シャボンシャボンシャボンシャボン玉玉玉玉ピストルピストルピストルピストル大騒動大騒動大騒動大騒動
ポール  ギャリコポール  ギャリコポール  ギャリコポール  ギャリコ
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF
M291.M291.M291.M291.
23232323

オランダオランダオランダオランダ靴靴靴靴のののの謎謎謎謎
エラリー  クイーンエラリー  クイーンエラリー  クイーンエラリー  クイーン
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF おなごおなごおなごおなご五十集五十集五十集五十集のののの話話話話 荒川 節子荒川 節子荒川 節子荒川 節子∥∥∥∥著著著著
M384.M384.M384.M384.
3333

マルセロ・イン・ザ・リアルワールドマルセロ・イン・ザ・リアルワールドマルセロ・イン・ザ・リアルワールドマルセロ・イン・ザ・リアルワールド
フランシスコ  フランシスコ  フランシスコ  フランシスコ  XXXX....スススス
トークトークトークトーク∥∥∥∥作作作作

BFBFBFBF
礼法入門書礼法入門書礼法入門書礼法入門書　　　　仙台藩作法仙台藩作法仙台藩作法仙台藩作法にににに学学学学ぶぶぶぶ
武家武家武家武家のののの美学美学美学美学

斉藤 智子斉藤 智子斉藤 智子斉藤 智子∥∥∥∥著著著著
M385.M385.M385.M385.
9999

ジューンブライドはてんてこまいジューンブライドはてんてこまいジューンブライドはてんてこまいジューンブライドはてんてこまい
家事家事家事家事アドバイザーのアドバイザーのアドバイザーのアドバイザーの事件簿事件簿事件簿事件簿2222

クリスタ  デイヴィクリスタ  デイヴィクリスタ  デイヴィクリスタ  デイヴィ
スススス∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF 今今今今はははは昔仙台明石屋物語昔仙台明石屋物語昔仙台明石屋物語昔仙台明石屋物語 渡辺 仁子渡辺 仁子渡辺 仁子渡辺 仁子∥∥∥∥著著著著
M588.M588.M588.M588.
36363636

泥棒泥棒泥棒泥棒はははは几帳面几帳面几帳面几帳面であるべしであるべしであるべしであるべし
マシュー  ディックマシュー  ディックマシュー  ディックマシュー  ディック
スススス∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF
宮城子規宮城子規宮城子規宮城子規とととと歩歩歩歩いたいたいたいた　「　「　「　「はてはてはてはて知知知知らずらずらずらず
のののの記記記記」」」」水彩紀行水彩紀行水彩紀行水彩紀行

古山  拓古山  拓古山  拓古山  拓∥∥∥∥著著著著
M721.M721.M721.M721.
3333

時時時時をををを生生生生きるきるきるきる種族種族種族種族　　　　ファンタスティッファンタスティッファンタスティッファンタスティッ
クククク時間時間時間時間SFSFSFSF傑作選傑作選傑作選傑作選

RRRR....FFFF....ヤングヤングヤングヤング∥∥∥∥ほかほかほかほか
著著著著

BFBFBFBF
あなたへのあなたへのあなたへのあなたへの恋文恋文恋文恋文　　　　津波津波津波津波にににに襲襲襲襲われわれわれわれ
たたたた街街街街でででで生生生生きるきるきるきる妻妻妻妻からからからから

菅原 文子菅原 文子菅原 文子菅原 文子∥∥∥∥著著著著 M916M916M916M916

大地大地大地大地　　　　1111～～～～4444
パール  バックパール  バックパール  バックパール  バック∥∥∥∥
著著著著

BFBFBFBF みやぎみやぎみやぎみやぎ聞聞聞聞きききき書書書書きききき村草子村草子村草子村草子　　　　第第第第１３１３１３１３集集集集
みやぎみやぎみやぎみやぎ聞聞聞聞きききき書書書書きききき
村村村村∥∥∥∥編編編編

M916M916M916M916

ズーシティズーシティズーシティズーシティ
ローレン  ビューローレン  ビューローレン  ビューローレン  ビュー
クスクスクスクス∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF
土土土土のうめきのうめきのうめきのうめき　　　　仙台領寛政百姓大一仙台領寛政百姓大一仙台領寛政百姓大一仙台領寛政百姓大一
揆揆揆揆顚顚顚顚末記末記末記末記

安久澤 連安久澤 連安久澤 連安久澤 連∥∥∥∥著著著著 MNMNMNMN

マイネームイズメモリーマイネームイズメモリーマイネームイズメモリーマイネームイズメモリー
アン  ブラッシェアン  ブラッシェアン  ブラッシェアン  ブラッシェ
アーズアーズアーズアーズ∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF 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））））

そのそのそのその娘娘娘娘、、、、パラノーマルにつきパラノーマルにつきパラノーマルにつきパラノーマルにつき
キアステン  ホワキアステン  ホワキアステン  ホワキアステン  ホワ
イトイトイトイト∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF 日本国勢図会日本国勢図会日本国勢図会日本国勢図会　　　　2013201320132013////14141414
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

R351R351R351R351

チャーチルチャーチルチャーチルチャーチル閣下閣下閣下閣下のののの秘書秘書秘書秘書
スーザン  イーリスーザン  イーリスーザン  イーリスーザン  イーリ
ア  マクニールア  マクニールア  マクニールア  マクニール∥∥∥∥
著著著著

BFBFBFBF 防衛防衛防衛防衛ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック　　　　平成平成平成平成25252525年版年版年版年版
朝雲新聞社編集朝雲新聞社編集朝雲新聞社編集朝雲新聞社編集
局局局局∥∥∥∥編著編著編著編著

R392.1R392.1R392.1R392.1
076076076076

クラーケンクラーケンクラーケンクラーケン　　　　上下上下上下上下
チャイナ  ミエヴィチャイナ  ミエヴィチャイナ  ミエヴィチャイナ  ミエヴィ
ルルルル∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

薔薇薔薇薔薇薔薇のののの血潮血潮血潮血潮　　　　上下上下上下上下 タニス  リータニス  リータニス  リータニス  リー∥∥∥∥著著著著 BFBFBFBF

学学学学びのびのびのびの園園園園にににに葬葬葬葬られられられられ JJJJ....DDDD....ロブロブロブロブ∥∥∥∥著著著著 BFBFBFBF

宮城宮城宮城宮城ふるさとふるさとふるさとふるさとBOOKBOOKBOOKBOOK　　　　2013201320132013
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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）））） ぜんぶぜんぶぜんぶぜんぶ夏夏夏夏のことのことのことのこと 薫 薫 薫 薫 くみこくみこくみこくみこ∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

象使象使象使象使いティンのいティンのいティンのいティンの戦争戦争戦争戦争
シンシア  カドハシンシア  カドハシンシア  カドハシンシア  カドハ
タタタタ∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF 魔狼魔狼魔狼魔狼、、、、月月月月にににに吠吠吠吠えるえるえるえる 香月 日輪香月 日輪香月 日輪香月 日輪∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

ぼくのペットはぼくのペットはぼくのペットはぼくのペットは恐竜恐竜恐竜恐竜
ダン  グリーンダン  グリーンダン  グリーンダン  グリーン
バーグバーグバーグバーグ∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF 泣泣泣泣いてないってばいてないってばいてないってばいてないってば!!!! 小林 深雪小林 深雪小林 深雪小林 深雪∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

体体体体をぬけだしをぬけだしをぬけだしをぬけだし空空空空をををを飛飛飛飛べべべべ!!!!
ダン  グリーンダン  グリーンダン  グリーンダン  グリーン
バーグバーグバーグバーグ∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF うみのおばけずかんうみのおばけずかんうみのおばけずかんうみのおばけずかん 斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

動物病院動物病院動物病院動物病院のマリーのマリーのマリーのマリー　　　　1111
タチアナ  ゲスタチアナ  ゲスタチアナ  ゲスタチアナ  ゲス
ラーラーラーラー∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF やまのおばけずかんやまのおばけずかんやまのおばけずかんやまのおばけずかん 斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

ヒックとドラゴンヒックとドラゴンヒックとドラゴンヒックとドラゴン　　　　10101010
ヒック  ホレンダスヒック  ホレンダスヒック  ホレンダスヒック  ホレンダス
ハドックハドックハドックハドック三世三世三世三世∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF らくごでらくごでらくごでらくごで笑学校笑学校笑学校笑学校 斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

サッカーサッカーサッカーサッカー少女少女少女少女サミーサミーサミーサミー　　　　2222
ミッシェル  コックミッシェル  コックミッシェル  コックミッシェル  コック
スススス∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF
斉藤洋斉藤洋斉藤洋斉藤洋のののの日本日本日本日本むかしむかしむかしむかし話話話話　　　　こわいもこわいもこわいもこわいも
のののののののの巻巻巻巻

斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋∥∥∥∥文文文文 KNKNKNKN

やさしいやさしいやさしいやさしい大大大大おとこおとこおとこおとこ
ルイス  スロボドキルイス  スロボドキルイス  スロボドキルイス  スロボドキ
ンンンン∥∥∥∥作  絵作  絵作  絵作  絵

KFKFKFKF
斉藤洋斉藤洋斉藤洋斉藤洋のののの日本日本日本日本むかしむかしむかしむかし話話話話　　　　こわいここわいここわいここわいこ
とのとのとのとの巻巻巻巻

斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋∥∥∥∥文文文文 KNKNKNKN

あたしがおうちにあたしがおうちにあたしがおうちにあたしがおうちに帰帰帰帰るるるる旅旅旅旅
ニコラ  デイビスニコラ  デイビスニコラ  デイビスニコラ  デイビス
∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF
斉藤洋斉藤洋斉藤洋斉藤洋のののの日本日本日本日本むかしむかしむかしむかし話話話話　　　　こわいとこわいとこわいとこわいと
ころのころのころのころの巻巻巻巻

斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋∥∥∥∥文文文文 KNKNKNKN

モンスターズ・ユニバーシティモンスターズ・ユニバーシティモンスターズ・ユニバーシティモンスターズ・ユニバーシティ
アイリーン  トリンアイリーン  トリンアイリーン  トリンアイリーン  トリン
ブルブルブルブル∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF マジックアウトマジックアウトマジックアウトマジックアウト　　　　2222・・・・3333 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 まどかまどかまどかまどか∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

恐怖恐怖恐怖恐怖のおのおのおのお泊泊泊泊まりまりまりまり会会会会 PPPP....JJJJ....ナイトナイトナイトナイト∥∥∥∥著著著著 KFKFKFKF ぞくぞくぞくぞくぞくぞくぞくぞく村村村村のののの魔法少女魔法少女魔法少女魔法少女カルメラカルメラカルメラカルメラ 末吉 暁子末吉 暁子末吉 暁子末吉 暁子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

負負負負けないパティシエガールけないパティシエガールけないパティシエガールけないパティシエガール
ジョーン  バウジョーン  バウジョーン  バウジョーン  バウ
アーアーアーアー∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF ぼくらのぼくらのぼくらのぼくらの悪校長退治悪校長退治悪校長退治悪校長退治 宗田 理宗田 理宗田 理宗田 理∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

ユリシーズ・ムーアとユリシーズ・ムーアとユリシーズ・ムーアとユリシーズ・ムーアと灰灰灰灰のののの庭庭庭庭
PierdomenicoPierdomenicoPierdomenicoPierdomenico
Baccalario∥Baccalario∥Baccalario∥Baccalario∥著著著著

KFKFKFKF となりのとなりのとなりのとなりの鉄子鉄子鉄子鉄子 田森 庸介田森 庸介田森 庸介田森 庸介∥∥∥∥さくさくさくさく KNKNKNKN

タイムスリップタイムスリップタイムスリップタイムスリップ海賊海賊海賊海賊サム・シルバーサム・シルバーサム・シルバーサム・シルバー
1111

ジャン  バージャン  バージャン  バージャン  バー
チェットチェットチェットチェット∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF べんりべんりべんりべんり屋屋屋屋、、、、寺岡寺岡寺岡寺岡のののの夏夏夏夏。。。。 中山 聖子中山 聖子中山 聖子中山 聖子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

フットボール・アカデミーフットボール・アカデミーフットボール・アカデミーフットボール・アカデミー　　　　2222
トム  パーマートム  パーマートム  パーマートム  パーマー∥∥∥∥
作作作作

KFKFKFKF 新美南吉童話集新美南吉童話集新美南吉童話集新美南吉童話集　　　　1111～～～～3333 新美 南吉新美 南吉新美 南吉新美 南吉∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

アラルエンアラルエンアラルエンアラルエン戦記戦記戦記戦記　　　　4444
ジョン  フラナガンジョン  フラナガンジョン  フラナガンジョン  フラナガン
∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF おれのミュおれのミュおれのミュおれのミュ～～～～ズズズズ!!!!
にしがき ようこにしがき ようこにしがき ようこにしがき ようこ∥∥∥∥
作作作作

KNKNKNKN

スー  モングレスー  モングレスー  モングレスー  モングレ
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ひみつのマーメイドひみつのマーメイドひみつのマーメイドひみつのマーメイド　　　　5555
スー  モングレスー  モングレスー  モングレスー  モングレ
ディエンディエンディエンディエン∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF クモばんばとぎんのくつしたクモばんばとぎんのくつしたクモばんばとぎんのくつしたクモばんばとぎんのくつした 仁科 幸子仁科 幸子仁科 幸子仁科 幸子∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

ぼくらのミステリータウンぼくらのミステリータウンぼくらのミステリータウンぼくらのミステリータウン　　　　9999 ロン  ロイロン  ロイロン  ロイロン  ロイ∥∥∥∥作作作作 KFKFKFKF トキメキトキメキトキメキトキメキ♥♥♥♥図書館図書館図書館図書館　　　　PARTPARTPARTPART5555 服部 千春服部 千春服部 千春服部 千春∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

冥府冥府冥府冥府のののの国国国国ラグナロータラグナロータラグナロータラグナロータ 池田 美代子池田 美代子池田 美代子池田 美代子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 怪盗怪盗怪盗怪盗クイーンとクイーンとクイーンとクイーンと悪魔悪魔悪魔悪魔のののの錬金術師錬金術師錬金術師錬金術師
はやみね かおるはやみね かおるはやみね かおるはやみね かおる
∥∥∥∥作作作作

KNKNKNKN

下下下下からよんでもきつねつきからよんでもきつねつきからよんでもきつねつきからよんでもきつねつき 石井 信彦石井 信彦石井 信彦石井 信彦∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN
かいけつゾロリなぞのスパイとかいけつゾロリなぞのスパイとかいけつゾロリなぞのスパイとかいけつゾロリなぞのスパイと100100100100
本本本本のバラのバラのバラのバラ

原 原 原 原 ゆたかゆたかゆたかゆたか∥∥∥∥さくさくさくさく
ええええ

KNKNKNKN

3333人人人人のパパとぼくたちののパパとぼくたちののパパとぼくたちののパパとぼくたちの夏夏夏夏 井上 林子井上 林子井上 林子井上 林子∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN
エプロンひめのキラキラエプロンひめのキラキラエプロンひめのキラキラエプロンひめのキラキラ☆☆☆☆プリンプリンプリンプリン
セスケーキセスケーキセスケーキセスケーキ

藤 真知子藤 真知子藤 真知子藤 真知子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

こぎつねボックこぎつねボックこぎつねボックこぎつねボック
いまむら あしこいまむら あしこいまむら あしこいまむら あしこ∥∥∥∥
作作作作

KNKNKNKN
チビまじょチャミーとラ・ラ・ラ・ダンチビまじょチャミーとラ・ラ・ラ・ダンチビまじょチャミーとラ・ラ・ラ・ダンチビまじょチャミーとラ・ラ・ラ・ダン
スススス

藤 真知子藤 真知子藤 真知子藤 真知子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

星星星星おとしおとしおとしおとし 宇佐美 牧子宇佐美 牧子宇佐美 牧子宇佐美 牧子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 初恋初恋初恋初恋はははは知知知知っているっているっているっている　　　　若武編若武編若武編若武編
藤本 藤本 藤本 藤本 ひとみひとみひとみひとみ∥∥∥∥原原原原
作作作作

KNKNKNKN

ぼくがぼくがぼくがぼくが探偵探偵探偵探偵だっただっただっただった夏夏夏夏 内田 康夫内田 康夫内田 康夫内田 康夫∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN ふしぎなふしぎなふしぎなふしぎな声声声声のするのするのするのする町町町町でででで
ほしお さなえほしお さなえほしお さなえほしお さなえ∥∥∥∥
作作作作

KNKNKNKN

怪談怪談怪談怪談オウマガドキオウマガドキオウマガドキオウマガドキ学園学園学園学園　　　　1111・・・・2222
常光 徹常光 徹常光 徹常光 徹∥∥∥∥責任編責任編責任編責任編
集集集集

KNKNKNKN 行行行行ってきまぁすってきまぁすってきまぁすってきまぁす!!!! 升井 純子升井 純子升井 純子升井 純子∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

ゲンタゲンタゲンタゲンタ!!!! 風野 潮風野 潮風野 潮風野 潮∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN パスワードパスワードパスワードパスワード猫耳探偵猫耳探偵猫耳探偵猫耳探偵まどかまどかまどかまどか 松原 秀行松原 秀行松原 秀行松原 秀行∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

アッチとボンとなぞなぞコックアッチとボンとなぞなぞコックアッチとボンとなぞなぞコックアッチとボンとなぞなぞコック 角野 栄子角野 栄子角野 栄子角野 栄子∥∥∥∥さくさくさくさく KNKNKNKN わからんわからんわからんわからん薬学事始薬学事始薬学事始薬学事始　　　　3333 まはら まはら まはら まはら 三桃三桃三桃三桃∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

きずだらけのリンゴきずだらけのリンゴきずだらけのリンゴきずだらけのリンゴ
きむら  ゆういちきむら  ゆういちきむら  ゆういちきむら  ゆういち
∥∥∥∥作作作作

KNKNKNKN 蒲生邸事件蒲生邸事件蒲生邸事件蒲生邸事件　　　　前編前編前編前編 宮部 宮部 宮部 宮部 みゆきみゆきみゆきみゆき∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

1111円円円円くんとくんとくんとくんと五円五円五円五円じい ハラハラきょうじい ハラハラきょうじい ハラハラきょうじい ハラハラきょう
りゅうえんそくりゅうえんそくりゅうえんそくりゅうえんそく

久住 昌之久住 昌之久住 昌之久住 昌之∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN はれたまたまこぶたはれたまたまこぶたはれたまたまこぶたはれたまたまこぶた
矢玉 四郎矢玉 四郎矢玉 四郎矢玉 四郎∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

KNKNKNKN

にじ・じいさんにじ・じいさんにじ・じいさんにじ・じいさん
くすのき しげのりくすのき しげのりくすのき しげのりくすのき しげのり
∥∥∥∥作作作作

KNKNKNKN じごくのクイズショーじごくのクイズショーじごくのクイズショーじごくのクイズショー
やまもと しょうぞうやまもと しょうぞうやまもと しょうぞうやまもと しょうぞう
∥∥∥∥作  絵作  絵作  絵作  絵

KNKNKNKN

ネバーギブアップネバーギブアップネバーギブアップネバーギブアップ!!!!
くすのき しげのりくすのき しげのりくすのき しげのりくすのき しげのり
∥∥∥∥作作作作

KNKNKNKN ミラクルうまいさんとミラクルうまいさんとミラクルうまいさんとミラクルうまいさんと夏夏夏夏 令丈 令丈 令丈 令丈 ヒロヒロヒロヒロ子子子子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

ほねほねザウルスほねほねザウルスほねほねザウルスほねほねザウルス　　　　8888
カバヤカバヤカバヤカバヤ食品株式会食品株式会食品株式会食品株式会
社社社社∥∥∥∥原案  監修原案  監修原案  監修原案  監修

KNKNKNKN 若若若若おかみはおかみはおかみはおかみは小学生小学生小学生小学生!!!!　　　　PARTPARTPARTPART20202020 令丈 令丈 令丈 令丈 ヒロヒロヒロヒロ子子子子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN
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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）））） 昔昔昔昔のののの道具大図鑑道具大図鑑道具大図鑑道具大図鑑 小泉 和子小泉 和子小泉 和子小泉 和子∥∥∥∥監修監修監修監修
K383.9K383.9K383.9K383.9
3333

気気気気をつけようをつけようをつけようをつけよう!!!!情報情報情報情報モラルモラルモラルモラル　　　　3333 秋山 浩子秋山 浩子秋山 浩子秋山 浩子∥∥∥∥文文文文 K007.3K007.3K007.3K007.3 ジュニアジュニアジュニアジュニア空想科学読本空想科学読本空想科学読本空想科学読本 柳田 理科雄柳田 理科雄柳田 理科雄柳田 理科雄∥∥∥∥著著著著 K404K404K404K404

考考考考えるえるえるえる読書読書読書読書　　　　第第第第58585858回小学校低学回小学校低学回小学校低学回小学校低学
年年年年のののの部部部部

全国学校図書館全国学校図書館全国学校図書館全国学校図書館
協議会協議会協議会協議会∥∥∥∥編編編編

K019.2K019.2K019.2K019.2
5555

ふしぎこどもずかんふしぎこどもずかんふしぎこどもずかんふしぎこどもずかん科学科学科学科学 森本 信也森本 信也森本 信也森本 信也∥∥∥∥監修監修監修監修 K404K404K404K404

考考考考えるえるえるえる読書読書読書読書　　　　第第第第58585858回小学校中学回小学校中学回小学校中学回小学校中学
年年年年のののの部部部部

全国学校図書館全国学校図書館全国学校図書館全国学校図書館
協議会協議会協議会協議会∥∥∥∥編編編編

K019.2K019.2K019.2K019.2
5555

レイトンレイトンレイトンレイトン教授教授教授教授とふしぎとふしぎとふしぎとふしぎ!!!!なぜなぜなぜなぜ????科学科学科学科学
のののの話話話話　　　　5555年生年生年生年生・・・・6666年生年生年生年生

栄光栄光栄光栄光ゼミナールゼミナールゼミナールゼミナール
∥∥∥∥監修監修監修監修

K404K404K404K404

考考考考えるえるえるえる読書読書読書読書　　　　第第第第58585858回小学校高学回小学校高学回小学校高学回小学校高学
年年年年のののの部部部部

全国学校図書館全国学校図書館全国学校図書館全国学校図書館
協議会協議会協議会協議会∥∥∥∥編編編編

K019.2K019.2K019.2K019.2
5555

K407K407K407K407

謎謎謎謎のののの図鑑図鑑図鑑図鑑
阿部 和厚阿部 和厚阿部 和厚阿部 和厚∥∥∥∥ほかほかほかほか
監修監修監修監修

K031K031K031K031
頭頭頭頭もよくなるちょこっともよくなるちょこっともよくなるちょこっともよくなるちょこっと&&&&じっくりじっくりじっくりじっくり科科科科
学脳学脳学脳学脳マジックマジックマジックマジック

米村 米村 米村 米村 でんじろうでんじろうでんじろうでんじろう
∥∥∥∥監修監修監修監修

K407K407K407K407

K049K049K049K049
星星星星とととと星座 星座 星座 星座 ポプラディアポプラディアポプラディアポプラディア大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑
WONDAWONDAWONDAWONDA

渡部 潤一渡部 潤一渡部 潤一渡部 潤一∥∥∥∥監修監修監修監修 443.8443.8443.8443.8

学校学校学校学校のののの怪談怪談怪談怪談 常光 徹常光 徹常光 徹常光 徹∥∥∥∥著著著著 K147K147K147K147 異常気象異常気象異常気象異常気象のののの大研究大研究大研究大研究 三上 岳彦三上 岳彦三上 岳彦三上 岳彦∥∥∥∥監修監修監修監修 K451K451K451K451

明日明日明日明日のカルタのカルタのカルタのカルタ 倉本 美津留倉本 美津留倉本 美津留倉本 美津留∥∥∥∥著著著著 K159.5K159.5K159.5K159.5
ギモンかいけつギモンかいけつギモンかいけつギモンかいけつ!!!!天達天達天達天達さんのおさんのおさんのおさんのお天天天天
気教室気教室気教室気教室

天達 武史天達 武史天達 武史天達 武史∥∥∥∥監修監修監修監修 K451K451K451K451

おおきなおおきなおおきなおおきな石石石石
須田 郡司須田 郡司須田 郡司須田 郡司∥∥∥∥文文文文
写真写真写真写真

K202.5K202.5K202.5K202.5 桜島桜島桜島桜島のののの赤赤赤赤いいいい火火火火
宮武 健仁宮武 健仁宮武 健仁宮武 健仁∥∥∥∥文文文文
写真写真写真写真

K453.8K453.8K453.8K453.8
2197219721972197

日本日本日本日本のののの戦争遺跡図鑑戦争遺跡図鑑戦争遺跡図鑑戦争遺跡図鑑
戦争遺跡保存全国戦争遺跡保存全国戦争遺跡保存全国戦争遺跡保存全国
ネットワークネットワークネットワークネットワーク∥∥∥∥監修監修監修監修 K210.6K210.6K210.6K210.6 砂漠砂漠砂漠砂漠のののの大研究大研究大研究大研究 片平 孝片平 孝片平 孝片平 孝∥∥∥∥著著著著

K454.6K454.6K454.6K454.6
4444

近松門左衛門近松門左衛門近松門左衛門近松門左衛門　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴日本歴日本歴日本歴
史人物伝史人物伝史人物伝史人物伝

大石 学大石 学大石 学大石 学∥∥∥∥監修監修監修監修 K289.1K289.1K289.1K289.1 生命生命生命生命38383838億年大図鑑億年大図鑑億年大図鑑億年大図鑑 猪郷 久義猪郷 久義猪郷 久義猪郷 久義∥∥∥∥監修監修監修監修 K457K457K457K457

勝海舟勝海舟勝海舟勝海舟　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴史人物日本歴史人物日本歴史人物日本歴史人物
伝伝伝伝

大石 学大石 学大石 学大石 学∥∥∥∥監修監修監修監修 K289.1K289.1K289.1K289.1
恐竜恐竜恐竜恐竜　　　　ポプラディアポプラディアポプラディアポプラディア大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑
WONDAWONDAWONDAWONDA

真鍋 真真鍋 真真鍋 真真鍋 真∥∥∥∥監修監修監修監修
K457.8K457.8K457.8K457.8
7777

徳川家光徳川家光徳川家光徳川家光　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴史人日本歴史人日本歴史人日本歴史人
物伝物伝物伝物伝

大石 学大石 学大石 学大石 学∥∥∥∥監修監修監修監修 K289.1K289.1K289.1K289.1
水辺水辺水辺水辺のののの生物生物生物生物　　　　小学館小学館小学館小学館のののの図鑑図鑑図鑑図鑑NEONEONEONEO
POCKETPOCKETPOCKETPOCKET

白山 義久白山 義久白山 義久白山 義久∥∥∥∥ほかほかほかほか
指導  執筆指導  執筆指導  執筆指導  執筆

K460.3K460.3K460.3K460.3
8888

清少納言清少納言清少納言清少納言　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴史人日本歴史人日本歴史人日本歴史人
物伝物伝物伝物伝

朧谷 寿朧谷 寿朧谷 寿朧谷 寿∥∥∥∥監修監修監修監修 K289.1K289.1K289.1K289.1 K460.7K460.7K460.7K460.7

伊達政宗伊達政宗伊達政宗伊達政宗　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴史人日本歴史人日本歴史人日本歴史人
物伝物伝物伝物伝

小和田 哲男小和田 哲男小和田 哲男小和田 哲男∥∥∥∥監監監監
修修修修

K289.1K289.1K289.1K289.1
植物植物植物植物　　　　ポプラディアポプラディアポプラディアポプラディア大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑
WONDAWONDAWONDAWONDA

池田 博池田 博池田 博池田 博∥∥∥∥監修監修監修監修
K470.3K470.3K470.3K470.3
8888

細川細川細川細川ガラシャガラシャガラシャガラシャ　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴日本歴日本歴日本歴 小和田 哲男小和田 哲男小和田 哲男小和田 哲男∥∥∥∥監監監監

小学生小学生小学生小学生NEWNEWNEWNEWなぜなにランキングなぜなにランキングなぜなにランキングなぜなにランキング　　　　1111～～～～6666年生年生年生年生

実験実験実験実験おもしろおもしろおもしろおもしろ大百科大百科大百科大百科

自然観察自然観察自然観察自然観察　　　　新新新新・ポケット・ポケット・ポケット・ポケット版学研版学研版学研版学研のののの図鑑図鑑図鑑図鑑
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細川細川細川細川ガラシャガラシャガラシャガラシャ　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴日本歴日本歴日本歴
史人物伝史人物伝史人物伝史人物伝

小和田 哲男小和田 哲男小和田 哲男小和田 哲男∥∥∥∥監監監監
修修修修

K289.1K289.1K289.1K289.1 花花花花とととと昆虫昆虫昆虫昆虫のののの大研究大研究大研究大研究 松田 喬松田 喬松田 喬松田 喬∥∥∥∥著著著著 K471.3K471.3K471.3K471.3

源義経源義経源義経源義経　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴史人物日本歴史人物日本歴史人物日本歴史人物
伝伝伝伝

木村 茂光木村 茂光木村 茂光木村 茂光∥∥∥∥監修監修監修監修 K289.1K289.1K289.1K289.1 世界世界世界世界のののの絶滅危機動物大研究絶滅危機動物大研究絶滅危機動物大研究絶滅危機動物大研究 藤原 幸一藤原 幸一藤原 幸一藤原 幸一∥∥∥∥著著著著 K480K480K480K480

北条時宗北条時宗北条時宗北条時宗　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴史人日本歴史人日本歴史人日本歴史人
物伝物伝物伝物伝

木村 茂光木村 茂光木村 茂光木村 茂光∥∥∥∥監修監修監修監修 K289.1K289.1K289.1K289.1
動物 動物 動物 動物 ポプラディアポプラディアポプラディアポプラディア大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑ＷＯＮＷＯＮＷＯＮＷＯＮ
DADADADA

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

小村寿太郎小村寿太郎小村寿太郎小村寿太郎　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴史日本歴史日本歴史日本歴史
人物伝人物伝人物伝人物伝

安田 常雄安田 常雄安田 常雄安田 常雄∥∥∥∥監修監修監修監修 K289.1K289.1K289.1K289.1 いきもののしいくいきもののしいくいきもののしいくいきもののしいく 小宮 輝之小宮 輝之小宮 輝之小宮 輝之∥∥∥∥監修監修監修監修
K480.7K480.7K480.7K480.7
6666

大久保利通大久保利通大久保利通大久保利通　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴史日本歴史日本歴史日本歴史
人物伝人物伝人物伝人物伝

安田 常雄安田 常雄安田 常雄安田 常雄∥∥∥∥監修監修監修監修 K289.1K289.1K289.1K289.1 地球地球地球地球のののの動物動物動物動物をををを守守守守れれれれ
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

K480.9K480.9K480.9K480.9

鑑真鑑真鑑真鑑真　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴史人物伝日本歴史人物伝日本歴史人物伝日本歴史人物伝 山岸 良二山岸 良二山岸 良二山岸 良二∥∥∥∥監修監修監修監修 K289.1K289.1K289.1K289.1 さかなクンのさかなクンのさかなクンのさかなクンの東京湾生東京湾生東京湾生東京湾生きものきものきものきもの図鑑図鑑図鑑図鑑 さかなクンさかなクンさかなクンさかなクン∥∥∥∥著著著著
K481.7K481.7K481.7K481.7
2222

小野妹子小野妹子小野妹子小野妹子　　　　ミネルヴァミネルヴァミネルヴァミネルヴァ日本歴史人日本歴史人日本歴史人日本歴史人
物伝物伝物伝物伝

山岸 良二山岸 良二山岸 良二山岸 良二∥∥∥∥監修監修監修監修 K289.1K289.1K289.1K289.1 追跡追跡追跡追跡!!!!なぞのなぞのなぞのなぞの深海生物深海生物深海生物深海生物
藤原 義弘藤原 義弘藤原 義弘藤原 義弘∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

K481.7K481.7K481.7K481.7
4444

キーワードキーワードキーワードキーワード55555555英単語英単語英単語英単語でででで世界世界世界世界をををを知知知知
ろうろうろうろう

共同通信社海外共同通信社海外共同通信社海外共同通信社海外
部部部部∥∥∥∥編編編編

K290K290K290K290
ずかんずかんずかんずかん落落落落ちちちち葉葉葉葉のののの下下下下のののの生生生生きものとそきものとそきものとそきものとそ
のなかまのなかまのなかまのなかま

ミミズくらぶミミズくらぶミミズくらぶミミズくらぶ∥∥∥∥文文文文
構成構成構成構成

K481.7K481.7K481.7K481.7
6666

東京消防庁芝消防署東京消防庁芝消防署東京消防庁芝消防署東京消防庁芝消防署24242424時時時時 岩貞 岩貞 岩貞 岩貞 るみこるみこるみこるみこ∥∥∥∥著著著著
K317.7K317.7K317.7K317.7
9999

ウミウシのウミウシのウミウシのウミウシの大研究大研究大研究大研究 濱谷 巖濱谷 巖濱谷 巖濱谷 巖∥∥∥∥監修監修監修監修 K484.6K484.6K484.6K484.6

まんがクラスメイトはまんがクラスメイトはまんがクラスメイトはまんがクラスメイトは外国人外国人外国人外国人　　　　入門入門入門入門
編編編編

「「「「外国外国外国外国につながるにつながるにつながるにつながる子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの
物語物語物語物語」」」」編集委員会編集委員会編集委員会編集委員会∥∥∥∥編編編編

K334.4K334.4K334.4K334.4
1111

深海深海深海深海のののの怪物怪物怪物怪物ダイオウイカをダイオウイカをダイオウイカをダイオウイカを追追追追ええええ!!!! 窪寺 恒己窪寺 恒己窪寺 恒己窪寺 恒己∥∥∥∥著著著著 K484.7K484.7K484.7K484.7

まんがクラスメイトはまんがクラスメイトはまんがクラスメイトはまんがクラスメイトは外国人外国人外国人外国人　　　　多文多文多文多文
化共生化共生化共生化共生20202020のののの物語物語物語物語

「「「「外国外国外国外国につながるにつながるにつながるにつながる子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの
物語物語物語物語」」」」編集委員会編集委員会編集委員会編集委員会∥∥∥∥編編編編

K334.4K334.4K334.4K334.4
1111

今森光彦今森光彦今森光彦今森光彦のののの昆虫教室昆虫教室昆虫教室昆虫教室　　　　くらしとかくらしとかくらしとかくらしとか
いかたいかたいかたいかた

今森 光彦今森 光彦今森 光彦今森 光彦∥∥∥∥作作作作 K486K486K486K486

開発開発開発開発とととと破壊破壊破壊破壊　　　　生活生活生活生活をこわされるをこわされるをこわされるをこわされる子子子子
どもたちどもたちどもたちどもたち

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

今森光彦今森光彦今森光彦今森光彦のののの昆虫教室昆虫教室昆虫教室昆虫教室　　　　とりかた・とりかた・とりかた・とりかた・
みつけかたみつけかたみつけかたみつけかた

今森 光彦今森 光彦今森 光彦今森 光彦∥∥∥∥作作作作 K486K486K486K486

盲導犬不合格物語盲導犬不合格物語盲導犬不合格物語盲導犬不合格物語 沢田 俊子沢田 俊子沢田 俊子沢田 俊子∥∥∥∥文文文文
K369.2K369.2K369.2K369.2
75757575

ファーブルファーブルファーブルファーブル昆虫記昆虫記昆虫記昆虫記　　　　第第第第8888巻下巻下巻下巻下
ジャンジャンジャンジャン====アンリアンリアンリアンリ
ファーブルファーブルファーブルファーブル∥∥∥∥著著著著

K486K486K486K486

心心心心のおくりびと のおくりびと のおくりびと のおくりびと 東日本大震災復東日本大震災復東日本大震災復東日本大震災復
元納棺師元納棺師元納棺師元納棺師

今西 乃子今西 乃子今西 乃子今西 乃子∥∥∥∥著著著著
K369.3K369.3K369.3K369.3
1111

昆虫 昆虫 昆虫 昆虫 ポプラディアポプラディアポプラディアポプラディア大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑
WONDAWONDAWONDAWONDA

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

ノートのノートのノートのノートの書書書書きききき方大研究方大研究方大研究方大研究
親野 智可等親野 智可等親野 智可等親野 智可等∥∥∥∥監監監監
修修修修

K375K375K375K375 おどろきのスズメバチおどろきのスズメバチおどろきのスズメバチおどろきのスズメバチ 中村 雅雄中村 雅雄中村 雅雄中村 雅雄∥∥∥∥著著著著 K486.7K486.7K486.7K486.7

世界世界世界世界のののの住住住住まいまいまいまい大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑
野外民族博物館野外民族博物館野外民族博物館野外民族博物館リトリトリトリト
ルワールドルワールドルワールドルワールド∥∥∥∥監修監修監修監修

K383.9K383.9K383.9K383.9
1111

アオムシのアオムシのアオムシのアオムシの歩歩歩歩くくくく道道道道 小原 嘉明小原 嘉明小原 嘉明小原 嘉明∥∥∥∥文文文文 K486.8K486.8K486.8K486.8

9



魚魚魚魚　　　　ポプラディアポプラディアポプラディアポプラディア大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑WONDAWONDAWONDAWONDA 瀬能 宏瀬能 宏瀬能 宏瀬能 宏∥∥∥∥監修監修監修監修 K487.5K487.5K487.5K487.5 絵本絵本絵本絵本

歯歯歯歯とととと歯歯歯歯みがきのひみつみがきのひみつみがきのひみつみがきのひみつ
甲斐 甲斐 甲斐 甲斐 すみよしすみよしすみよしすみよし∥∥∥∥
漫画漫画漫画漫画

K497.7K497.7K497.7K497.7 こねこのハリーこねこのハリーこねこのハリーこねこのハリー
メアリー  チャルメアリー  チャルメアリー  チャルメアリー  チャル
マーズマーズマーズマーズ∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEｱｵｱｵｱｵｱｵ

鉄道鉄道鉄道鉄道　　　　ポプラディアポプラディアポプラディアポプラディア大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑
WONDAWONDAWONDAWONDA

近藤 圭一郎近藤 圭一郎近藤 圭一郎近藤 圭一郎∥∥∥∥監監監監
修修修修

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

ハリーのクリスマスハリーのクリスマスハリーのクリスマスハリーのクリスマス
メアリー  チャルメアリー  チャルメアリー  チャルメアリー  チャル
マーズマーズマーズマーズ∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEｱｵｱｵｱｵｱｵ

大解明大解明大解明大解明!!!!!!!!宇宙飛行士宇宙飛行士宇宙飛行士宇宙飛行士　　　　VOLVOLVOLVOL....2222 岡田 茂岡田 茂岡田 茂岡田 茂∥∥∥∥著著著著 K538.9K538.9K538.9K538.9 ハリーびょういんにいくハリーびょういんにいくハリーびょういんにいくハリーびょういんにいく
メアリー  チャルメアリー  チャルメアリー  チャルメアリー  チャル
マーズマーズマーズマーズ∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEｱｵｱｵｱｵｱｵ

よくわかるよくわかるよくわかるよくわかる放射線放射線放射線放射線・・・・放射能放射能放射能放射能のののの問題問題問題問題
矢沢矢沢矢沢矢沢サイエンスオサイエンスオサイエンスオサイエンスオ
フィスフィスフィスフィス∥∥∥∥編著編著編著編著

K539.6K539.6K539.6K539.6 まっててねハリーまっててねハリーまっててねハリーまっててねハリー
メアリー  チャルメアリー  チャルメアリー  チャルメアリー  チャル
マーズマーズマーズマーズ∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEｱｵｱｵｱｵｱｵ

舟舟舟舟をつくるをつくるをつくるをつくる
関野 吉晴関野 吉晴関野 吉晴関野 吉晴∥∥∥∥監修監修監修監修
写真写真写真写真

K552.3K552.3K552.3K552.3
3333

もっといろいろばあもっといろいろばあもっといろいろばあもっといろいろばあ 新井 洋行新井 洋行新井 洋行新井 洋行∥∥∥∥作作作作 EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

ガリレオガリレオガリレオガリレオ工房工房工房工房のののの炎炎炎炎のひみつのひみつのひみつのひみつ 土井 美香子土井 美香子土井 美香子土井 美香子∥∥∥∥文文文文 K575.1K575.1K575.1K575.1 おかあさんだいすきおかあさんだいすきおかあさんだいすきおかあさんだいすき
いりやま さとしいりやま さとしいりやま さとしいりやま さとし∥∥∥∥
著著著著

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

コーヒーをコーヒーをコーヒーをコーヒーを飲飲飲飲んでんでんでんで学校学校学校学校をををを建建建建てようてようてようてよう
ふしはら のじこふしはら のじこふしはら のじこふしはら のじこ∥∥∥∥
文  絵文  絵文  絵文  絵

K617.3K617.3K617.3K617.3 なななな～～～～でなででなででなででなで
柏原 晃夫柏原 晃夫柏原 晃夫柏原 晃夫∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

しょくぶつのさいばいしょくぶつのさいばいしょくぶつのさいばいしょくぶつのさいばい 肥土 邦彦肥土 邦彦肥土 邦彦肥土 邦彦∥∥∥∥監修監修監修監修 K620K620K620K620 ふーふーふーふーふーふーふーふーふーふーふーふー
柏原 晃夫柏原 晃夫柏原 晃夫柏原 晃夫∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

食食食食べられたがるべられたがるべられたがるべられたがる果物果物果物果物のヒミツのヒミツのヒミツのヒミツ 盛口 満盛口 満盛口 満盛口 満∥∥∥∥文  絵文  絵文  絵文  絵 K625K625K625K625
おとうさんもういっかいおとうさんもういっかいおとうさんもういっかいおとうさんもういっかい　　　　1111　　　　たかいたかいたかいたかい
たかいたかいたかいたかい

はた こうしろうはた こうしろうはた こうしろうはた こうしろう∥∥∥∥
作作作作

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

野菜野菜野菜野菜とととと果物果物果物果物　　　　小学館小学館小学館小学館のののの図鑑図鑑図鑑図鑑NEONEONEONEO
板木 利隆板木 利隆板木 利隆板木 利隆∥∥∥∥ほかほかほかほか
監修  執筆監修  執筆監修  執筆監修  執筆

K626.0K626.0K626.0K626.0
38383838

おとうさんもういっかいおとうさんもういっかいおとうさんもういっかいおとうさんもういっかい　　　　2222　　　　うみあうみあうみあうみあ
そびそびそびそび

はた こうしろうはた こうしろうはた こうしろうはた こうしろう∥∥∥∥
作作作作

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

わがわがわがわが家家家家はははは、、、、野生動物診療所野生動物診療所野生動物診療所野生動物診療所 竹田津 実竹田津 実竹田津 実竹田津 実∥∥∥∥文文文文 K649K649K649K649 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
まつい のりこまつい のりこまつい のりこまつい のりこ∥∥∥∥
作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

鉄道鉄道鉄道鉄道でででで遊遊遊遊ぶぶぶぶ!!!!
キッズキッズキッズキッズ鉄道探検鉄道探検鉄道探検鉄道探検
隊隊隊隊∥∥∥∥著著著著

K686K686K686K686 ひまわりひまわりひまわりひまわり
荒井 真紀荒井 真紀荒井 真紀荒井 真紀∥∥∥∥文文文文
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

鉄道鉄道鉄道鉄道なうなうなうなう!!!!
キッズキッズキッズキッズ鉄道探検鉄道探検鉄道探検鉄道探検
隊隊隊隊∥∥∥∥著著著著

K686K686K686K686 月月月月のののの満満満満ちちちち欠欠欠欠けのひみつけのひみつけのひみつけのひみつ
関口 関口 関口 関口 シュンシュンシュンシュン∥∥∥∥絵絵絵絵
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

鉄道発車鉄道発車鉄道発車鉄道発車!!!!
キッズキッズキッズキッズ鉄道探検鉄道探検鉄道探検鉄道探検
隊隊隊隊∥∥∥∥著著著著

K686.2K686.2K686.2K686.2
1111

日食日食日食日食・・・・月食月食月食月食のひみつのひみつのひみつのひみつ
関口 関口 関口 関口 シュンシュンシュンシュン∥∥∥∥絵絵絵絵
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

図工図工図工図工のきほんのきほんのきほんのきほん大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑 辻 政博辻 政博辻 政博辻 政博∥∥∥∥著著著著 K700K700K700K700 みのまわりのふしぎみのまわりのふしぎみのまわりのふしぎみのまわりのふしぎ 村山 哲哉村山 哲哉村山 哲哉村山 哲哉∥∥∥∥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

ちょこっとできるびっくりちょこっとできるびっくりちょこっとできるびっくりちょこっとできるびっくり!!!!工作工作工作工作　　　　2222
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ちょこっとできるびっくりちょこっとできるびっくりちょこっとできるびっくりちょこっとできるびっくり!!!!工作工作工作工作　　　　2222
～～～～4444

立花 愛子立花 愛子立花 愛子立花 愛子∥∥∥∥著著著著 K750K750K750K750 あたまにかきのきあたまにかきのきあたまにかきのきあたまにかきのき 唯野 元弘唯野 元弘唯野 元弘唯野 元弘∥∥∥∥文文文文 EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ

とことこペンギンとことこペンギンとことこペンギンとことこペンギン隊隊隊隊のかわいいのかわいいのかわいいのかわいい工工工工
作作作作あそびあそびあそびあそび

あべ ななえあべ ななえあべ ななえあべ ななえ∥∥∥∥著著著著 K750K750K750K750 ヘンゼルとグレーテルヘンゼルとグレーテルヘンゼルとグレーテルヘンゼルとグレーテル グリムグリムグリムグリム∥∥∥∥原作原作原作原作 EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ

アイデアいっぱいアイデアいっぱいアイデアいっぱいアイデアいっぱい!!!!おんなのこのメおんなのこのメおんなのこのメおんなのこのメ
モでおりがみモでおりがみモでおりがみモでおりがみ

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∥∥∥∥
監修監修監修監修

K754.9K754.9K754.9K754.9 森森森森のののの王王王王さまさまさまさま
フマユン  アーメフマユン  アーメフマユン  アーメフマユン  アーメ
ドドドド∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

あたまがよくなるおりがみパズルあたまがよくなるおりがみパズルあたまがよくなるおりがみパズルあたまがよくなるおりがみパズル&&&&
ドリルドリルドリルドリル

主婦主婦主婦主婦のののの友社友社友社友社∥∥∥∥編編編編 K754.9K754.9K754.9K754.9 だいすきぎゅっぎゅっだいすきぎゅっぎゅっだいすきぎゅっぎゅっだいすきぎゅっぎゅっ
フィリス  ゲイシャフィリス  ゲイシャフィリス  ゲイシャフィリス  ゲイシャ
イトーイトーイトーイトー∥∥∥∥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

学校学校学校学校ではではではでは教教教教えてくれないえてくれないえてくれないえてくれない人生人生人生人生をををを
変変変変えるえるえるえる音楽音楽音楽音楽

雨宮 処凛雨宮 処凛雨宮 処凛雨宮 処凛∥∥∥∥著著著著 K760.8K760.8K760.8K760.8 うみべのいえのうみべのいえのうみべのいえのうみべのいえの犬犬犬犬ホーマーホーマーホーマーホーマー
エリシャ  クーエリシャ  クーエリシャ  クーエリシャ  クー
パーパーパーパー∥∥∥∥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

体育体育体育体育のコツのコツのコツのコツ絵事典絵事典絵事典絵事典 湯浅 景元湯浅 景元湯浅 景元湯浅 景元∥∥∥∥監修監修監修監修 K780K780K780K780 ちがうねんちがうねんちがうねんちがうねん
ジョン  クラッセンジョン  クラッセンジョン  クラッセンジョン  クラッセン
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

サッカークイズサッカークイズサッカークイズサッカークイズ　　　　世界編世界編世界編世界編
スポーツクイズスポーツクイズスポーツクイズスポーツクイズ研研研研
究会究会究会究会∥∥∥∥編編編編

K783.4K783.4K783.4K783.4
7777

のせてのせてのせてのせてのせてのせてのせてのせて100100100100かいだてのバスかいだてのバスかいだてのバスかいだてのバス マイク  スミスマイク  スミスマイク  スミスマイク  スミス∥∥∥∥作作作作 EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

水泳水泳水泳水泳のコツのコツのコツのコツ大研究大研究大研究大研究 後藤 真二後藤 真二後藤 真二後藤 真二∥∥∥∥監修監修監修監修
K785.2K785.2K785.2K785.2
2222

おとなりはそらおとなりはそらおとなりはそらおとなりはそら 赤川 明赤川 明赤川 明赤川 明∥∥∥∥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

ぼうけんぼうけんぼうけんぼうけん図鑑図鑑図鑑図鑑
ホールアースホールアースホールアースホールアース自自自自
然学校然学校然学校然学校∥∥∥∥監修監修監修監修

K786K786K786K786 ポポくんのかきごおりポポくんのかきごおりポポくんのかきごおりポポくんのかきごおり accototo∥accototo∥accototo∥accototo∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

みんなでつくるみんなでつくるみんなでつくるみんなでつくる1111本本本本のののの辞書辞書辞書辞書 飯田 朝子飯田 朝子飯田 朝子飯田 朝子∥∥∥∥文文文文 K815.2K815.2K815.2K815.2 トリケラとしょかんトリケラとしょかんトリケラとしょかんトリケラとしょかん
五十嵐 美和子五十嵐 美和子五十嵐 美和子五十嵐 美和子∥∥∥∥
著著著著

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

三本三本三本三本のののの金金金金のののの髪髪髪髪のののの毛毛毛毛 松岡 享子松岡 享子松岡 享子松岡 享子∥∥∥∥訳訳訳訳 K908.3K908.3K908.3K908.3 人魚人魚人魚人魚のうたがきこえるのうたがきこえるのうたがきこえるのうたがきこえる 五十嵐 大介五十嵐 大介五十嵐 大介五十嵐 大介∥∥∥∥著著著著 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

だるだるダディーとゆかいなかぞだるだるダディーとゆかいなかぞだるだるダディーとゆかいなかぞだるだるダディーとゆかいなかぞ
くくくく

大島 妙子大島 妙子大島 妙子大島 妙子∥∥∥∥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

あたしいえでしたことあるよあたしいえでしたことあるよあたしいえでしたことあるよあたしいえでしたことあるよ 角野 栄子角野 栄子角野 栄子角野 栄子∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

とくんとくんとくんとくんとくんとくんとくんとくん 片山 令子片山 令子片山 令子片山 令子∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

きょうはしましまきょうはしましまきょうはしましまきょうはしましま 木野 木野 木野 木野 あきこあきこあきこあきこ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ポットさんのぼうしポットさんのぼうしポットさんのぼうしポットさんのぼうし
きたむら さとしきたむら さとしきたむら さとしきたむら さとし∥∥∥∥
えとぶんえとぶんえとぶんえとぶん

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

絵本絵本絵本絵本はラベルのはラベルのはラベルのはラベルの色色色色でででで分類分類分類分類していますしていますしていますしています。。。。

Eアオ・・・・・・・・・アオ・・・・・・・・・アオ・・・・・・・・・アオ・・・・・・・・・小型小型小型小型えほんえほんえほんえほん

E アカ・・・・・・・・アカ・・・・・・・・アカ・・・・・・・・アカ・・・・・・・・ ちいさいえほんちいさいえほんちいさいえほんちいさいえほん（（（（幼児向幼児向幼児向幼児向けけけけ））））

Eキイロ・・・・・・・キイロ・・・・・・・キイロ・・・・・・・キイロ・・・・・・・ 民話民話民話民話のえほんのえほんのえほんのえほん

Eオレンジ・・・・・オレンジ・・・・・オレンジ・・・・・オレンジ・・・・・ 知識知識知識知識のえほんのえほんのえほんのえほん

Eハイイロ・・・・・ハイイロ・・・・・ハイイロ・・・・・ハイイロ・・・・・ 外国外国外国外国のえほんのえほんのえほんのえほん

Eミドリ・・・・・・・・ミドリ・・・・・・・・ミドリ・・・・・・・・ミドリ・・・・・・・・ 日本日本日本日本のえほんのえほんのえほんのえほん
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ふたりではんぶんふたりではんぶんふたりではんぶんふたりではんぶん 五味 太郎五味 太郎五味 太郎五味 太郎∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おにのかたなづくりおにのかたなづくりおにのかたなづくりおにのかたなづくり 鶴見 正夫鶴見 正夫鶴見 正夫鶴見 正夫∥∥∥∥脚色脚色脚色脚色 PPPP

リボンちゃんリボンちゃんリボンちゃんリボンちゃん
さかもとさかもとさかもとさかもと／／／／みなこみなこみなこみなこ
∥∥∥∥著著著著

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おひゃくしょうとえんまさまおひゃくしょうとえんまさまおひゃくしょうとえんまさまおひゃくしょうとえんまさま 君島 久子君島 久子君島 久子君島 久子∥∥∥∥再話再話再話再話 PPPP

バスガエルバスガエルバスガエルバスガエル 戸田 和代戸田 和代戸田 和代戸田 和代∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おまんじゅうのすきなとのさまおまんじゅうのすきなとのさまおまんじゅうのすきなとのさまおまんじゅうのすきなとのさま
日下部 由美子日下部 由美子日下部 由美子日下部 由美子∥∥∥∥
脚本脚本脚本脚本

PPPP

くすのきだんちのなつやすみくすのきだんちのなつやすみくすのきだんちのなつやすみくすのきだんちのなつやすみ 武鹿 悦子武鹿 悦子武鹿 悦子武鹿 悦子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ かしこいカンフかしこいカンフかしこいカンフかしこいカンフ
ラメンドラ  クマーラメンドラ  クマーラメンドラ  クマーラメンドラ  クマー
ルルルル∥∥∥∥再話再話再話再話

PPPP

おふろにいれておふろにいれておふろにいれておふろにいれて
せな けいこせな けいこせな けいこせな けいこ∥∥∥∥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 かぶとむしのかぶちゃんかぶとむしのかぶちゃんかぶとむしのかぶちゃんかぶとむしのかぶちゃん 高家 博成高家 博成高家 博成高家 博成∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

でるでるでるぞガマでるぞでるでるでるぞガマでるぞでるでるでるぞガマでるぞでるでるでるぞガマでるぞ 高谷 高谷 高谷 高谷 まちこまちこまちこまちこ∥∥∥∥著著著著 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ かりゆしのかりゆしのかりゆしのかりゆしの海海海海
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

ぼくはねんちょうさんぼくはねんちょうさんぼくはねんちょうさんぼくはねんちょうさん サトシンサトシンサトシンサトシン∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ がんばれウンチくんがんばれウンチくんがんばれウンチくんがんばれウンチくん
はた よしこはた よしこはた よしこはた よしこ∥∥∥∥作作作作
画画画画

PPPP

海賊海賊海賊海賊 田島 征三田島 征三田島 征三田島 征三∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ がんばれきょうりゅうぼうやがんばれきょうりゅうぼうやがんばれきょうりゅうぼうやがんばれきょうりゅうぼうや
黒川 光広黒川 光広黒川 光広黒川 光広∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本
絵絵絵絵

PPPP

みんなをのせてバスのうんてんしみんなをのせてバスのうんてんしみんなをのせてバスのうんてんしみんなをのせてバスのうんてんし
さんさんさんさん

山本 省三山本 省三山本 省三山本 省三∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ くちのあかないカバヒポポくんくちのあかないカバヒポポくんくちのあかないカバヒポポくんくちのあかないカバヒポポくん
わしお としこわしお としこわしお としこわしお としこ∥∥∥∥脚脚脚脚
本解説本解説本解説本解説

PPPP

すいかのめいさんちすいかのめいさんちすいかのめいさんちすいかのめいさんち 平田 昌広平田 昌広平田 昌広平田 昌広∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ くつしたのなかのプレゼントくつしたのなかのプレゼントくつしたのなかのプレゼントくつしたのなかのプレゼント
間所間所間所間所／／／／ひさこひさこひさこひさこ∥∥∥∥
作作作作

PPPP

にゃんにゃんべんとうにゃんにゃんべんとうにゃんにゃんべんとうにゃんにゃんべんとう
きむら ゆういちきむら ゆういちきむら ゆういちきむら ゆういち∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ 黒黒黒黒いきこりといきこりといきこりといきこりと白白白白いきこりいきこりいきこりいきこり 浜田 広介浜田 広介浜田 広介浜田 広介∥∥∥∥作作作作 PPPP

へんてこサーカスへんてこサーカスへんてこサーカスへんてこサーカス
フィリケえつこフィリケえつこフィリケえつこフィリケえつこ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ケーキだほいほいケーキだほいほいケーキだほいほいケーキだほいほい 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

だってちゃんだってちゃんだってちゃんだってちゃん
中川 中川 中川 中川 ひろたかひろたかひろたかひろたか∥∥∥∥
文文文文

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ けんかのあとのごめんなさいけんかのあとのごめんなさいけんかのあとのごめんなさいけんかのあとのごめんなさい 森山 京森山 京森山 京森山 京∥∥∥∥原作原作原作原作 PPPP

アンパンマンとカラコちゃんアンパンマンとカラコちゃんアンパンマンとカラコちゃんアンパンマンとカラコちゃん
やなせ たかしやなせ たかしやなせ たかしやなせ たかし∥∥∥∥
さく  えさく  えさく  えさく  え

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ こうちゃんのじどうしゃこうちゃんのじどうしゃこうちゃんのじどうしゃこうちゃんのじどうしゃ
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

ハーナンとクーソンハーナンとクーソンハーナンとクーソンハーナンとクーソン
山西 山西 山西 山西 ゲンイチゲンイチゲンイチゲンイチ∥∥∥∥
文  絵文  絵文  絵文  絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ごきげんのわるいコックさんごきげんのわるいコックさんごきげんのわるいコックさんごきげんのわるいコックさん
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  絵脚本  絵脚本  絵脚本  絵

PPPP

たまごがいっぱいたまごがいっぱいたまごがいっぱいたまごがいっぱい 寺村 輝夫寺村 輝夫寺村 輝夫寺村 輝夫∥∥∥∥原作原作原作原作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ こりすのおかあさんこりすのおかあさんこりすのおかあさんこりすのおかあさん 浜田 広介浜田 広介浜田 広介浜田 広介∥∥∥∥作作作作 PPPP

中川 中川 中川 中川 ひろたかひろたかひろたかひろたか∥∥∥∥
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紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居 これはりんごこれはりんごこれはりんごこれはりんご
中川 中川 中川 中川 ひろたかひろたかひろたかひろたか∥∥∥∥
脚本脚本脚本脚本

PPPP

アネッタアネッタアネッタアネッタ、、、、すべったすべったすべったすべった!!!! 野坂 悦子野坂 悦子野坂 悦子野坂 悦子∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは、、、、ゾウですゾウですゾウですゾウです。。。。 内山 晟内山 晟内山 晟内山 晟∥∥∥∥写真写真写真写真 PPPP

ありんこありりはくいしんぼうありんこありりはくいしんぼうありんこありりはくいしんぼうありんこありりはくいしんぼう
今森 光彦今森 光彦今森 光彦今森 光彦∥∥∥∥写真写真写真写真
作作作作

PPPP さよならさんかくまたきてしかくさよならさんかくまたきてしかくさよならさんかくまたきてしかくさよならさんかくまたきてしかく
高橋 清一高橋 清一高橋 清一高橋 清一∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本
画画画画

PPPP

あわてものしょうぼうしゃウーカンあわてものしょうぼうしゃウーカンあわてものしょうぼうしゃウーカンあわてものしょうぼうしゃウーカン 山脇 恭山脇 恭山脇 恭山脇 恭∥∥∥∥作作作作 PPPP じいさまときつねじいさまときつねじいさまときつねじいさまときつね 増田 尚子増田 尚子増田 尚子増田 尚子∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

あんあんふうせんあんあんふうせんあんあんふうせんあんあんふうせん 古寺古寺古寺古寺／／／／伸竹伸竹伸竹伸竹∥∥∥∥作作作作 PPPP じごくけんぶつじごくけんぶつじごくけんぶつじごくけんぶつ 水谷 章三水谷 章三水谷 章三水谷 章三∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

あんもちみっつあんもちみっつあんもちみっつあんもちみっつ 水谷 章三水谷 章三水谷 章三水谷 章三∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP ずっといっしょだよずっといっしょだよずっといっしょだよずっといっしょだよ
宮崎 二美枝宮崎 二美枝宮崎 二美枝宮崎 二美枝∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP

犬犬犬犬とととと少年少年少年少年 浜田 広介浜田 広介浜田 広介浜田 広介∥∥∥∥作作作作 PPPP するするおかあさんするするおかあさんするするおかあさんするするおかあさん
山本 省三山本 省三山本 省三山本 省三∥∥∥∥作作作作
画画画画

PPPP

うまいものやまうまいものやまうまいものやまうまいものやま
佐佐佐佐々々々々木 悦木 悦木 悦木 悦∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本
解説解説解説解説

PPPP
セミくんがおようふくをきがえたらセミくんがおようふくをきがえたらセミくんがおようふくをきがえたらセミくんがおようふくをきがえたら
…………

今森 光彦今森 光彦今森 光彦今森 光彦∥∥∥∥写真写真写真写真
作作作作

PPPP

うみがぶったりくすぐったりうみがぶったりくすぐったりうみがぶったりくすぐったりうみがぶったりくすぐったり 武井 直紀武井 直紀武井 直紀武井 直紀∥∥∥∥作作作作 PPPP セロひきのゴーシュセロひきのゴーシュセロひきのゴーシュセロひきのゴーシュ 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

うみのおまつりうみのおまつりうみのおまつりうみのおまつり 宮下 昌樹宮下 昌樹宮下 昌樹宮下 昌樹∥∥∥∥作作作作 PPPP それゆけパトカーそれゆけパトカーそれゆけパトカーそれゆけパトカー 神戸 淳吉神戸 淳吉神戸 淳吉神戸 淳吉∥∥∥∥作作作作 PPPP

おいしいものなあにおいしいものなあにおいしいものなあにおいしいものなあに????
土田 義晴土田 義晴土田 義晴土田 義晴∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本
画画画画

PPPP たかいたかいたかいたかいたかいたかいたかいたかい
浅沼浅沼浅沼浅沼／／／／とおるとおるとおるとおる∥∥∥∥
作作作作／／／／画画画画

PPPP

おおきいちいさいおおきいちいさいおおきいちいさいおおきいちいさい 得田 之久得田 之久得田 之久得田 之久∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP だらしのないだらしのないだらしのないだらしのない子子子子ちゃんちゃんちゃんちゃん
鈴木  美也子鈴木  美也子鈴木  美也子鈴木  美也子∥∥∥∥
作作作作

PPPP

おさじさんおさじさんおさじさんおさじさん 松谷 松谷 松谷 松谷 みよみよみよみよ子子子子∥∥∥∥作作作作 PPPP だれかなだれかなだれかなだれかな????だれかなだれかなだれかなだれかな???? 内山 晟内山 晟内山 晟内山 晟∥∥∥∥写真写真写真写真 PPPP

おだんごころころおだんごころころおだんごころころおだんごころころ 坪田 譲治坪田 譲治坪田 譲治坪田 譲治∥∥∥∥作作作作 PPPP ちょうちょホテルちょうちょホテルちょうちょホテルちょうちょホテル
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

おっとあぶないおっとあぶないおっとあぶないおっとあぶない!!!!モンちゃんキーモンちゃんキーモンちゃんキーモンちゃんキー
ちゃんちゃんちゃんちゃん

宗方 宗方 宗方 宗方 あゆむあゆむあゆむあゆむ∥∥∥∥作作作作 PPPP ロボット・カミイロボット・カミイロボット・カミイロボット・カミイ　　　　ちびぞうのまきちびぞうのまきちびぞうのまきちびぞうのまき 古田 足日古田 足日古田 足日古田 足日∥∥∥∥作作作作 PPPP

オットットのおじさんオットットのおじさんオットットのおじさんオットットのおじさん 古川 古川 古川 古川 タクタクタクタク∥∥∥∥作画作画作画作画 PPPP てぶくろてぶくろてぶくろてぶくろ 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
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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 みんなのうんちみんなのうんちみんなのうんちみんなのうんち 内山 晟内山 晟内山 晟内山 晟∥∥∥∥写真写真写真写真 PPPP

てんとうむしのテムてんとうむしのテムてんとうむしのテムてんとうむしのテム
得田 之久得田 之久得田 之久得田 之久∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本
画画画画

PPPP むしのおうさまカブトムシむしのおうさまカブトムシむしのおうさまカブトムシむしのおうさまカブトムシ
今森 光彦今森 光彦今森 光彦今森 光彦∥∥∥∥写真写真写真写真
作作作作

PPPP

ともだちいっぱいともだちいっぱいともだちいっぱいともだちいっぱい!!!!
千世 千世 千世 千世 まゆまゆまゆまゆ子子子子∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP もりのあばれんぼうクワガタくんもりのあばれんぼうクワガタくんもりのあばれんぼうクワガタくんもりのあばれんぼうクワガタくん
今森 光彦今森 光彦今森 光彦今森 光彦∥∥∥∥写真写真写真写真
作作作作

PPPP

とりのみじっちゃとりのみじっちゃとりのみじっちゃとりのみじっちゃ 斎藤 純斎藤 純斎藤 純斎藤 純∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP やさしいおともだちやさしいおともだちやさしいおともだちやさしいおともだち 武田 雪夫武田 雪夫武田 雪夫武田 雪夫∥∥∥∥原作原作原作原作 PPPP

とんだちょうじゃどんとんだちょうじゃどんとんだちょうじゃどんとんだちょうじゃどん 堀尾 青史堀尾 青史堀尾 青史堀尾 青史∥∥∥∥作作作作 PPPP ゆうらんせんしまへいくゆうらんせんしまへいくゆうらんせんしまへいくゆうらんせんしまへいく 仲倉 眉子仲倉 眉子仲倉 眉子仲倉 眉子∥∥∥∥作作作作 PPPP

どんなあじどんなあじどんなあじどんなあじ????
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 よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ
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  絵脚本  絵脚本  絵脚本  絵

PPPP

トンボくんとなかまたちトンボくんとなかまたちトンボくんとなかまたちトンボくんとなかまたち
今森 光彦今森 光彦今森 光彦今森 光彦∥∥∥∥写真写真写真写真
作作作作

PPPP わくわくどきどきしんかんせんわくわくどきどきしんかんせんわくわくどきどきしんかんせんわくわくどきどきしんかんせん 高木 高木 高木 高木 あきこあきこあきこあきこ∥∥∥∥作作作作 PPPP

なあになあになあになあになあになあになあになあになあになあになあになあに 香山 美子香山 美子香山 美子香山 美子∥∥∥∥作作作作 PPPP CDCDCDCD

なぞなぞおばけピッチなぞなぞおばけピッチなぞなぞおばけピッチなぞなぞおばけピッチ
このみ ひかるこのみ ひかるこのみ ひかるこのみ ひかる∥∥∥∥
作作作作

PPPP てっぱんてっぱんてっぱんてっぱん!!!!　　　　上下上下上下上下
ｺﾞﾀﾞｲｺﾞｺﾞﾀﾞｲｺﾞｺﾞﾀﾞｲｺﾞｺﾞﾀﾞｲｺﾞ∥∥∥∥ほかほかほかほか演演演演
奏奏奏奏

AAAA

ななつのほしのてんとうむしななつのほしのてんとうむしななつのほしのてんとうむしななつのほしのてんとうむし
今森 光彦今森 光彦今森 光彦今森 光彦∥∥∥∥写真写真写真写真
作作作作

PPPP AAAA

なんだ・なんだなんだ・なんだなんだ・なんだなんだ・なんだ????
古川 古川 古川 古川 タクタクタクタク∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本
画画画画

PPPP わらべうたわらべうたわらべうたわらべうた
小林 衛己子小林 衛己子小林 衛己子小林 衛己子∥∥∥∥唄唄唄唄
監修監修監修監修

AAAA

なんにもせんにんなんにもせんにんなんにもせんにんなんにもせんにん 巌谷 小波巌谷 小波巌谷 小波巌谷 小波∥∥∥∥原作原作原作原作 PPPP 究極究極究極究極のののの吹奏楽吹奏楽吹奏楽吹奏楽　　　　ジブリジブリジブリジブリ編編編編 武田 晃武田 晃武田 晃武田 晃∥∥∥∥指揮指揮指揮指揮 AAAA

ぬすびととこひつじぬすびととこひつじぬすびととこひつじぬすびととこひつじ 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 AAAA

ねえあそぼうよねえあそぼうよねえあそぼうよねえあそぼうよ!!!!
藤本 藤本 藤本 藤本 ともひこともひこともひこともひこ∥∥∥∥
脚本  絵脚本  絵脚本  絵脚本  絵

PPPP DVDDVDDVDDVD

ねこのきかんしゃしゅっぱつしんこねこのきかんしゃしゅっぱつしんこねこのきかんしゃしゅっぱつしんこねこのきかんしゃしゅっぱつしんこ
うううう

田沢 梨枝子田沢 梨枝子田沢 梨枝子田沢 梨枝子∥∥∥∥作作作作
画画画画

PPPP ガンジーガンジーガンジーガンジー
ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｱｯﾃﾝﾎﾞﾛｰﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｱｯﾃﾝﾎﾞﾛｰﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｱｯﾃﾝﾎﾞﾛｰﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｱｯﾃﾝﾎﾞﾛｰ
∥∥∥∥監督 製作監督 製作監督 製作監督 製作

V778.2V778.2V778.2V778.2
5555

ばけくらべばけくらべばけくらべばけくらべ
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
V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

谷地元 雄一谷地元 雄一谷地元 雄一谷地元 雄一∥∥∥∥脚脚脚脚

ミッキーマウスミッキーマウスミッキーマウスミッキーマウス　　　　ミッキーのがんばれサーカスミッキーのがんばれサーカスミッキーのがんばれサーカスミッキーのがんばれサーカス

ようちえんようちえんようちえんようちえん****ほいくえんでうたううたほいくえんでうたううたほいくえんでうたううたほいくえんでうたううた

名取名取名取名取ざっとざっとざっとざっと昔 方言昔 方言昔 方言昔 方言むかしばなしむかしばなしむかしばなしむかしばなし
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ばけばけばけばけばけばけばけばけ～～～～どんどんどんどん!!!!
谷地元 雄一谷地元 雄一谷地元 雄一谷地元 雄一∥∥∥∥脚脚脚脚
本本本本

PPPP のんのんばあとオレのんのんばあとオレのんのんばあとオレのんのんばあとオレ 兼歳 正英兼歳 正英兼歳 正英兼歳 正英∥∥∥∥演出演出演出演出 V778.8V778.8V778.8V778.8

はじめてひこうきにのったよはじめてひこうきにのったよはじめてひこうきにのったよはじめてひこうきにのったよ 木暮 正夫木暮 正夫木暮 正夫木暮 正夫∥∥∥∥作作作作 PPPP のんのんばあとオレのんのんばあとオレのんのんばあとオレのんのんばあとオレ　　　　続続続続 兼歳 正英兼歳 正英兼歳 正英兼歳 正英∥∥∥∥演出演出演出演出 V778.8V778.8V778.8V778.8

バナナれっしゃバナナれっしゃバナナれっしゃバナナれっしゃ 川崎 大治川崎 大治川崎 大治川崎 大治∥∥∥∥作作作作 PPPP 手塚治虫物語手塚治虫物語手塚治虫物語手塚治虫物語 小松 範任小松 範任小松 範任小松 範任∥∥∥∥監督監督監督監督 V778.8V778.8V778.8V778.8

ハムちゃんとあそぼっハムちゃんとあそぼっハムちゃんとあそぼっハムちゃんとあそぼっ!!!! 内山 晟内山 晟内山 晟内山 晟∥∥∥∥写真写真写真写真 PPPP

花花花花のきのきのきのき村村村村とぬすびとたちとぬすびとたちとぬすびとたちとぬすびとたち　　　　前編前編前編前編 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

びっくりだいはつめいびっくりだいはつめいびっくりだいはつめいびっくりだいはつめい 三田村 信行三田村 信行三田村 信行三田村 信行∥∥∥∥作作作作 PPPP

フランケンシュタインフランケンシュタインフランケンシュタインフランケンシュタイン 岩倉 千春岩倉 千春岩倉 千春岩倉 千春∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

ブレーメンのおんがくたいブレーメンのおんがくたいブレーメンのおんがくたいブレーメンのおんがくたい グリムグリムグリムグリム∥∥∥∥原作原作原作原作 PPPP

ぷんぷんダンプとぴかぴかショベぷんぷんダンプとぴかぴかショベぷんぷんダンプとぴかぴかショベぷんぷんダンプとぴかぴかショベ
ルルルル

山本 省三山本 省三山本 省三山本 省三∥∥∥∥作作作作
画画画画

PPPP

へっこきよめさまへっこきよめさまへっこきよめさまへっこきよめさま 水谷 章三水谷 章三水谷 章三水谷 章三∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

がんばれがんばれがんばれがんばれ!!!!まいごのたっくんまいごのたっくんまいごのたっくんまいごのたっくん 手島 悠介手島 悠介手島 悠介手島 悠介∥∥∥∥作作作作 PPPP

まんまるダンゴムシまんまるダンゴムシまんまるダンゴムシまんまるダンゴムシ
今森 光彦今森 光彦今森 光彦今森 光彦∥∥∥∥写真写真写真写真
作作作作

PPPP

まんまるまんまるまんまるなまんまるまんまるまんまるなまんまるまんまるまんまるなまんまるまんまるまんまるな
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

みつばちのはにーちゃんみつばちのはにーちゃんみつばちのはにーちゃんみつばちのはにーちゃん 高家 博成高家 博成高家 博成高家 博成∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本 PPPP

みんなでかくれんぼみんなでかくれんぼみんなでかくれんぼみんなでかくれんぼ 内山 晟内山 晟内山 晟内山 晟∥∥∥∥写真写真写真写真 PPPP

みんなでたいそうみんなでたいそうみんなでたいそうみんなでたいそう
新沢 新沢 新沢 新沢 としひことしひことしひことしひこ∥∥∥∥
脚本脚本脚本脚本

PPPP
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