
購入図書案内購入図書案内購入図書案内購入図書案内　　　　　　　　10101010月号月号月号月号 国史大辞典国史大辞典国史大辞典国史大辞典をををを予約予約予約予約したしたしたした人人人人々々々々　　　　百年百年百年百年
のののの星霜星霜星霜星霜をををを経経経経たたたた本本本本をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる物語物語物語物語

佐滝 剛弘佐滝 剛弘佐滝 剛弘佐滝 剛弘∥∥∥∥著著著著 210.03210.03210.03210.03

2013201320132013年年年年8888月受入分月受入分月受入分月受入分　　　　NoNoNoNo....272272272272　　　　名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館 逆説逆説逆説逆説のののの日本史 日本史 日本史 日本史 テーマテーマテーマテーマ編編編編 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

総記総記総記総記 武士武士武士武士たちのたちのたちのたちの作法作法作法作法 中村 彰彦中村 彰彦中村 彰彦中村 彰彦∥∥∥∥著著著著 210.04210.04210.04210.04

デジタルアーカイブデジタルアーカイブデジタルアーカイブデジタルアーカイブ 高島 秀之高島 秀之高島 秀之高島 秀之∥∥∥∥著著著著 007.5007.5007.5007.5 210.1210.1210.1210.1

図書館学基礎資料図書館学基礎資料図書館学基礎資料図書館学基礎資料 今 今 今 今 まどまどまどまど子子子子∥∥∥∥編著編著編著編著 010.010.010.010. 敗者敗者敗者敗者のののの古代史古代史古代史古代史 森 浩一森 浩一森 浩一森 浩一∥∥∥∥著著著著 210.3210.3210.3210.3

明日明日明日明日をひらくをひらくをひらくをひらく図書館図書館図書館図書館　　　　長野長野長野長野のののの実践実践実践実践とととと
挑戦挑戦挑戦挑戦

宮下 明彦宮下 明彦宮下 明彦宮下 明彦∥∥∥∥編著編著編著編著 010.215010.215010.215010.215
図解時代小説図解時代小説図解時代小説図解時代小説がががが100100100100倍倍倍倍おもしろくおもしろくおもしろくおもしろく
なるなるなるなる江戸江戸江戸江戸ものしりものしりものしりものしり用語事典用語事典用語事典用語事典

日本歴史楽会日本歴史楽会日本歴史楽会日本歴史楽会∥∥∥∥
著著著著

210.5210.5210.5210.5

図書館実習図書館実習図書館実習図書館実習QQQQ&&&&AAAA 川原 亜希世川原 亜希世川原 亜希世川原 亜希世∥∥∥∥著著著著 010.7010.7010.7010.7 新選組巡礼新選組巡礼新選組巡礼新選組巡礼のののの旅旅旅旅
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

210.58210.58210.58210.58

015.8015.8015.8015.8 血盟団事件血盟団事件血盟団事件血盟団事件 中島 岳志中島 岳志中島 岳志中島 岳志∥∥∥∥著著著著 210.7210.7210.7210.7

017.017.017.017. 「「「「靖国靖国靖国靖国」」」」とととと「「「「千鳥千鳥千鳥千鳥ケケケケ淵淵淵淵」」」」をををを考考考考えるえるえるえる 堀内 光雄堀内 光雄堀内 光雄堀内 光雄∥∥∥∥著著著著 210.75210.75210.75210.75

図書館図書館図書館図書館へへへへ行行行行こうこうこうこう!!!!楽楽楽楽しいしいしいしい調調調調べべべべ学習学習学習学習
1111・・・・2222・・・・3333年生年生年生年生

藤田 利江藤田 利江藤田 利江藤田 利江∥∥∥∥編著編著編著編著 017.2017.2017.2017.2 日本兵日本兵日本兵日本兵をををを殺殺殺殺したしたしたした父父父父
デールデールデールデール　　　　マハリッマハリッマハリッマハリッ
ジジジジ∥∥∥∥著著著著

210.75210.75210.75210.75

図書館図書館図書館図書館へへへへ行行行行こうこうこうこう!!!!楽楽楽楽しいしいしいしい調調調調べべべべ学習学習学習学習
4444・・・・5555・・・・6666年生年生年生年生

藤田 利江藤田 利江藤田 利江藤田 利江∥∥∥∥編著編著編著編著 017.2017.2017.2017.2 終戦史終戦史終戦史終戦史 吉見 直人吉見 直人吉見 直人吉見 直人∥∥∥∥著著著著 210.75210.75210.75210.75

019.5019.5019.5019.5 三陸三陸三陸三陸のののの歴史未来学歴史未来学歴史未来学歴史未来学 久慈 勝男久慈 勝男久慈 勝男久慈 勝男∥∥∥∥著著著著 212212212212

座右座右座右座右のののの本本本本 原田 原田 原田 原田 かずこかずこかずこかずこ∥∥∥∥著著著著 019.9019.9019.9019.9 クロスロード・オキナワクロスロード・オキナワクロスロード・オキナワクロスロード・オキナワ 鎌倉 英也鎌倉 英也鎌倉 英也鎌倉 英也∥∥∥∥著著著著 219.9219.9219.9219.9

GHQGHQGHQGHQのののの検閲検閲検閲検閲・・・・諜報諜報諜報諜報・・・・宣伝工作宣伝工作宣伝工作宣伝工作 山本 武利山本 武利山本 武利山本 武利∥∥∥∥著著著著 023.8023.8023.8023.8 物語朝鮮王朝物語朝鮮王朝物語朝鮮王朝物語朝鮮王朝のののの滅亡滅亡滅亡滅亡 金 重明金 重明金 重明金 重明∥∥∥∥著著著著 221.05221.05221.05221.05

かつてかつてかつてかつて誰誰誰誰もももも調調調調べなかったべなかったべなかったべなかった100100100100のののの謎謎謎謎 堀井 憲一郎堀井 憲一郎堀井 憲一郎堀井 憲一郎∥∥∥∥著著著著 049.049.049.049. 中華人民共和国史中華人民共和国史中華人民共和国史中華人民共和国史 天児 慧天児 慧天児 慧天児 慧∥∥∥∥著著著著 222.08222.08222.08222.08

哲学哲学哲学哲学・・・・宗教宗教宗教宗教 世界世界世界世界をををを変変変変えたえたえたえた10101010人人人人のののの女性女性女性女性 池上 彰池上 彰池上 彰池上 彰∥∥∥∥著著著著 280.4280.4280.4280.4

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北海道北海道北海道北海道・・・・東北地東北地東北地東北地

このこのこのこの本読本読本読本読んでんでんでんで！ ！ ！ ！ ２０１３２０１３２０１３２０１３年夏号年夏号年夏号年夏号

はじめようはじめようはじめようはじめよう学校図書館 学校図書館 学校図書館 学校図書館 4444　　　　学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館をデザインするをデザインするをデザインするをデザインする

子子子子どもとどもとどもとどもと読読読読みたいみたいみたいみたい100100100100冊冊冊冊のののの本本本本

NHKNHKNHKNHKさかのぼりさかのぼりさかのぼりさかのぼり日本史 外交篇日本史 外交篇日本史 外交篇日本史 外交篇9999・・・・10101010

1

まんがまんがまんがまんが哲学入門哲学入門哲学入門哲学入門 森岡 正博森岡 正博森岡 正博森岡 正博∥∥∥∥著著著著 104104104104
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北海道北海道北海道北海道・・・・東北地東北地東北地東北地
方方方方のののの名字名字名字名字のののの秘密秘密秘密秘密

森岡 浩森岡 浩森岡 浩森岡 浩∥∥∥∥著著著著 288.1288.1288.1288.1

IQIQIQIQ200200200200のののの「「「「学学学学びびびび」」」」のののの方法方法方法方法 矢野 祥矢野 祥矢野 祥矢野 祥∥∥∥∥著著著著 141.18141.18141.18141.18 名前名前名前名前のののの暗号暗号暗号暗号 山口 謠司山口 謠司山口 謠司山口 謠司∥∥∥∥著著著著 288.12288.12288.12288.12

おとながおとながおとながおとなが育育育育つつつつ条件条件条件条件 柏木 惠子柏木 惠子柏木 惠子柏木 惠子∥∥∥∥著著著著 143143143143 昭和天皇昭和天皇昭和天皇昭和天皇----畏畏畏畏るべきるべきるべきるべき「「「「無私無私無私無私」」」」 松本 健一松本 健一松本 健一松本 健一∥∥∥∥著著著著 288.41288.41288.41288.41

社会脳社会脳社会脳社会脳とはとはとはとは何何何何かかかか 千住 淳千住 淳千住 淳千住 淳∥∥∥∥著著著著 143143143143 手手手手からからからから心心心心へへへへ 河邑 厚徳河邑 厚徳河邑 厚徳河邑 厚徳∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

傷傷傷傷つくつくつくつく人人人人、、、、傷傷傷傷つけるつけるつけるつける人人人人 信田 信田 信田 信田 さよさよさよさよ子子子子∥∥∥∥著著著著 146.8146.8146.8146.8 原田正純原田正純原田正純原田正純のののの道道道道 佐高 信佐高 信佐高 信佐高 信∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

最高最高最高最高のののの自分自分自分自分をつくるをつくるをつくるをつくる人生人生人生人生のののの授業授業授業授業 キム ナンドキム ナンドキム ナンドキム ナンド∥∥∥∥著著著著 159159159159 母母母母のののの力力力力　　　　土光敏夫土光敏夫土光敏夫土光敏夫をつくったをつくったをつくったをつくった100100100100のののの言言言言
葉葉葉葉

出町 譲出町 譲出町 譲出町 譲∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

スナックさいばらおんなのけものスナックさいばらおんなのけものスナックさいばらおんなのけものスナックさいばらおんなのけもの
みち ガチみち ガチみち ガチみち ガチ激闘篇激闘篇激闘篇激闘篇

西原 理恵子西原 理恵子西原 理恵子西原 理恵子∥∥∥∥著著著著 159.6159.6159.6159.6 柳宗悦柳宗悦柳宗悦柳宗悦　「　「　「　「複合複合複合複合のののの美美美美」」」」のののの思想思想思想思想 中見 真理中見 真理中見 真理中見 真理∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

僕僕僕僕らがらがらがらが世界世界世界世界にににに出出出出るるるる理由理由理由理由 石井 光太石井 光太石井 光太石井 光太∥∥∥∥著著著著 159.7159.7159.7159.7 北京北京北京北京のモリソンのモリソンのモリソンのモリソン　　　　激動激動激動激動のののの近代中国近代中国近代中国近代中国をををを
駆駆駆駆けけけけ抜抜抜抜けたジャーナリストけたジャーナリストけたジャーナリストけたジャーナリスト

シリルシリルシリルシリル　　　　パールパールパールパール∥∥∥∥
著著著著

289.3289.3289.3289.3

伊勢神宮伊勢神宮伊勢神宮伊勢神宮　　　　現代現代現代現代にににに生生生生きるきるきるきる神話神話神話神話 宮澤 正明宮澤 正明宮澤 正明宮澤 正明∥∥∥∥著著著著 175.8175.8175.8175.8 もうひとつのもうひとつのもうひとつのもうひとつの「「「「最後最後最後最後のののの授業授業授業授業」」」」
ジェイジェイジェイジェイ　　　　パウシュパウシュパウシュパウシュ
∥∥∥∥著著著著

289.3289.3289.3289.3

175.8175.8175.8175.8 厳選絶対行厳選絶対行厳選絶対行厳選絶対行きたいきたいきたいきたい!!!!世界世界世界世界のののの温泉温泉温泉温泉40404040
世界世界世界世界のののの温泉研究温泉研究温泉研究温泉研究
会会会会∥∥∥∥著著著著

290.93290.93290.93290.93

カタリカタリカタリカタリ派派派派　　　　中世中世中世中世ヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパ最大最大最大最大のののの異端異端異端異端
アンヌアンヌアンヌアンヌ　　　　ブルノンブルノンブルノンブルノン
∥∥∥∥著著著著

192.3192.3192.3192.3 地球地球地球地球のののの歩歩歩歩きききき方 方 方 方 カナダカナダカナダカナダ
地球地球地球地球のののの歩歩歩歩きききき方編方編方編方編
集室集室集室集室∥∥∥∥編集編集編集編集

290.93290.93290.93290.93

一神教一神教一神教一神教のののの起源起源起源起源 山我 哲雄山我 哲雄山我 哲雄山我 哲雄∥∥∥∥著著著著 199199199199
ちょっとそこまでひとりちょっとそこまでひとりちょっとそこまでひとりちょっとそこまでひとり旅旅旅旅だれかとだれかとだれかとだれかと
旅旅旅旅

益田 益田 益田 益田 ミリミリミリミリ∥∥∥∥著著著著 291.09291.09291.09291.09

歴史歴史歴史歴史・・・・地理地理地理地理 野武士野武士野武士野武士、、、、西西西西へへへへ 久住 昌之久住 昌之久住 昌之久住 昌之∥∥∥∥著著著著 291.09291.09291.09291.09

誰誰誰誰もももも戦争戦争戦争戦争をををを教教教教えてくれなかったえてくれなかったえてくれなかったえてくれなかった 古市 憲寿古市 憲寿古市 憲寿古市 憲寿∥∥∥∥著著著著 209.7209.7209.7209.7 日本百名島日本百名島日本百名島日本百名島のののの旅旅旅旅 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

発掘発掘発掘発掘されたされたされたされた日本列島 日本列島 日本列島 日本列島 2013201320132013 文化庁文化庁文化庁文化庁∥∥∥∥編編編編 210.03210.03210.03210.03
最好的台湾最好的台湾最好的台湾最好的台湾((((ズェイハオダダイワズェイハオダダイワズェイハオダダイワズェイハオダダイワ
ンンンン))))

青木 由香青木 由香青木 由香青木 由香∥∥∥∥著著著著 292.24292.24292.24292.24

日曜日日曜日日曜日日曜日のののの考古学考古学考古学考古学 山岸 良二山岸 良二山岸 良二山岸 良二∥∥∥∥著著著著 210.03210.03210.03210.03 292.39292.39292.39292.39

るるぶおるるぶおるるぶおるるぶお伊勢伊勢伊勢伊勢まいり まいり まいり まいり 2013201320132013

るるぶマレーシアるるぶマレーシアるるぶマレーシアるるぶマレーシア　　　　2013201320132013
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292.59292.59292.59292.59 ルポルポルポルポ産産産産ませないませないませないませない社会社会社会社会 小林 美希小林 美希小林 美希小林 美希∥∥∥∥著著著著 367.21367.21367.21367.21

293.69293.69293.69293.69 「「「「母母母母」」」」がいちばんがいちばんがいちばんがいちばん危危危危ないないないない 斎藤 学斎藤 学斎藤 学斎藤 学∥∥∥∥著著著著 367.3367.3367.3367.3

295.6295.6295.6295.6 すべてのすべてのすべてのすべての婚活婚活婚活婚活やってみましたやってみましたやってみましたやってみました 石神 賢介石神 賢介石神 賢介石神 賢介∥∥∥∥著著著著 367.4367.4367.4367.4

297.41297.41297.41297.41 文豪文豪文豪文豪たちのたちのたちのたちの関東大震災体験記関東大震災体験記関東大震災体験記関東大震災体験記 石井 正己石井 正己石井 正己石井 正己∥∥∥∥著著著著 369.31369.31369.31369.31

社会科学社会科学社会科学社会科学 福島再生福島再生福島再生福島再生　　　　そのそのそのその希望希望希望希望とととと可能性可能性可能性可能性 池田 香代子池田 香代子池田 香代子池田 香代子∥∥∥∥著著著著 369.36369.36369.36369.36

新時代新時代新時代新時代アメリカアメリカアメリカアメリカ社会社会社会社会をををを知知知知るためのるためのるためのるための
60606060章章章章

明石 紀雄明石 紀雄明石 紀雄明石 紀雄∥∥∥∥監修監修監修監修 302.53302.53302.53302.53 劣化劣化劣化劣化ウランウランウランウラン弾弾弾弾　　　　軍事利用軍事利用軍事利用軍事利用されるされるされるされる放射性放射性放射性放射性
廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物

嘉指 信雄嘉指 信雄嘉指 信雄嘉指 信雄∥∥∥∥著著著著 369.36369.36369.36369.36

池上彰池上彰池上彰池上彰のののの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　　　　学学学学べるべるべるべる図解版第図解版第図解版第図解版第3333弾弾弾弾

池上 彰池上 彰池上 彰池上 彰∥∥∥∥著著著著 304304304304
東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災がががが教教教教えるいのちをえるいのちをえるいのちをえるいのちを
まもるまもるまもるまもる保育保育保育保育のののの基準基準基準基準

小幡 幸拓小幡 幸拓小幡 幸拓小幡 幸拓∥∥∥∥著著著著 369.42369.42369.42369.42

原典原典原典原典でよむでよむでよむでよむ日本日本日本日本デモクラシーデモクラシーデモクラシーデモクラシー論論論論
集集集集

堀 真清堀 真清堀 真清堀 真清∥∥∥∥編編編編 311.21311.21311.21311.21 いじめをいじめをいじめをいじめを考考考考えるえるえるえる100100100100冊冊冊冊のののの本本本本
いじめをいじめをいじめをいじめを考考考考えるえるえるえる100100100100冊冊冊冊のののの
本編集委員会本編集委員会本編集委員会本編集委員会∥∥∥∥編編編編 371.42371.42371.42371.42

最高指導者最高指導者最高指導者最高指導者のののの条件条件条件条件 李 登輝李 登輝李 登輝李 登輝∥∥∥∥著著著著 312.22312.22312.22312.22 「「「「ゆるくゆるくゆるくゆるく生生生生きたいきたいきたいきたい」」」」若者若者若者若者たちたちたちたち 榎本 博明榎本 博明榎本 博明榎本 博明∥∥∥∥著著著著 371.47371.47371.47371.47

図解国会図解国会図解国会図解国会のののの楽楽楽楽しいしいしいしい見方見方見方見方
時事通信社政治時事通信社政治時事通信社政治時事通信社政治
部部部部∥∥∥∥監修監修監修監修

314.1314.1314.1314.1 学級崩壊立学級崩壊立学級崩壊立学級崩壊立てててて直直直直しししし請負人請負人請負人請負人 菊池 省三菊池 省三菊池 省三菊池 省三∥∥∥∥著著著著 374.12374.12374.12374.12

反反反反ユダヤユダヤユダヤユダヤ主義主義主義主義とはとはとはとは何何何何かかかか
ヴォルフガングヴォルフガングヴォルフガングヴォルフガング
ベンツベンツベンツベンツ∥∥∥∥著著著著

316.88316.88316.88316.88 先生先生先生先生!!!! 池上 彰池上 彰池上 彰池上 彰∥∥∥∥編編編編 374.3374.3374.3374.3

よくわかるよくわかるよくわかるよくわかる共通番号法入門共通番号法入門共通番号法入門共通番号法入門 岡村 久道岡村 久道岡村 久道岡村 久道∥∥∥∥著著著著 317.6317.6317.6317.6 体罰体罰体罰体罰はなぜなくならないのかはなぜなくならないのかはなぜなくならないのかはなぜなくならないのか 藤井 誠二藤井 誠二藤井 誠二藤井 誠二∥∥∥∥著著著著 375.2375.2375.2375.2

政令指定都市政令指定都市政令指定都市政令指定都市　　　　百万都市百万都市百万都市百万都市からからからから都都都都
構想構想構想構想へへへへ

北村 亘北村 亘北村 亘北村 亘∥∥∥∥著著著著 318.11318.11318.11318.11 国語教科書国語教科書国語教科書国語教科書のののの闇闇闇闇 川島 幸希川島 幸希川島 幸希川島 幸希∥∥∥∥著著著著 375.84375.84375.84375.84

事例事例事例事例でででで学学学学ぶぶぶぶ窓口業務窓口業務窓口業務窓口業務のためのコのためのコのためのコのためのコ
ミュニケーションミュニケーションミュニケーションミュニケーション術術術術

櫻井 弘櫻井 弘櫻井 弘櫻井 弘∥∥∥∥編著編著編著編著 318.3318.3318.3318.3
子育子育子育子育てハッピーアドバイスてハッピーアドバイスてハッピーアドバイスてハッピーアドバイス大好大好大好大好きききき!!!!
がががが伝伝伝伝わるほめわるほめわるほめわるほめ方方方方・・・・叱叱叱叱りりりり方方方方　　　　3333

明橋 大二明橋 大二明橋 大二明橋 大二∥∥∥∥著著著著 379.9379.9379.9379.9

世界紛争地図世界紛争地図世界紛争地図世界紛争地図
日本経済新聞社日本経済新聞社日本経済新聞社日本経済新聞社
∥∥∥∥編編編編

319319319319 子子子子どもへのまなざしどもへのまなざしどもへのまなざしどもへのまなざし 佐佐佐佐々々々々木 正美木 正美木 正美木 正美∥∥∥∥著著著著 379.9379.9379.9379.9

暗闘尖閣国有化暗闘尖閣国有化暗闘尖閣国有化暗闘尖閣国有化 春原 剛春原 剛春原 剛春原 剛∥∥∥∥著著著著 319.1319.1319.1319.1 子子子子どもへのまなざしどもへのまなざしどもへのまなざしどもへのまなざし　　　　続続続続 佐佐佐佐々々々々木 正美木 正美木 正美木 正美∥∥∥∥著著著著 379.9379.9379.9379.9

どうしたらうまくいくどうしたらうまくいくどうしたらうまくいくどうしたらうまくいく????きょうだいきょうだいきょうだいきょうだい子子子子

80808080歳歳歳歳エベレストエベレストエベレストエベレスト登頂登頂登頂登頂　　　　三浦雄一郎三浦雄一郎三浦雄一郎三浦雄一郎3333度目度目度目度目のののの8848884888488848mmmmへへへへ

るるぶポルトガルるるぶポルトガルるるぶポルトガルるるぶポルトガル　　　　2013201320132013

るるぶメキシコるるぶメキシコるるぶメキシコるるぶメキシコ　　　　2013201320132013

るるぶサイパンるるぶサイパンるるぶサイパンるるぶサイパン　　　　2013201320132013
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モアイのモアイのモアイのモアイの絆絆絆絆　　　　チリ・イースターチリ・イースターチリ・イースターチリ・イースター島島島島からからからから南南南南
三陸町三陸町三陸町三陸町へのへのへのへの贈贈贈贈りりりり物物物物

モアイプロジェクトモアイプロジェクトモアイプロジェクトモアイプロジェクト
実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会∥∥∥∥編編編編

319.11319.11319.11319.11
どうしたらうまくいくどうしたらうまくいくどうしたらうまくいくどうしたらうまくいく????きょうだいきょうだいきょうだいきょうだい子子子子
育育育育てててて

コモコモコモコモ編集部編集部編集部編集部∥∥∥∥編編編編 379.9379.9379.9379.9

このこのこのこの1111冊冊冊冊でででで相続相続相続相続のことがまるごとわのことがまるごとわのことがまるごとわのことがまるごとわ
かるかるかるかる本本本本

生島 生島 生島 生島 ヒロシヒロシヒロシヒロシ∥∥∥∥著著著著 324.7324.7324.7324.7 クニクニクニクニ子子子子おばばとおばばとおばばとおばばと山山山山のののの暮暮暮暮らしらしらしらし 椎葉 椎葉 椎葉 椎葉 クニクニクニクニ子子子子∥∥∥∥著著著著 382.2382.2382.2382.2

日本大復活日本大復活日本大復活日本大復活のののの真相真相真相真相 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 旅旅旅旅とチベットととチベットととチベットととチベットと僕僕僕僕 棚瀬 慈郎棚瀬 慈郎棚瀬 慈郎棚瀬 慈郎∥∥∥∥著著著著 382.23382.23382.23382.23

成功成功成功成功するするするする海外海外海外海外ボランティアボランティアボランティアボランティア21212121のののの
ケースケースケースケース

「「「「地球地球地球地球のののの歩歩歩歩きききき方方方方」」」」編集室編集室編集室編集室((((海外海外海外海外ボボボボ
ランティアデスクランティアデスクランティアデスクランティアデスク))))∥∥∥∥著作編集著作編集著作編集著作編集 333.8333.8333.8333.8

100100100100年前年前年前年前のののの写真写真写真写真でででで見見見見るるるる世界世界世界世界のののの民民民民
族衣装族衣装族衣装族衣装

ナショナルジオグナショナルジオグナショナルジオグナショナルジオグ
ラフィックラフィックラフィックラフィック∥∥∥∥編編編編

383.1383.1383.1383.1

ストロベリー・デイズストロベリー・デイズストロベリー・デイズストロベリー・デイズ　　　　日系日系日系日系アメリカアメリカアメリカアメリカ人人人人
強制収容強制収容強制収容強制収容のののの記憶記憶記憶記憶

デヴィッドデヴィッドデヴィッドデヴィッド　　　　AAAA....ナイナイナイナイ
ワートワートワートワート∥∥∥∥著著著著

334.45334.45334.45334.45 ヒゲのヒゲのヒゲのヒゲの日本近現代史日本近現代史日本近現代史日本近現代史 阿部 恒久阿部 恒久阿部 恒久阿部 恒久∥∥∥∥著著著著 383.5383.5383.5383.5

忘忘忘忘れられないれられないれられないれられない日本人移民日本人移民日本人移民日本人移民　　　　ブラジブラジブラジブラジ
ルへルへルへルへ渡渡渡渡ったったったった記録映像作家記録映像作家記録映像作家記録映像作家のののの旅旅旅旅

岡村 淳岡村 淳岡村 淳岡村 淳∥∥∥∥著著著著 334.46334.46334.46334.46 北限北限北限北限のののの海女今昔海女今昔海女今昔海女今昔
北限北限北限北限のののの海女今昔編海女今昔編海女今昔編海女今昔編
集委員会集委員会集委員会集委員会∥∥∥∥著著著著

384.36384.36384.36384.36

会社会社会社会社をををを変変変変えるえるえるえる分析分析分析分析のののの力力力力 河本 薫河本 薫河本 薫河本 薫∥∥∥∥著著著著 336.17336.17336.17336.17 子子子子どものどものどものどもの遊遊遊遊びびびび黄金時代黄金時代黄金時代黄金時代 初見 健一初見 健一初見 健一初見 健一∥∥∥∥著著著著 384.55384.55384.55384.55

結局結局結局結局、、、、仕事仕事仕事仕事はははは「「「「言言言言いいいい方方方方」」」」しだいしだいしだいしだい 齋藤 孝齋藤 孝齋藤 孝齋藤 孝∥∥∥∥著著著著 336.49336.49336.49336.49 巨大戦艦大和巨大戦艦大和巨大戦艦大和巨大戦艦大和 NHKNHKNHKNHK取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥著著著著 391.21391.21391.21391.21

節税節税節税節税がががが分分分分かればかればかればかれば、、、、会社会社会社会社はははは簡単簡単簡単簡単にににに
潰潰潰潰れないれないれないれない

出口 秀樹出口 秀樹出口 秀樹出口 秀樹∥∥∥∥著著著著 336.98336.98336.98336.98
秘録秘録秘録秘録・・・・日本国防軍日本国防軍日本国防軍日本国防軍クーデタークーデタークーデタークーデター計計計計
画画画画

阿羅 健一阿羅 健一阿羅 健一阿羅 健一∥∥∥∥著著著著 392.11392.11392.11392.11

年金詐欺年金詐欺年金詐欺年金詐欺　　　　AIJAIJAIJAIJ事件事件事件事件からからからから始始始始まったまったまったまった資産資産資産資産
消失消失消失消失のののの「「「「真犯人真犯人真犯人真犯人」」」」

永森 秀和永森 秀和永森 秀和永森 秀和∥∥∥∥著著著著 338.15338.15338.15338.15 世界世界世界世界のののの軍用犬軍用犬軍用犬軍用犬のののの物語物語物語物語
ナイジェルナイジェルナイジェルナイジェル　　　　オーオーオーオー
ルソップルソップルソップルソップ∥∥∥∥著著著著

395.8395.8395.8395.8

税金税金税金税金がタダになるがタダになるがタダになるがタダになる、、、、おトクなおトクなおトクなおトクな
「「「「NISANISANISANISA」」」」活用入門活用入門活用入門活用入門

竹川 美奈子竹川 美奈子竹川 美奈子竹川 美奈子∥∥∥∥著著著著 338.8338.8338.8338.8 闘闘闘闘うううう零戦零戦零戦零戦　　　　隊員隊員隊員隊員たちのたちのたちのたちの写真集写真集写真集写真集 渡辺 洋二渡辺 洋二渡辺 洋二渡辺 洋二∥∥∥∥編著編著編著編著 397.8397.8397.8397.8

30303030代代代代からのからのからのからの女性女性女性女性のののの上手上手上手上手なななな保険保険保険保険のののの
入入入入りりりり方方方方

保険保険保険保険クリニッククリニッククリニッククリニック∥∥∥∥
監修監修監修監修!!!!

339339339339 自然科学自然科学自然科学自然科学

やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり見見見見たたたた目目目目がががが9999割割割割 竹内 一郎竹内 一郎竹内 一郎竹内 一郎∥∥∥∥著著著著 361.45361.45361.45361.45 科学者科学者科学者科学者がががが人間人間人間人間であることであることであることであること 中村 桂子中村 桂子中村 桂子中村 桂子∥∥∥∥著著著著 401401401401

苦手苦手苦手苦手なななな人人人人がいなくなるがいなくなるがいなくなるがいなくなる本本本本 北山 節子北山 節子北山 節子北山 節子∥∥∥∥著著著著 361.45361.45361.45361.45 やわらかなやわらかなやわらかなやわらかな生命生命生命生命 福岡 伸一福岡 伸一福岡 伸一福岡 伸一∥∥∥∥著著著著 404404404404

NHKNHKNHKNHK「「「「COOL JAPANCOOL JAPANCOOL JAPANCOOL JAPAN」」」」かっこいいかっこいいかっこいいかっこいい
ニッポンニッポンニッポンニッポン再発見再発見再発見再発見

堤 和彦堤 和彦堤 和彦堤 和彦∥∥∥∥著著著著 361.5361.5361.5361.5 子子子子どもとどもとどもとどもと読読読読みたいみたいみたいみたい科学科学科学科学のののの本棚本棚本棚本棚 藤嶋 昭藤嶋 昭藤嶋 昭藤嶋 昭∥∥∥∥著著著著 407407407407

『『『『青鞜青鞜青鞜青鞜』』』』のののの冒険冒険冒険冒険　　　　女女女女がががが集集集集まってまってまってまって雑誌雑誌雑誌雑誌をををを
つくるということつくるということつくるということつくるということ

森 森 森 森 まゆみまゆみまゆみまゆみ∥∥∥∥著著著著 367.1367.1367.1367.1 炭素文明論炭素文明論炭素文明論炭素文明論 佐藤 健太郎佐藤 健太郎佐藤 健太郎佐藤 健太郎∥∥∥∥著著著著 435.6435.6435.6435.6

2



443.8443.8443.8443.8 鎌田式健康鎌田式健康鎌田式健康鎌田式健康ごはんごはんごはんごはん 鎌田 實鎌田 實鎌田 實鎌田 實∥∥∥∥著著著著 498.58498.58498.58498.58

宇宙宇宙宇宙宇宙はなぜこのようなはなぜこのようなはなぜこのようなはなぜこのような宇宙宇宙宇宙宇宙なのかなのかなのかなのか 青木 薫青木 薫青木 薫青木 薫∥∥∥∥著著著著 443.9443.9443.9443.9 ゴボウゴボウゴボウゴボウ茶茶茶茶をををを飲飲飲飲むとむとむとむと20202020歳若返歳若返歳若返歳若返るるるる!!!! 南雲 吉則南雲 吉則南雲 吉則南雲 吉則∥∥∥∥著著著著 498.58498.58498.58498.58

惑星惑星惑星惑星・・・・太陽太陽太陽太陽のののの大発見大発見大発見大発見 田近 英一田近 英一田近 英一田近 英一∥∥∥∥監修監修監修監修 444444444444 こうしてこうしてこうしてこうして作作作作ればればればれば医者医者医者医者はいらないはいらないはいらないはいらない 若杉 友子若杉 友子若杉 友子若杉 友子∥∥∥∥著著著著 498.58498.58498.58498.58

ひんやりひんやりひんやりひんやり氷氷氷氷のののの本本本本 前野 紀一前野 紀一前野 紀一前野 紀一∥∥∥∥監修監修監修監修 451.68451.68451.68451.68 エイズのエイズのエイズのエイズの起源起源起源起源
ジャックジャックジャックジャック　　　　ペパンペパンペパンペパン
∥∥∥∥著著著著

498.6498.6498.6498.6

海海海海のののの授業授業授業授業 後藤 忠徳後藤 忠徳後藤 忠徳後藤 忠徳∥∥∥∥著著著著 452452452452 警告警告警告警告!!!!身近身近身近身近なななな薬薬薬薬のののの副作用副作用副作用副作用 武政 文彦武政 文彦武政 文彦武政 文彦∥∥∥∥監修監修監修監修 499.1499.1499.1499.1

日本日本日本日本のののの深海深海深海深海 瀧澤 美奈子瀧澤 美奈子瀧澤 美奈子瀧澤 美奈子∥∥∥∥著著著著 452452452452 技術技術技術技術・・・・実用書実用書実用書実用書

街歩街歩街歩街歩き・き・き・き・里歩里歩里歩里歩きのきのきのきの名水名水名水名水・・・・湧水散歩湧水散歩湧水散歩湧水散歩 南 正時南 正時南 正時南 正時∥∥∥∥著著著著 452.9452.9452.9452.9 水水水水のののの都市江戸都市江戸都市江戸都市江戸・・・・東京東京東京東京 陣内 秀信陣内 秀信陣内 秀信陣内 秀信∥∥∥∥編編編編 517.21517.21517.21517.21

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災をををを分析分析分析分析するするするする　　　　1111・・・・2222 平川 新平川 新平川 新平川 新∥∥∥∥編著編著編著編著 453.21453.21453.21453.21 ほんとうのほんとうのほんとうのほんとうの環境白書環境白書環境白書環境白書 池田 清彦池田 清彦池田 清彦池田 清彦∥∥∥∥著著著著 519519519519

富士山富士山富士山富士山　　　　大自然大自然大自然大自然へのへのへのへの道案内道案内道案内道案内 小山 真人小山 真人小山 真人小山 真人∥∥∥∥著著著著 453.82453.82453.82453.82
ここまでわかったここまでわかったここまでわかったここまでわかったPMPMPMPM2222....5555本当本当本当本当のののの恐恐恐恐
怖怖怖怖

井上 浩義井上 浩義井上 浩義井上 浩義∥∥∥∥著著著著 519.3519.3519.3519.3

カビのカビのカビのカビの科学科学科学科学 李 憲俊李 憲俊李 憲俊李 憲俊∥∥∥∥著著著著 465.8465.8465.8465.8 匠匠匠匠たちのたちのたちのたちの名旅館名旅館名旅館名旅館 稲葉 稲葉 稲葉 稲葉 なおとなおとなおとなおと∥∥∥∥著著著著 526.68526.68526.68526.68

これでナットクこれでナットクこれでナットクこれでナットク!!!!植物植物植物植物のののの謎謎謎謎　　　　PartPartPartPart2222
日本植物生理学日本植物生理学日本植物生理学日本植物生理学
会会会会∥∥∥∥編編編編

470470470470 家康公家康公家康公家康公のののの時計時計時計時計 落合 偉洲落合 偉洲落合 偉洲落合 偉洲∥∥∥∥著著著著 535.2535.2535.2535.2

野性野性野性野性のののの知能知能知能知能　　　　裸裸裸裸のののの脳脳脳脳からからからから、、、、身体身体身体身体・・・・環境環境環境環境
とのつながりへとのつながりへとのつながりへとのつながりへ

ルイーズルイーズルイーズルイーズ　　　　バレッバレッバレッバレッ
トトトト∥∥∥∥著著著著

481.37481.37481.37481.37 「「「「稀稀稀稀」」」」車両車両車両車両　　　　存在存在存在存在しながらもしながらもしながらもしながらも、、、、なかなかなかなかなかなかなかなか出会出会出会出会
えないえないえないえない、、、、選選選選りすぐりのりすぐりのりすぐりのりすぐりの変変変変わりわりわりわり種車両種車両種車両種車両

高橋 政士高橋 政士高橋 政士高橋 政士∥∥∥∥著著著著 536536536536

危険危険危険危険・・・・有毒生物有毒生物有毒生物有毒生物　　　　フィールドベストフィールドベストフィールドベストフィールドベスト図図図図
鑑鑑鑑鑑

篠永 哲篠永 哲篠永 哲篠永 哲∥∥∥∥監修監修監修監修 481.9481.9481.9481.9 537.99537.99537.99537.99

ダイオウイカとダイオウイカとダイオウイカとダイオウイカと深海深海深海深海のののの生物生物生物生物
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∥∥∥∥監修監修監修監修 484.7484.7484.7484.7 538.64538.64538.64538.64

虫虫虫虫のののの呼呼呼呼びびびび名事典名事典名事典名事典
森上 信夫森上 信夫森上 信夫森上 信夫∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

486486486486 宇宙探査機宇宙探査機宇宙探査機宇宙探査機はるかなるはるかなるはるかなるはるかなる旅路旅路旅路旅路へへへへ 山川 宏山川 宏山川 宏山川 宏∥∥∥∥著著著著 538.9538.9538.9538.9

こうしてこうしてこうしてこうして生生生生まれるまれるまれるまれる　　　　受胎受胎受胎受胎からからからから誕生誕生誕生誕生までまでまでまで
アレグザンダーアレグザンダーアレグザンダーアレグザンダー
シアラスシアラスシアラスシアラス∥∥∥∥著著著著

491.36491.36491.36491.36 539.09539.09539.09539.09

日本日本日本日本のレスキューヘリのレスキューヘリのレスキューヘリのレスキューヘリ

原発原発原発原発とメディアとメディアとメディアとメディア　　　　1111・・・・2222

夜空夜空夜空夜空とととと星星星星のののの物語物語物語物語

日本日本日本日本のののの消防車消防車消防車消防車　　　　2014201420142014
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脳脳脳脳とととと機械機械機械機械をつないでみたらをつないでみたらをつないでみたらをつないでみたら 櫻井 芳雄櫻井 芳雄櫻井 芳雄櫻井 芳雄∥∥∥∥著著著著 491.37491.37491.37491.37 放射能放射能放射能放射能はははは取取取取りりりり除除除除けるけるけるける 児玉 龍彦児玉 龍彦児玉 龍彦児玉 龍彦∥∥∥∥著著著著 539.68539.68539.68539.68

そうなんだそうなんだそうなんだそうなんだ!!!!遺伝子検査遺伝子検査遺伝子検査遺伝子検査とととと病気病気病気病気のののの
疑問疑問疑問疑問

櫻井 晃洋櫻井 晃洋櫻井 晃洋櫻井 晃洋∥∥∥∥著著著著 491.69491.69491.69491.69 電気料金電気料金電気料金電気料金はなぜはなぜはなぜはなぜ上上上上がるのかがるのかがるのかがるのか
朝日新聞経済部朝日新聞経済部朝日新聞経済部朝日新聞経済部
∥∥∥∥著著著著

540.95540.95540.95540.95

99999999....9999%%%%がががが誤用誤用誤用誤用のののの抗生物質抗生物質抗生物質抗生物質 岩田 健太郎岩田 健太郎岩田 健太郎岩田 健太郎∥∥∥∥著著著著 491.79491.79491.79491.79
全図解日本全図解日本全図解日本全図解日本とととと世界世界世界世界のののの「「「「発電発電発電発電」」」」地図地図地図地図
帳帳帳帳

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∥∥∥∥著著著著

543543543543

アルビノをアルビノをアルビノをアルビノを生生生生きるきるきるきる 川名 紀美川名 紀美川名 紀美川名 紀美∥∥∥∥著著著著 493.12493.12493.12493.12 原発原発原発原発はははは火力火力火力火力よりよりよりより高高高高いいいい 金子 勝金子 勝金子 勝金子 勝∥∥∥∥著著著著 543.5543.5543.5543.5

患者患者患者患者さんのためのさんのためのさんのためのさんのための心臓心臓心臓心臓リハビリリハビリリハビリリハビリ入入入入
門門門門

上月 正博上月 正博上月 正博上月 正博∥∥∥∥編集編集編集編集 493.23493.23493.23493.23 メルトダウンメルトダウンメルトダウンメルトダウン連鎖連鎖連鎖連鎖のののの真相真相真相真相
NHKNHKNHKNHKスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル『『『『メルメルメルメル
トダウントダウントダウントダウン』』』』取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥著著著著

543.5543.5543.5543.5

なぜなぜなぜなぜ感染症感染症感染症感染症がががが人類最大人類最大人類最大人類最大のののの敵敵敵敵なのなのなのなの
かかかか????

岡田 晴恵岡田 晴恵岡田 晴恵岡田 晴恵∥∥∥∥著著著著 493.8493.8493.8493.8 太陽太陽太陽太陽がくれるがくれるがくれるがくれる利益利益利益利益 大都 英俊大都 英俊大都 英俊大都 英俊∥∥∥∥著著著著 543.8543.8543.8543.8

母乳母乳母乳母乳とくすりとくすりとくすりとくすり　　　　あなたのあなたのあなたのあなたの疑問解決疑問解決疑問解決疑問解決しましましましま
すすすす

水野 克己水野 克己水野 克己水野 克己∥∥∥∥著著著著 493.98493.98493.98493.98 大大大大きなきなきなきな字字字字でわかりやすいでわかりやすいでわかりやすいでわかりやすいiPadiPadiPadiPad入門入門入門入門 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 548.29548.29548.29548.29

国立国立国立国立がんがんがんがん研究研究研究研究センターあなたがセンターあなたがセンターあなたがセンターあなたが
受受受受けられるけられるけられるけられる抗抗抗抗がんがんがんがん剤治療剤治療剤治療剤治療

荒井 保明荒井 保明荒井 保明荒井 保明∥∥∥∥監修監修監修監修 494.53494.53494.53494.53
ぼくはぼくはぼくはぼくは「「「「しんかいしんかいしんかいしんかい6500650065006500」」」」のパイロッのパイロッのパイロッのパイロッ
トトトト

吉梅 剛吉梅 剛吉梅 剛吉梅 剛∥∥∥∥著著著著 558.3558.3558.3558.3

美容整形美容整形美容整形美容整形とととと<<<<普通普通普通普通のわたしのわたしのわたしのわたし>>>> 川添 裕子川添 裕子川添 裕子川添 裕子∥∥∥∥著著著著 494.79494.79494.79494.79 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海底資源海底資源海底資源海底資源のののの本本本本 大高 敏男大高 敏男大高 敏男大高 敏男∥∥∥∥著著著著 558.4558.4558.4558.4

シャンプーをやめるとシャンプーをやめるとシャンプーをやめるとシャンプーをやめると、、、、髪髪髪髪がががが増増増増ええええ
るるるる

宇津木 龍一宇津木 龍一宇津木 龍一宇津木 龍一∥∥∥∥著著著著 494.8494.8494.8494.8 アンデルセンアンデルセンアンデルセンアンデルセン物語物語物語物語　　　　食卓食卓食卓食卓にににに志志志志をををを運運運運ぶぶぶぶ
「「「「パンパンパンパン屋屋屋屋」」」」のののの誇誇誇誇りりりり

一志 治夫一志 治夫一志 治夫一志 治夫∥∥∥∥著著著著 588.32588.32588.32588.32

命命命命のののの格差格差格差格差はははは止止止止められるかめられるかめられるかめられるか
イチローイチローイチローイチロー　　　　カワチカワチカワチカワチ
∥∥∥∥著著著著

498498498498 やおきんやおきんやおきんやおきん公認公認公認公認うまいうまいうまいうまい棒大百科棒大百科棒大百科棒大百科
うまいうまいうまいうまい棒同盟棒同盟棒同盟棒同盟∥∥∥∥監監監監
修修修修

588.39588.39588.39588.39

3333分分分分でででで劇的劇的劇的劇的にににに楽楽楽楽になるになるになるになる指指指指だけヨガだけヨガだけヨガだけヨガ 深堀 真由美深堀 真由美深堀 真由美深堀 真由美∥∥∥∥著著著著 498.34498.34498.34498.34 50505050歳歳歳歳、、、、おしゃれおしゃれおしゃれおしゃれ元年元年元年元年。。。。 地曳 地曳 地曳 地曳 いくいくいくいく子子子子∥∥∥∥著著著著 589.2589.2589.2589.2

原田正純原田正純原田正純原田正純のののの遺言遺言遺言遺言
原田 正純原田 正純原田 正純原田 正純∥∥∥∥ほかほかほかほか
著著著著

498.48498.48498.48498.48 足足足足とととと靴靴靴靴のののの科学科学科学科学
アシックススポーツアシックススポーツアシックススポーツアシックススポーツ工工工工
学研究所学研究所学研究所学研究所∥∥∥∥編著編著編著編著 589.25589.25589.25589.25

未来未来未来未来のののの食卓食卓食卓食卓
ジョシュジョシュジョシュジョシュ　　　　シェーシェーシェーシェー
ンヴァルドンヴァルドンヴァルドンヴァルド∥∥∥∥著著著著

498.5498.5498.5498.5 もっともっともっともっと!!!!おうちのおうちのおうちのおうちの科学科学科学科学 内田 麻理香内田 麻理香内田 麻理香内田 麻理香∥∥∥∥著著著著 592592592592

じょうぶなじょうぶなじょうぶなじょうぶな子子子子どもをつくるどもをつくるどもをつくるどもをつくる基本食基本食基本食基本食 幕内 秀夫幕内 秀夫幕内 秀夫幕内 秀夫∥∥∥∥著著著著 B498.5B498.5B498.5B498.5 592.7592.7592.7592.7

食食食食べべべべ放題放題放題放題ダイエットダイエットダイエットダイエット 池井 佑丞池井 佑丞池井 佑丞池井 佑丞∥∥∥∥著著著著 498.58498.58498.58498.58
シンプルでかわいいベビーシンプルでかわいいベビーシンプルでかわいいベビーシンプルでかわいいベビー&&&&こどこどこどこど
ものものものもの帽子帽子帽子帽子とととと小物小物小物小物

成美堂出版編集成美堂出版編集成美堂出版編集成美堂出版編集
部部部部∥∥∥∥編編編編

593.3593.3593.3593.3

DIYDIYDIYDIYでででで作作作作るるるる可愛可愛可愛可愛いいいい収納家具収納家具収納家具収納家具
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CHECKCHECKCHECKCHECK&&&&STRIPESTRIPESTRIPESTRIPEてづくりでボンてづくりでボンてづくりでボンてづくりでボン
ボヤージュボヤージュボヤージュボヤージュ

在田 佳代子在田 佳代子在田 佳代子在田 佳代子∥∥∥∥著著著著 593.36593.36593.36593.36
あのあのあのあの介護施設介護施設介護施設介護施設にはにはにはには、、、、なぜなぜなぜなぜ人人人人がががが集集集集
まるのかまるのかまるのかまるのか

糠谷 和弘糠谷 和弘糠谷 和弘糠谷 和弘∥∥∥∥編著編著編著編著 673.95673.95673.95673.95

月居良子月居良子月居良子月居良子のかんたんのかんたんのかんたんのかんたん、、、、かわいいまっすぐかわいいまっすぐかわいいまっすぐかわいいまっすぐ
ソーイングエプロンソーイングエプロンソーイングエプロンソーイングエプロン&&&&エプロンドレスエプロンドレスエプロンドレスエプロンドレス 月居 良子月居 良子月居 良子月居 良子∥∥∥∥著著著著 593.36593.36593.36593.36

マスコミがマスコミがマスコミがマスコミが取材取材取材取材したくなるしたくなるしたくなるしたくなる!!!!「「「「プレスプレスプレスプレス
リリースリリースリリースリリース」」」」のののの法則法則法則法則

足立 早恵子足立 早恵子足立 早恵子足立 早恵子∥∥∥∥著著著著 674.6674.6674.6674.6

594594594594 ペンギンがペンギンがペンギンがペンギンが空空空空をををを飛飛飛飛んだんだんだんだ日日日日　　　　ICICICIC乗車乗車乗車乗車
券券券券・・・・SuicaSuicaSuicaSuicaがががが変変変変えたライフスタイルえたライフスタイルえたライフスタイルえたライフスタイル

椎橋 章夫椎橋 章夫椎橋 章夫椎橋 章夫∥∥∥∥著著著著 686.51686.51686.51686.51

あみぐるみのたからものあみぐるみのたからものあみぐるみのたからものあみぐるみのたからもの
おおまち まきおおまち まきおおまち まきおおまち まき∥∥∥∥
著著著著

594.3594.3594.3594.3 エアラインエアラインエアラインエアラインGUIDE BOOKGUIDE BOOKGUIDE BOOKGUIDE BOOK　　　　日本発日本発日本発日本発
着国際線着国際線着国際線着国際線&&&&国内線国内線国内線国内線

中西 克吉中西 克吉中西 克吉中西 克吉∥∥∥∥本文本文本文本文
執筆執筆執筆執筆

687687687687

裂織裂織裂織裂織りでつくるバッグりでつくるバッグりでつくるバッグりでつくるバッグ 松永 治子松永 治子松永 治子松永 治子∥∥∥∥著著著著 594.7594.7594.7594.7
空港空港空港空港でででで働働働働くくくく仕事仕事仕事仕事ガイドガイドガイドガイド　　　　2013201320132013改訂改訂改訂改訂
版版版版

月刊月刊月刊月刊<<<<エアステージエアステージエアステージエアステージ
>>>>編集部編集部編集部編集部∥∥∥∥編集編集編集編集

687.3687.3687.3687.3

タイ・バンコクタイ・バンコクタイ・バンコクタイ・バンコクBEAUTY GUIDEBEAUTY GUIDEBEAUTY GUIDEBEAUTY GUIDE
上田 祥子上田 祥子上田 祥子上田 祥子∥∥∥∥取材取材取材取材
文文文文　　　　監修監修監修監修

595595595595
世界一世界一世界一世界一のココロののココロののココロののココロの翼翼翼翼をををを目指目指目指目指したしたしたした
““““名物機長名物機長名物機長名物機長””””のホスピタリティのホスピタリティのホスピタリティのホスピタリティ

山形 和行山形 和行山形 和行山形 和行∥∥∥∥著著著著 687.38687.38687.38687.38

やせるやせるやせるやせる!!!!きれいになるきれいになるきれいになるきれいになる!!!!炭酸生活炭酸生活炭酸生活炭酸生活 前田 眞治前田 眞治前田 眞治前田 眞治∥∥∥∥著著著著 595595595595 真実真実真実真実のののの口口口口　　　　日航日航日航日航706706706706便機長便機長便機長便機長がががが語語語語るるるる事故事故事故事故
調査調査調査調査とととと裁判裁判裁判裁判のののの記録記録記録記録

高本 孝一高本 孝一高本 孝一高本 孝一∥∥∥∥著著著著 687.7687.7687.7687.7

下味冷凍下味冷凍下味冷凍下味冷凍のののの万能万能万能万能レシピレシピレシピレシピ 今泉 久美今泉 久美今泉 久美今泉 久美∥∥∥∥著著著著 596596596596 空港空港空港空港までまでまでまで1111時間時間時間時間はははは遠遠遠遠すぎるすぎるすぎるすぎる!!!!????　　　　現現現現
代代代代「「「「空港空港空港空港アクセスアクセスアクセスアクセス鉄道鉄道鉄道鉄道」」」」事情事情事情事情

谷川 一巳谷川 一巳谷川 一巳谷川 一巳∥∥∥∥著著著著 687.91687.91687.91687.91

使使使使いいいい切切切切りたいりたいりたいりたい調味料調味料調味料調味料ベストベストベストベスト10101010!!!! 梅津 有希子梅津 有希子梅津 有希子梅津 有希子∥∥∥∥文文文文 596596596596 芸術芸術芸術芸術・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ

またまたまたまた作作作作ってってってって!!!!とととと言言言言われるわれるわれるわれる孫孫孫孫ごはんごはんごはんごはん 本谷 惠津子本谷 惠津子本谷 惠津子本谷 惠津子∥∥∥∥著著著著 596596596596 神神神神のごときミケランジェロのごときミケランジェロのごときミケランジェロのごときミケランジェロ 池上 英洋池上 英洋池上 英洋池上 英洋∥∥∥∥著著著著 702.37702.37702.37702.37

酢酢酢酢でででで美味美味美味美味しくなるいつものおかずしくなるいつものおかずしくなるいつものおかずしくなるいつものおかず 森 洋子森 洋子森 洋子森 洋子∥∥∥∥著著著著 596596596596 おさんぽおさんぽおさんぽおさんぽ美術館美術館美術館美術館　　　　ぶらりとめぐるアーぶらりとめぐるアーぶらりとめぐるアーぶらりとめぐるアー
ト・ト・ト・ト・雑貨雑貨雑貨雑貨・カフェ・カフェ・カフェ・カフェ

杉浦 杉浦 杉浦 杉浦 さやかさやかさやかさやか∥∥∥∥著著著著 706.9706.9706.9706.9

596596596596 尊厳尊厳尊厳尊厳のののの芸術芸術芸術芸術　　　　強制収容所強制収容所強制収容所強制収容所でででで紡紡紡紡がれたがれたがれたがれた
日本日本日本日本のののの心心心心

デルフィンデルフィンデルフィンデルフィン　　　　ヒラスヒラスヒラスヒラス
ナナナナ∥∥∥∥編著編著編著編著

708.7708.7708.7708.7

おおおお役役役役にににに立立立立つかしらつかしらつかしらつかしら 辰巳 芳子辰巳 芳子辰巳 芳子辰巳 芳子∥∥∥∥著著著著 596.04596.04596.04596.04 709709709709

海海海海へへへへ、、、、山山山山へへへへ、、、、森森森森へへへへ、、、、町町町町へへへへ 小川 糸小川 糸小川 糸小川 糸∥∥∥∥著著著著
B596.0B596.0B596.0B596.0
4444

ドレのロンドンドレのロンドンドレのロンドンドレのロンドン巡礼巡礼巡礼巡礼 谷口 江里也谷口 江里也谷口 江里也谷口 江里也∥∥∥∥著著著著 723.35723.35723.35723.35

カレーのカレーのカレーのカレーの海海海海でででで泳泳泳泳ぎたいぎたいぎたいぎたい 続木 義也続木 義也続木 義也続木 義也∥∥∥∥著著著著 596.22596.22596.22596.22 画廊画廊画廊画廊のののの隅隅隅隅からからからから 和田 誠和田 誠和田 誠和田 誠∥∥∥∥著著著著 726.5726.5726.5726.5

ゴーヤーレシピゴーヤーレシピゴーヤーレシピゴーヤーレシピ 植松 良枝植松 良枝植松 良枝植松 良枝∥∥∥∥著著著著 596.37596.37596.37596.37 心心心心をひらくをひらくをひらくをひらく遊遊遊遊びびびび文字文字文字文字 森 千景森 千景森 千景森 千景∥∥∥∥著著著著 728728728728

タオルタオルタオルタオル地地地地でででで作作作作るるるる赤赤赤赤ちゃんのおもちゃとちゃんのおもちゃとちゃんのおもちゃとちゃんのおもちゃと小物小物小物小物

台所力台所力台所力台所力　「　「　「　「食食食食」」」」をををを支支支支えるえるえるえる力力力力

負負負負のののの世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産
人類人類人類人類がががが知知知知っておかなければならないっておかなければならないっておかなければならないっておかなければならない、、、、もうもうもうもう一一一一つのつのつのつの世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産!!!!
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野野野野のののの花花花花ごはんごはんごはんごはん 前田 前田 前田 前田 まゆみまゆみまゆみまゆみ∥∥∥∥著著著著 596.37596.37596.37596.37 和様和様和様和様のののの書美書美書美書美 横山 煌平横山 煌平横山 煌平横山 煌平∥∥∥∥編編編編 728.8728.8728.8728.8

地元菓子地元菓子地元菓子地元菓子 若菜 晃子若菜 晃子若菜 晃子若菜 晃子∥∥∥∥著著著著 596.65596.65596.65596.65 富士鉄富士鉄富士鉄富士鉄　　　　世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産・・・・富士山富士山富士山富士山とととと列車列車列車列車をををを撮撮撮撮
るるるる週末週末週末週末ぶらりぶらりぶらりぶらり旅旅旅旅

佐佐佐佐々々々々倉 実倉 実倉 実倉 実∥∥∥∥撮影撮影撮影撮影
文文文文

743.5743.5743.5743.5

みんなみんなみんなみんな違違違違っていいやんっていいやんっていいやんっていいやん!!!!　　　　4444男男男男5555女女女女のママのママのママのママ
さんさんさんさん助産師助産師助産師助産師がががが教教教教えるえるえるえる妊娠妊娠妊娠妊娠・・・・出産出産出産出産アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス

こばやし ひさここばやし ひさここばやし ひさここばやし ひさこ∥∥∥∥
著著著著

598.2598.2598.2598.2 ダンゴウオダンゴウオダンゴウオダンゴウオ　　　　海海海海のののの底底底底からからからから見見見見たたたた震災震災震災震災とととと再再再再
生生生生

鍵井 靖章鍵井 靖章鍵井 靖章鍵井 靖章∥∥∥∥著著著著 748748748748

高齢者高齢者高齢者高齢者とととと家族家族家族家族のためのはじめてのためのはじめてのためのはじめてのためのはじめて
のののの排泄排泄排泄排泄ケアケアケアケア

ユニユニユニユニ　　　　チャームチャームチャームチャーム排排排排
泄泄泄泄ケアケアケアケア研究所研究所研究所研究所∥∥∥∥著著著著

598.4598.4598.4598.4 野口健野口健野口健野口健がががが見見見見たたたた世界世界世界世界
野口 健野口 健野口 健野口 健∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

748748748748

ふんどしふんどしふんどしふんどし育児育児育児育児　　　　布一枚布一枚布一枚布一枚、、、、紐一本紐一本紐一本紐一本。。。。超超超超シシシシ
ンプルおむつライフのすすめンプルおむつライフのすすめンプルおむつライフのすすめンプルおむつライフのすすめ

松本 香織松本 香織松本 香織松本 香織∥∥∥∥著著著著 599.2599.2599.2599.2 毎日毎日毎日毎日をををを彩彩彩彩るるるる実用折実用折実用折実用折りりりり紙雑貨紙雑貨紙雑貨紙雑貨 金杉 登喜子金杉 登喜子金杉 登喜子金杉 登喜子∥∥∥∥著著著著 754.9754.9754.9754.9

わがわがわがわが子子子子がぐっすりがぐっすりがぐっすりがぐっすり眠眠眠眠れるれるれるれる魔法魔法魔法魔法のスのスのスのス
イッチイッチイッチイッチ

ハーヴェイハーヴェイハーヴェイハーヴェイ　　　　カーカーカーカー
ププププ∥∥∥∥著著著著

599.4599.4599.4599.4 歌歌歌歌がつむぐがつむぐがつむぐがつむぐ日本日本日本日本のののの地図地図地図地図
帝国書院編集部帝国書院編集部帝国書院編集部帝国書院編集部
∥∥∥∥著著著著

767.8767.8767.8767.8

産業産業産業産業
「「「「男男男男はつらいよはつらいよはつらいよはつらいよ」」」」寅寅寅寅さんロケさんロケさんロケさんロケ地地地地ガイガイガイガイ
ドドドド

「「「「男男男男はつらいよはつらいよはつらいよはつらいよ寅寅寅寅さんさんさんさんDVDDVDDVDDVDマガマガマガマガ
ジンジンジンジン」」」」編集編集編集編集グループグループグループグループ∥∥∥∥編編編編 778.21778.21778.21778.21

626.27626.27626.27626.27 笑笑笑笑いのいのいのいの花伝書花伝書花伝書花伝書 滝 大作滝 大作滝 大作滝 大作∥∥∥∥著著著著 779779779779

雑草雑草雑草雑草をををを活活活活かすかすかすかす!!!!手間手間手間手間なしぐうたらなしぐうたらなしぐうたらなしぐうたら農農農農
法法法法

西村 和雄西村 和雄西村 和雄西村 和雄∥∥∥∥著著著著 626.9626.9626.9626.9 人人人人たらしのたらしのたらしのたらしの極意極意極意極意 ヨネスケヨネスケヨネスケヨネスケ∥∥∥∥著著著著 779.13779.13779.13779.13

竹垣竹垣竹垣竹垣づくりのテクニックづくりのテクニックづくりのテクニックづくりのテクニック 吉河 功吉河 功吉河 功吉河 功∥∥∥∥監修監修監修監修 629.67629.67629.67629.67 東大生東大生東大生東大生にににに最最最最もももも向向向向かないかないかないかない職業職業職業職業　　　　僕僕僕僕はははは
なぜなぜなぜなぜ落語家落語家落語家落語家になったのかになったのかになったのかになったのか

春風亭 昇吉春風亭 昇吉春風亭 昇吉春風亭 昇吉∥∥∥∥著著著著 779.13779.13779.13779.13

捨捨捨捨てててて犬未来犬未来犬未来犬未来にににに教教教教わったわったわったわった27272727のののの大切大切大切大切
なことなことなことなこと

今西 乃子今西 乃子今西 乃子今西 乃子∥∥∥∥著著著著 645.6645.6645.6645.6 落語名人芸落語名人芸落語名人芸落語名人芸「「「「ネタネタネタネタ」」」」のののの裏側裏側裏側裏側 立川 志立川 志立川 志立川 志らくらくらくらく∥∥∥∥著著著著 779.13779.13779.13779.13

たまごたまごたまごたまご大事典大事典大事典大事典 高木 伸一高木 伸一高木 伸一高木 伸一∥∥∥∥著著著著 648.3648.3648.3648.3 プロのプロのプロのプロの尼尼尼尼さんさんさんさん　　　　落語家落語家落語家落語家・まるこの・まるこの・まるこの・まるこの仏道仏道仏道仏道
修行修行修行修行

露露露露の の の の 団姫団姫団姫団姫∥∥∥∥著著著著 779.13779.13779.13779.13

ミクロのミクロのミクロのミクロの森森森森　　　　1111㎡㎡㎡㎡のののの原生林原生林原生林原生林がががが語語語語るるるる生生生生
命命命命・・・・進化進化進化進化・・・・地球地球地球地球

DDDD....GGGG....ハスケルハスケルハスケルハスケル∥∥∥∥
著著著著

653.17653.17653.17653.17
明治明治明治明治のサーカスのサーカスのサーカスのサーカス芸人芸人芸人芸人はなぜロシはなぜロシはなぜロシはなぜロシ
アにアにアにアに消消消消えたのかえたのかえたのかえたのか

大島 幹雄大島 幹雄大島 幹雄大島 幹雄∥∥∥∥著著著著 779.5779.5779.5779.5

柳柳柳柳　　　　ものとものとものとものと人間人間人間人間のののの文化史文化史文化史文化史 有岡 利幸有岡 利幸有岡 利幸有岡 利幸∥∥∥∥著著著著 653.7653.7653.7653.7 猿猿猿猿まわしまわしまわしまわし被差別被差別被差別被差別のののの民俗学民俗学民俗学民俗学 筒井 功筒井 功筒井 功筒井 功∥∥∥∥著著著著 779.5779.5779.5779.5

原色木材大事典原色木材大事典原色木材大事典原色木材大事典185185185185種種種種 村山 忠親村山 忠親村山 忠親村山 忠親∥∥∥∥著著著著 657.04657.04657.04657.04 演演演演じてみようつくってみようじてみようつくってみようじてみようつくってみようじてみようつくってみよう紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居
長野 長野 長野 長野 ヒデヒデヒデヒデ子子子子∥∥∥∥編編編編
著著著著

779.8779.8779.8779.8

そのそのそのその英語英語英語英語、、、、こうこうこうこう言言言言いかえればササいかえればササいかえればササいかえればササ
るのにるのにるのにるのに!!!!

関谷 英里子関谷 英里子関谷 英里子関谷 英里子∥∥∥∥著著著著 670.93670.93670.93670.93 「「「「世界最速世界最速世界最速世界最速のののの男男男男」」」」をとらえろをとらえろをとらえろをとらえろ!!!!　　　　進化進化進化進化
するするするする「「「「スポーツスポーツスポーツスポーツ計時計時計時計時」」」」のののの驚驚驚驚くべきくべきくべきくべき世界世界世界世界

織田 一朗織田 一朗織田 一朗織田 一朗∥∥∥∥著著著著 780.4780.4780.4780.4

農家農家農家農家がががが教教教教えるトマトつくりえるトマトつくりえるトマトつくりえるトマトつくり
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やってはいけないやってはいけないやってはいけないやってはいけない筋筋筋筋トレトレトレトレ 坂詰 真二坂詰 真二坂詰 真二坂詰 真二∥∥∥∥著著著著 780.7780.7780.7780.7 ぼくはぼくはぼくはぼくは旅旅旅旅にでたにでたにでたにでた 杉山 亮杉山 亮杉山 亮杉山 亮∥∥∥∥著著著著 915.6915.6915.6915.6

甲子園甲子園甲子園甲子園のののの詩詩詩詩　　　　敗敗敗敗れざるれざるれざるれざる君君君君たちへたちへたちへたちへ 阿久 悠阿久 悠阿久 悠阿久 悠∥∥∥∥著著著著 783.7783.7783.7783.7 うつうつうつうつ病放浪記病放浪記病放浪記病放浪記 工藤 美代子工藤 美代子工藤 美代子工藤 美代子∥∥∥∥著著著著 916916916916

実例実例実例実例からからからから学学学学べるべるべるべる!!!!山山山山のののの病気病気病気病気とケガとケガとケガとケガ 野口 野口 野口 野口 いづみいづみいづみいづみ∥∥∥∥著著著著 786.1786.1786.1786.1 両親四人看送両親四人看送両親四人看送両親四人看送りのりのりのりの記記記記 長濱 晴子長濱 晴子長濱 晴子長濱 晴子∥∥∥∥著著著著 916916916916

知知知知られざるられざるられざるられざる大鵬大鵬大鵬大鵬 佐藤 祥子佐藤 祥子佐藤 祥子佐藤 祥子∥∥∥∥著著著著 788.1788.1788.1788.1 美女入門金言集美女入門金言集美女入門金言集美女入門金言集 林 真理子林 真理子林 真理子林 真理子∥∥∥∥著著著著 917917917917

おおおお花花花花をきれいにをきれいにをきれいにをきれいに長長長長くくくく楽楽楽楽しむしむしむしむ本本本本
日本華道社編集日本華道社編集日本華道社編集日本華道社編集
部部部部∥∥∥∥編編編編

793793793793 夜夜夜夜とととと霧霧霧霧 諸富 祥彦諸富 祥彦諸富 祥彦諸富 祥彦∥∥∥∥著著著著 946946946946

脳脳脳脳がががが甦甦甦甦るるるる頭頭頭頭のののの柔軟体操柔軟体操柔軟体操柔軟体操
マエストロマエストロマエストロマエストロ稲葉稲葉稲葉稲葉∥∥∥∥
著著著著

798798798798 小説小説小説小説（（（（日本日本日本日本））））

言語言語言語言語 共震共震共震共震 相場 英雄相場 英雄相場 英雄相場 英雄∥∥∥∥著著著著 NNNN

子子子子どものうそどものうそどものうそどものうそ、、、、大人大人大人大人のののの皮肉皮肉皮肉皮肉 松井 智子松井 智子松井 智子松井 智子∥∥∥∥著著著著 810.1810.1810.1810.1 駅物語駅物語駅物語駅物語 朱野 帰子朱野 帰子朱野 帰子朱野 帰子∥∥∥∥著著著著 NNNN

日本人日本人日本人日本人のののの知知知知らないらないらないらない日本語日本語日本語日本語　　　　4444 蛇蔵蛇蔵蛇蔵蛇蔵∥∥∥∥著著著著 810.4810.4810.4810.4 グラウンドのグラウンドのグラウンドのグラウンドの詩詩詩詩
あさの あつこあさの あつこあさの あつこあさの あつこ∥∥∥∥
著著著著

NNNN

漢字漢字漢字漢字からみたからみたからみたからみた日本語日本語日本語日本語のののの歴史歴史歴史歴史 今野 真二今野 真二今野 真二今野 真二∥∥∥∥著著著著 811.2811.2811.2811.2 さいとうさいとうさいとうさいとう市立市立市立市立さいとうさいとうさいとうさいとう高校野球部高校野球部高校野球部高校野球部
あさの あつこあさの あつこあさの あつこあさの あつこ∥∥∥∥
著著著著

NNNN

心心心心のののの手紙手紙手紙手紙をををを届届届届けたいけたいけたいけたい。。。。
「「「「恋文大賞恋文大賞恋文大賞恋文大賞」」」」編集編集編集編集
委員会委員会委員会委員会

816.8816.8816.8816.8 花花花花やややや咲咲咲咲くくくく咲咲咲咲くくくく
あさの あつこあさの あつこあさの あつこあさの あつこ∥∥∥∥
著著著著

NNNN

文学文学文学文学 恋歌恋歌恋歌恋歌 朝井 朝井 朝井 朝井 まかてまかてまかてまかて∥∥∥∥著著著著 NNNN

川端康成伝川端康成伝川端康成伝川端康成伝 小谷野 敦小谷野 敦小谷野 敦小谷野 敦∥∥∥∥著著著著 910.27910.27910.27910.27 AnotherAnotherAnotherAnother　　　　2222 綾辻 行人綾辻 行人綾辻 行人綾辻 行人∥∥∥∥著著著著 NNNN

遠浅遠浅遠浅遠浅 斉藤 梢斉藤 梢斉藤 梢斉藤 梢∥∥∥∥著著著著 911.16911.16911.16911.16 水水水水をををを抱抱抱抱くくくく 石田 衣良石田 衣良石田 衣良石田 衣良∥∥∥∥著著著著 NNNN

トリサンナイタトリサンナイタトリサンナイタトリサンナイタ 大口 玲子大口 玲子大口 玲子大口 玲子∥∥∥∥著著著著 911.17911.17911.17911.17 王王王王になろうとしたになろうとしたになろうとしたになろうとした男男男男 伊東 潤伊東 潤伊東 潤伊東 潤∥∥∥∥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　　　　満員御礼編満員御礼編満員御礼編満員御礼編
みやぎシルバーみやぎシルバーみやぎシルバーみやぎシルバー
ネットネットネットネット∥∥∥∥編編編編

911.47911.47911.47911.47 オーリエラントのオーリエラントのオーリエラントのオーリエラントの魔道師魔道師魔道師魔道師たちたちたちたち 乾石 智子乾石 智子乾石 智子乾石 智子∥∥∥∥著著著著 NNNN

5

手手手手からからからから、、、、手手手手へへへへ 池井 昌樹池井 昌樹池井 昌樹池井 昌樹∥∥∥∥詩詩詩詩 911.56911.56911.56911.56 北北北北のののの街物語街物語街物語街物語 内田 康夫内田 康夫内田 康夫内田 康夫∥∥∥∥著著著著 NNNN

ミライノコドモミライノコドモミライノコドモミライノコドモ 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 ケルベロスのケルベロスのケルベロスのケルベロスの肖像肖像肖像肖像 海堂 尊海堂 尊海堂 尊海堂 尊∥∥∥∥著著著著 NNNN

バーネットバーネットバーネットバーネット自伝自伝自伝自伝
フランシスフランシスフランシスフランシス　　　　ホジソンホジソンホジソンホジソン
バーネットバーネットバーネットバーネット∥∥∥∥著著著著

930.28930.28930.28930.28 詐騎士詐騎士詐騎士詐騎士　　　　6666 かいとーこかいとーこかいとーこかいとーこ∥∥∥∥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 レヴォリューションレヴォリューションレヴォリューションレヴォリューションNoNoNoNo....0000 金城 一紀金城 一紀金城 一紀金城 一紀∥∥∥∥著著著著 NNNN

もうもうもうもう、、、、猫猫猫猫なしではなしではなしではなしでは生生生生きていけないきていけないきていけないきていけない。。。。 安部 譲二安部 譲二安部 譲二安部 譲二∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 トゥルークのトゥルークのトゥルークのトゥルークの海賊海賊海賊海賊　　　　2222 茅田 砂胡茅田 砂胡茅田 砂胡茅田 砂胡∥∥∥∥著著著著 NNNN

晴晴晴晴れたりれたりれたりれたり曇曇曇曇ったりったりったりったり 川上 弘美川上 弘美川上 弘美川上 弘美∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 ドラゴンフライドラゴンフライドラゴンフライドラゴンフライ 河合 莞爾河合 莞爾河合 莞爾河合 莞爾∥∥∥∥著著著著 NNNN

ほんじつほんじつほんじつほんじつ休休休休ませてませてませてませて戴戴戴戴きますきますきますきます　　　　人生人生人生人生
最晩年最晩年最晩年最晩年、、、、あふれあふれあふれあふれ出出出出たたたた愛愛愛愛のののの言葉集言葉集言葉集言葉集

さかもと けんいちさかもと けんいちさかもと けんいちさかもと けんいち
∥∥∥∥著著著著

914.6914.6914.6914.6 疫神疫神疫神疫神((((やまいがみやまいがみやまいがみやまいがみ)))) 川崎 草志川崎 草志川崎 草志川崎 草志∥∥∥∥著著著著 NNNN

かくてかくてかくてかくて老兵老兵老兵老兵はははは消消消消えてゆくえてゆくえてゆくえてゆく 佐藤 愛子佐藤 愛子佐藤 愛子佐藤 愛子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 喧嘩猿喧嘩猿喧嘩猿喧嘩猿 木内 一裕木内 一裕木内 一裕木内 一裕∥∥∥∥著著著著 NNNN

人間人間人間人間にとってにとってにとってにとって成熟成熟成熟成熟とはとはとはとは何何何何かかかか 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 リセットリセットリセットリセット　　　　5555....5555 如月 如月 如月 如月 ゆすらゆすらゆすらゆすら∥∥∥∥著著著著 NNNN

キュンとしちゃだめですかキュンとしちゃだめですかキュンとしちゃだめですかキュンとしちゃだめですか???? 益田 益田 益田 益田 ミリミリミリミリ∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 岳飛伝岳飛伝岳飛伝岳飛伝　　　　6666 北方 謙三北方 謙三北方 謙三北方 謙三∥∥∥∥著著著著 NNNN

さよならはさよならはさよならはさよならは小小小小さいさいさいさい声声声声でででで 松浦 弥太郎松浦 弥太郎松浦 弥太郎松浦 弥太郎∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 祭祭祭祭りのりのりのりの日日日日 北原 亞以子北原 亞以子北原 亞以子北原 亞以子∥∥∥∥著著著著 NNNN

三谷幸喜三谷幸喜三谷幸喜三谷幸喜のありふれたのありふれたのありふれたのありふれた生活生活生活生活　　　　11111111 三谷 幸喜三谷 幸喜三谷 幸喜三谷 幸喜∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 暗殺者暗殺者暗殺者暗殺者たちたちたちたち 黒川 創黒川 創黒川 創黒川 創∥∥∥∥著著著著 NNNN

文士文士文士文士のののの友情友情友情友情　　　　吉行淳之介吉行淳之介吉行淳之介吉行淳之介のののの事事事事なななな
どどどど

安岡 章太郎安岡 章太郎安岡 章太郎安岡 章太郎∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 法服法服法服法服のののの王国王国王国王国　　　　上下上下上下上下 黒木 亮黒木 亮黒木 亮黒木 亮∥∥∥∥著著著著 NNNN

ベスト・エッセイベスト・エッセイベスト・エッセイベスト・エッセイ　　　　2013201320132013
日本文藝家協会日本文藝家協会日本文藝家協会日本文藝家協会
∥∥∥∥編編編編

914.68914.68914.68914.68 離離離離れれれれ折紙折紙折紙折紙 黒川 博行黒川 博行黒川 博行黒川 博行∥∥∥∥著著著著 NNNN

原風景原風景原風景原風景のなかへのなかへのなかへのなかへ 安野 光雅安野 光雅安野 光雅安野 光雅∥∥∥∥著著著著 915.6915.6915.6915.6 アクティブメジャーズアクティブメジャーズアクティブメジャーズアクティブメジャーズ 今野 敏今野 敏今野 敏今野 敏∥∥∥∥著著著著 NNNN

風景風景風景風景はははは記憶記憶記憶記憶のののの順順順順にできていくにできていくにできていくにできていく 椎名 誠椎名 誠椎名 誠椎名 誠∥∥∥∥著著著著 915.6915.6915.6915.6 ゆびきりゆびきりゆびきりゆびきり 早乙女 勝元早乙女 勝元早乙女 勝元早乙女 勝元∥∥∥∥著著著著 NNNN
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無垢無垢無垢無垢のののの領域領域領域領域 桜木 紫乃桜木 紫乃桜木 紫乃桜木 紫乃∥∥∥∥著著著著 NNNN 骸骨骸骨骸骨骸骨をををを乞乞乞乞うううう 雪乃 紗衣雪乃 紗衣雪乃 紗衣雪乃 紗衣∥∥∥∥著著著著 NNNN

風風風風にににに立立立立つライオンつライオンつライオンつライオン さだ まさしさだ まさしさだ まさしさだ まさし∥∥∥∥著著著著 NNNN スウィート・ヒアアフタースウィート・ヒアアフタースウィート・ヒアアフタースウィート・ヒアアフター
よしもと ばななよしもと ばななよしもと ばななよしもと ばなな∥∥∥∥
著著著著

NNNN

ママンママンママンママン愛人愛人愛人愛人((((ラマンラマンラマンラマン)))) 佐藤 亜有子佐藤 亜有子佐藤 亜有子佐藤 亜有子∥∥∥∥著著著著 NNNN つむじつむじつむじつむじ風食堂風食堂風食堂風食堂とととと僕僕僕僕 吉田 篤弘吉田 篤弘吉田 篤弘吉田 篤弘∥∥∥∥著著著著 NNNN

ニッチをニッチをニッチをニッチを探探探探してしてしてして 島田 雅彦島田 雅彦島田 雅彦島田 雅彦∥∥∥∥著著著著 NNNN 忘却忘却忘却忘却のののの覇王覇王覇王覇王ロランロランロランロラン　　　　7777 吉野 匠吉野 匠吉野 匠吉野 匠∥∥∥∥著著著著 NNNN

ゲノムのゲノムのゲノムのゲノムの国国国国のののの恋人恋人恋人恋人 瀬川 深瀬川 深瀬川 深瀬川 深∥∥∥∥著著著著 NNNN me & sheme & sheme & sheme & she LiLy∥LiLy∥LiLy∥LiLy∥著著著著 NNNN

図書館図書館図書館図書館のののの魔女魔女魔女魔女　　　　上下上下上下上下 高田 大介高田 大介高田 大介高田 大介∥∥∥∥著著著著 NNNN 大地大地大地大地のゲームのゲームのゲームのゲーム 綿矢 綿矢 綿矢 綿矢 りさりさりさりさ∥∥∥∥著著著著 NNNN

襲名犯襲名犯襲名犯襲名犯 竹吉 優輔竹吉 優輔竹吉 優輔竹吉 優輔∥∥∥∥著著著著 NNNN 小説小説小説小説（（（（外国外国外国外国））））

図書室図書室図書室図書室のキリギリスのキリギリスのキリギリスのキリギリス 竹内 真竹内 真竹内 真竹内 真∥∥∥∥著著著著 NNNN 出訴期限出訴期限出訴期限出訴期限
スコット  トゥロースコット  トゥロースコット  トゥロースコット  トゥロー
∥∥∥∥著著著著

FFFF

シャーロック・ホームズたちのシャーロック・ホームズたちのシャーロック・ホームズたちのシャーロック・ホームズたちの冒険冒険冒険冒険 田中 啓文田中 啓文田中 啓文田中 啓文∥∥∥∥著著著著 NNNN
孤児孤児孤児孤児のののの物語物語物語物語　　　　2222　　　　硬貨硬貨硬貨硬貨とととと香料香料香料香料のののの都都都都
にてにてにてにて

キャサリン  キャサリン  キャサリン  キャサリン  MMMM....
ヴァレンテヴァレンテヴァレンテヴァレンテ∥∥∥∥著著著著

FFFF

すなまわりすなまわりすなまわりすなまわり 鶴川 健吉鶴川 健吉鶴川 健吉鶴川 健吉∥∥∥∥著著著著 NNNN パウリーナのパウリーナのパウリーナのパウリーナの思思思思いいいい出出出出にににに
アドルフォ  ビオアドルフォ  ビオアドルフォ  ビオアドルフォ  ビオ
イイイイ====カサーレスカサーレスカサーレスカサーレス∥∥∥∥
著著著著

FFFF

わたしをみつけてわたしをみつけてわたしをみつけてわたしをみつけて 中脇 初枝中脇 初枝中脇 初枝中脇 初枝∥∥∥∥著著著著 NNNN 永遠永遠永遠永遠のアダムのアダムのアダムのアダム
ジュール  ヴェルジュール  ヴェルジュール  ヴェルジュール  ヴェル
ヌヌヌヌ∥∥∥∥著著著著

FFFF

七色七色七色七色のののの毒毒毒毒 中山 七里中山 七里中山 七里中山 七里∥∥∥∥著著著著 NNNN ヘミングウェイのヘミングウェイのヘミングウェイのヘミングウェイの妻妻妻妻
ポーラ  マクレイポーラ  マクレイポーラ  マクレイポーラ  マクレイ
ンンンン∥∥∥∥著著著著

FFFF

ドドドドSSSS刑事刑事刑事刑事((((デカデカデカデカ))))　　　　3333 七尾 与史七尾 与史七尾 与史七尾 与史∥∥∥∥著著著著 NNNN たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ娘娘娘娘
ロバート  ロバート  ロバート  ロバート  FFFF....ヤンヤンヤンヤン
ググググ∥∥∥∥著著著著

FFFF

漁港漁港漁港漁港のののの肉子肉子肉子肉子ちゃんちゃんちゃんちゃん 西 加奈子西 加奈子西 加奈子西 加奈子∥∥∥∥著著著著 NNNN 失踪者失踪者失踪者失踪者たちのたちのたちのたちの画家画家画家画家
ポール  ラファーポール  ラファーポール  ラファーポール  ラファー
ジジジジ∥∥∥∥著著著著

FFFF

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28282828　　　　湖西線湖西線湖西線湖西線12121212××××4444のののの謎謎謎謎

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 文庫文庫文庫文庫

拝啓拝啓拝啓拝啓17171717歳歳歳歳のののの私私私私 蓮見 恭子蓮見 恭子蓮見 恭子蓮見 恭子∥∥∥∥著著著著 NNNN 死者死者死者死者のののの声声声声なきなきなきなき声声声声　　　　上下上下上下上下
フォルカー  クッフォルカー  クッフォルカー  クッフォルカー  クッ
チャーチャーチャーチャー∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

アレックス  グレシアレックス  グレシアレックス  グレシアレックス  グレシ
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正妻正妻正妻正妻　　　　上下上下上下上下 林 真理子林 真理子林 真理子林 真理子∥∥∥∥著著著著 NNNN 刑事刑事刑事刑事たちのたちのたちのたちの三日間三日間三日間三日間　　　　上下上下上下上下
アレックス  グレシアレックス  グレシアレックス  グレシアレックス  グレシ
アンアンアンアン∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

ライオンのライオンのライオンのライオンの棲棲棲棲むむむむ街街街街 東川 篤哉東川 篤哉東川 篤哉東川 篤哉∥∥∥∥著著著著 NNNN ポーカー・レッスンポーカー・レッスンポーカー・レッスンポーカー・レッスン
ジェフリージェフリージェフリージェフリー
ディーヴァーディーヴァーディーヴァーディーヴァー∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

風景風景風景風景をををを見見見見るるるる犬犬犬犬 樋口 有介樋口 有介樋口 有介樋口 有介∥∥∥∥著著著著 NNNN 本本本本のののの町町町町のののの殺人殺人殺人殺人
ローナ  バレットローナ  バレットローナ  バレットローナ  バレット
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

不思議不思議不思議不思議のののの国国国国のグプタのグプタのグプタのグプタ ヒロヒロヒロヒロ前田前田前田前田∥∥∥∥著著著著 NNNN
ゴッサムのゴッサムのゴッサムのゴッサムの神神神神々　々　々　々　ニューヨークニューヨークニューヨークニューヨーク最最最最
初初初初のののの警官警官警官警官　　　　上下上下上下上下

リンジー  フェイリンジー  フェイリンジー  フェイリンジー  フェイ
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

春春春春のののの駒 鷺澤家四季駒 鷺澤家四季駒 鷺澤家四季駒 鷺澤家四季 福田 栄一福田 栄一福田 栄一福田 栄一∥∥∥∥著著著著 NNNN アーサーアーサーアーサーアーサー王王王王のののの墓所墓所墓所墓所のののの夢夢夢夢
アリアナ  フランクアリアナ  フランクアリアナ  フランクアリアナ  フランク
リンリンリンリン∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

爪爪爪爪とととと目目目目 藤野 可織藤野 可織藤野 可織藤野 可織∥∥∥∥著著著著 NNNN 運命運命運命運命はははは炎炎炎炎のようにのようにのようにのように
リサ  マリー  ライリサ  マリー  ライリサ  マリー  ライリサ  マリー  ライ
スススス∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

夜明夜明夜明夜明けのカノープスけのカノープスけのカノープスけのカノープス 穂高 明穂高 明穂高 明穂高 明∥∥∥∥著著著著 NNNN リュパンリュパンリュパンリュパン、、、、最後最後最後最後のののの恋恋恋恋
モーリス  ルブラモーリス  ルブラモーリス  ルブラモーリス  ルブラ
ンンンン∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

たそがれ・あやしげたそがれ・あやしげたそがれ・あやしげたそがれ・あやしげ 眉村 卓眉村 卓眉村 卓眉村 卓∥∥∥∥著著著著 NNNN もっとももっとももっとももっとも危険危険危険危険なファンタジーなファンタジーなファンタジーなファンタジー JJJJ....DDDD....ロブロブロブロブ∥∥∥∥著著著著 BFBFBFBF

政政政政とととと源源源源 三浦 三浦 三浦 三浦 しをんしをんしをんしをん∥∥∥∥著著著著 NNNN 夕凪夕凪夕凪夕凪　　　　漢方医漢方医漢方医漢方医・・・・有安有安有安有安 秋山 香乃秋山 香乃秋山 香乃秋山 香乃∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

流星流星流星流星ラプソディーラプソディーラプソディーラプソディー 三浦 稔三浦 稔三浦 稔三浦 稔∥∥∥∥著著著著 NNNN キャバジョキャバジョキャバジョキャバジョ!!!! 小林 小林 小林 小林 ミアミアミアミア∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

ここはボツコニアンここはボツコニアンここはボツコニアンここはボツコニアン　　　　3333 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
5555分分分分でででで読読読読めるめるめるめる!!!!ひとひとひとひと駅駅駅駅ストーリーストーリーストーリーストーリー　　　　夏夏夏夏
のののの記憶東口編記憶東口編記憶東口編記憶東口編

『『『『このミステリーがすごこのミステリーがすごこのミステリーがすごこのミステリーがすご
いいいい!!!!』』』』編集部編集部編集部編集部∥∥∥∥編編編編

BNBNBNBN

完本寺内貫太郎一家完本寺内貫太郎一家完本寺内貫太郎一家完本寺内貫太郎一家 向田 邦子向田 邦子向田 邦子向田 邦子∥∥∥∥著著著著 NNNN
5555分分分分でででで読読読読めるめるめるめる!!!!ひとひとひとひと駅駅駅駅ストーリーストーリーストーリーストーリー　　　　夏夏夏夏
のののの記憶西口編記憶西口編記憶西口編記憶西口編

『『『『このミステリーがすごこのミステリーがすごこのミステリーがすごこのミステリーがすご
いいいい!!!!』』』』編集部編集部編集部編集部∥∥∥∥編編編編

BNBNBNBN

自分自分自分自分をををを好好好好きになるきになるきになるきになる方法方法方法方法 本谷 有希子本谷 有希子本谷 有希子本谷 有希子∥∥∥∥著著著著 NNNN 心星心星心星心星ひとつひとつひとつひとつ　　　　みをつくしみをつくしみをつくしみをつくし料理帖料理帖料理帖料理帖6666 高田 郁高田 郁高田 郁高田 郁∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

ホテル・モーリスホテル・モーリスホテル・モーリスホテル・モーリス 森 晶麿森 晶麿森 晶麿森 晶麿∥∥∥∥著著著著 NNNN 追憶追憶追憶追憶のののの殺意殺意殺意殺意 中町 信中町 信中町 信中町 信∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

そのそのそのその青青青青のののの、、、、そのそのそのその先先先先のののの、、、、 椰月 美智子椰月 美智子椰月 美智子椰月 美智子∥∥∥∥著著著著 NNNN 四文屋四文屋四文屋四文屋　　　　並木拍子郎種取帳並木拍子郎種取帳並木拍子郎種取帳並木拍子郎種取帳4444 松井 今朝子松井 今朝子松井 今朝子松井 今朝子∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

八重八重八重八重のののの桜桜桜桜　　　　3333 山本 山本 山本 山本 むつみむつみむつみむつみ∥∥∥∥作作作作 NNNN <<<<完本完本完本完本>>>>初初初初ものがたりものがたりものがたりものがたり 宮部 宮部 宮部 宮部 みゆきみゆきみゆきみゆき∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN
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宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵　　　　7777 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　　　　9999 吉川 英治吉川 英治吉川 英治吉川 英治∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

雲雲雲雲のののの階段階段階段階段　　　　上下上下上下上下 渡辺 淳一渡辺 淳一渡辺 淳一渡辺 淳一∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

大活字本大活字本大活字本大活字本

おそろしおそろしおそろしおそろし　　　　上中下上中下上中下上中下 宮部 宮部 宮部 宮部 みゆきみゆきみゆきみゆき∥∥∥∥著著著著 DNDNDNDN

錦錦錦錦　　　　上下上下上下上下 宮尾 登美子宮尾 登美子宮尾 登美子宮尾 登美子∥∥∥∥著著著著 DNDNDNDN

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））））

ゼンリンゼンリンゼンリンゼンリン住宅地図 仙台市 若林区住宅地図 仙台市 若林区住宅地図 仙台市 若林区住宅地図 仙台市 若林区　　　　201308201308201308201308 C4C4C4C4

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）））） 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））））

名取市小中学校防災名取市小中学校防災名取市小中学校防災名取市小中学校防災マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル
名取市教育委員名取市教育委員名取市教育委員名取市教育委員
会会会会

G369.3G369.3G369.3G369.3
1111

タラ・ダンカンタラ・ダンカンタラ・ダンカンタラ・ダンカン　　　　10101010　　　　上下上下上下上下
ソフィー  オドゥワンソフィー  オドゥワンソフィー  オドゥワンソフィー  オドゥワン====
マミコニアンマミコニアンマミコニアンマミコニアン∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF

被災地被災地被災地被災地でのでのでのでの５５５５５５５５のののの挑戦挑戦挑戦挑戦 復興庁復興庁復興庁復興庁
G369.3G369.3G369.3G369.3
1111

ピノキオのピノキオのピノキオのピノキオの冒険冒険冒険冒険
コッローディコッローディコッローディコッローディ∥∥∥∥原原原原
作作作作

KFKFKFKF

東日本大震災  東日本大震災  東日本大震災  東日本大震災  ～～～～宮城県環境生宮城県環境生宮城県環境生宮城県環境生
活部活部活部活部のののの活動記録活動記録活動記録活動記録～～～～

宮城県環境生活部環宮城県環境生活部環宮城県環境生活部環宮城県環境生活部環
境生活総務課境生活総務課境生活総務課境生活総務課

G369.3G369.3G369.3G369.3
1111

リトル・ジーニーときめきプラスリトル・ジーニーときめきプラスリトル・ジーニーときめきプラスリトル・ジーニーときめきプラス　　　　3333
ミランダ  ジョーンミランダ  ジョーンミランダ  ジョーンミランダ  ジョーン
ズズズズ∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF

図図図図でででで見見見見るるるる環境白書環境白書環境白書環境白書 環境省環境省環境省環境省 G519G519G519G519 ワンダワンダワンダワンダ****ララララ　　　　4444
トニー  ディテルトニー  ディテルトニー  ディテルトニー  ディテル
リッジリッジリッジリッジ∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF

郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料 ホビットホビットホビットホビット　　　　思思思思いがけないいがけないいがけないいがけない冒険冒険冒険冒険　　　　映画版映画版映画版映画版
JJJJ....RRRR....RRRR....トールキントールキントールキントールキン
∥∥∥∥原作原作原作原作

KFKFKFKF

仙台仙台仙台仙台ルールルールルールルール
都会生活研究都会生活研究都会生活研究都会生活研究プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク
トトトト<<<<仙台仙台仙台仙台チームチームチームチーム>>>>∥∥∥∥著著著著 M049M049M049M049 オズのオズのオズのオズの魔法魔法魔法魔法

ライマン  フランクライマン  フランクライマン  フランクライマン  フランク
ボームボームボームボーム∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF

考古学考古学考古学考古学からのからのからのからの挑戦挑戦挑戦挑戦
東北大学総合学術博物東北大学総合学術博物東北大学総合学術博物東北大学総合学術博物
館館館館・・・・東北歴史博物館東北歴史博物館東北歴史博物館東北歴史博物館

M210.M210.M210.M210.
025025025025

テラプトテラプトテラプトテラプト先生先生先生先生がいるからがいるからがいるからがいるから
ロブ  ブイエーロブ  ブイエーロブ  ブイエーロブ  ブイエー∥∥∥∥
作作作作

KFKFKFKF

ここからここからここからここから

子子子子どものどものどものどもの本本本本ですですですです

多賀城跡多賀城跡多賀城跡多賀城跡　　　　2012201220122012
宮城県多賀城跡調査宮城県多賀城跡調査宮城県多賀城跡調査宮城県多賀城跡調査
研究所研究所研究所研究所∥∥∥∥編編編編

M210.M210.M210.M210.
025025025025

ローズのローズのローズのローズの小小小小さなさなさなさな図書館図書館図書館図書館
キンバリー  ウィリキンバリー  ウィリキンバリー  ウィリキンバリー  ウィリ
ス  ホルトス  ホルトス  ホルトス  ホルト∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF

仙台仙台仙台仙台とととと黄檗黄檗黄檗黄檗をををを繋繋繋繋ぐものぐものぐものぐもの　　　　仙台仙台仙台仙台・・・・江戸江戸江戸江戸
学叢書学叢書学叢書学叢書

尾暮 尾暮 尾暮 尾暮 まゆみまゆみまゆみまゆみ∥∥∥∥著著著著
M210.M210.M210.M210.
5555

時時時時をつなぐおもちゃのをつなぐおもちゃのをつなぐおもちゃのをつなぐおもちゃの犬犬犬犬
マイケル  モーマイケル  モーマイケル  モーマイケル  モー
パーゴパーゴパーゴパーゴ∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF

仙台藩仙台藩仙台藩仙台藩のののの天文天文天文天文　　　　仙台仙台仙台仙台・・・・江戸学叢書江戸学叢書江戸学叢書江戸学叢書 黒須 潔黒須 潔黒須 潔黒須 潔∥∥∥∥著著著著
M210.M210.M210.M210.
5555

わたしはわたしはわたしはわたしは倒倒倒倒れてれてれてれて血血血血をををを流流流流すすすす
イェニー  ヤーゲイェニー  ヤーゲイェニー  ヤーゲイェニー  ヤーゲ
ルフェルトルフェルトルフェルトルフェルト∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF

仙台藩仙台藩仙台藩仙台藩のののの暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを彩彩彩彩ったったったった工芸工芸工芸工芸　　　　仙仙仙仙
台台台台・・・・江戸学叢書江戸学叢書江戸学叢書江戸学叢書

濱田 淑子濱田 淑子濱田 淑子濱田 淑子∥∥∥∥著著著著
M210.M210.M210.M210.
5555

ケイン・クロニクルケイン・クロニクルケイン・クロニクルケイン・クロニクル炎炎炎炎のののの魔術師魔術師魔術師魔術師たちたちたちたち
1111

リック  リオーダンリック  リオーダンリック  リオーダンリック  リオーダン
∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF

キリシタンキリシタンキリシタンキリシタン禁制史禁制史禁制史禁制史におけるにおけるにおけるにおける東国東国東国東国とととと
西国西国西国西国　　　　仙台仙台仙台仙台・・・・江戸学叢書江戸学叢書江戸学叢書江戸学叢書

村井  早苗村井  早苗村井  早苗村井  早苗∥∥∥∥著著著著
M210.M210.M210.M210.
5555

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　　　　2222
エレン  リチャードエレン  リチャードエレン  リチャードエレン  リチャード
ソンソンソンソン∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF

震災遺構震災遺構震災遺構震災遺構のののの保存保存保存保存にににに向向向向けてけてけてけて
3333....11111111震災伝承研震災伝承研震災伝承研震災伝承研
究会究会究会究会

M369.M369.M369.M369.
31313131

ミサゴのくるミサゴのくるミサゴのくるミサゴのくる谷谷谷谷 ジル  ルイスジル  ルイスジル  ルイスジル  ルイス∥∥∥∥作作作作 KFKFKFKF

子育子育子育子育てファミリーのためのぐらっとてファミリーのためのぐらっとてファミリーのためのぐらっとてファミリーのためのぐらっと
きてもきてもきてもきても安心安心安心安心ＢＯＯＫＢＯＯＫＢＯＯＫＢＯＯＫ

岩沼市健康福祉部子岩沼市健康福祉部子岩沼市健康福祉部子岩沼市健康福祉部子
育育育育てててて支援支援支援支援センターセンターセンターセンター

M369.M369.M369.M369.
31313131

ローン・レンジャーローン・レンジャーローン・レンジャーローン・レンジャー
エリザベス  ルドエリザベス  ルドエリザベス  ルドエリザベス  ルド
ニックニックニックニック∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF

南部神楽南部神楽南部神楽南部神楽にににに親親親親しむしむしむしむ 東北歴史博物館東北歴史博物館東北歴史博物館東北歴史博物館
M386.M386.M386.M386.
8888

捜査官捜査官捜査官捜査官ポアンカレポアンカレポアンカレポアンカレ
レナード  ローゼレナード  ローゼレナード  ローゼレナード  ローゼ
ンンンン∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF

宮城宮城宮城宮城のののの墨蹟墨蹟墨蹟墨蹟ⅠⅠⅠⅠ 東北歴史博物館東北歴史博物館東北歴史博物館東北歴史博物館 M728M728M728M728 暗号暗号暗号暗号クラブクラブクラブクラブ　　　　2222
ペニー  ワーナーペニー  ワーナーペニー  ワーナーペニー  ワーナー
∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF

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））））
黒魔女黒魔女黒魔女黒魔女さんがさんがさんがさんが通通通通るるるる!!!!!!!!　　　　partpartpartpart16161616
黒魔女黒魔女黒魔女黒魔女さんのホワイトデーさんのホワイトデーさんのホワイトデーさんのホワイトデー

石崎 洋司石崎 洋司石崎 洋司石崎 洋司∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

世界国勢図会世界国勢図会世界国勢図会世界国勢図会　　　　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

R350.9R350.9R350.9R350.9 紙紙紙紙コップのオリオンコップのオリオンコップのオリオンコップのオリオン 市川 朔久子市川 朔久子市川 朔久子市川 朔久子∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

日本日本日本日本のののの防衛防衛防衛防衛　　　　平成平成平成平成２５２５２５２５年版年版年版年版 防衛省防衛省防衛省防衛省∥∥∥∥編集編集編集編集 R392.1R392.1R392.1R392.1 サラのサラのサラのサラの翼翼翼翼 稲葉 稲葉 稲葉 稲葉 なおとなおとなおとなおと∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

三省堂国語辞典三省堂国語辞典三省堂国語辞典三省堂国語辞典 見坊 豪紀見坊 豪紀見坊 豪紀見坊 豪紀∥∥∥∥編編編編 R813.1R813.1R813.1R813.1 もしかしてぼくはもしかしてぼくはもしかしてぼくはもしかしてぼくは 内田 麟太郎内田 麟太郎内田 麟太郎内田 麟太郎∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

新明解国語辞典新明解国語辞典新明解国語辞典新明解国語辞典 山田 忠雄山田 忠雄山田 忠雄山田 忠雄∥∥∥∥編編編編 R813.1R813.1R813.1R813.1 さいこうのスパイスさいこうのスパイスさいこうのスパイスさいこうのスパイス
亀岡 亜希子亀岡 亜希子亀岡 亜希子亀岡 亜希子∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

KNKNKNKN

日本語日本語日本語日本語のののの正正正正しいしいしいしい表記表記表記表記とととと用語用語用語用語のののの辞辞辞辞
典典典典

講談社校閲局講談社校閲局講談社校閲局講談社校閲局∥∥∥∥
編編編編

R816.0R816.0R816.0R816.0
7777

UFOUFOUFOUFOがくれたがくれたがくれたがくれた夏夏夏夏 川口 雅幸川口 雅幸川口 雅幸川口 雅幸∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

子子子子どものどものどものどもの本本本本
日外日外日外日外アソシエーツアソシエーツアソシエーツアソシエーツ
株式会社株式会社株式会社株式会社∥∥∥∥編集編集編集編集

R909.0R909.0R909.0R909.0
31313131

ドキドキッズドキドキッズドキドキッズドキドキッズ小学校小学校小学校小学校　　　　1111時間目時間目時間目時間目 川北 亮司川北 亮司川北 亮司川北 亮司∥∥∥∥編編編編 KNKNKNKN

7



ねこのかんづめねこのかんづめねこのかんづめねこのかんづめ 北 北 北 北 ふうこふうこふうこふうこ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 世界世界世界世界のののの終終終終わりのものがたりわりのものがたりわりのものがたりわりのものがたり　　　　1111～～～～3333 こどもくらぶこどもくらぶこどもくらぶこどもくらぶ∥∥∥∥編編編編 K113K113K113K113

妖怪妖怪妖怪妖怪アパートのアパートのアパートのアパートの幽雅幽雅幽雅幽雅なななな日常日常日常日常　　　　ラスラスラスラス
ベガスベガスベガスベガス外伝外伝外伝外伝

香月 日輪香月 日輪香月 日輪香月 日輪∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN
チャレンジトリックアートアドベンチャレンジトリックアートアドベンチャレンジトリックアートアドベンチャレンジトリックアートアドベン
チャーチャーチャーチャー

竹内 龍人竹内 龍人竹内 龍人竹内 龍人∥∥∥∥編著編著編著編著 K145.5K145.5K145.5K145.5

おとうさんおはなししておとうさんおはなししておとうさんおはなししておとうさんおはなしして
佐野 洋子佐野 洋子佐野 洋子佐野 洋子∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

KNKNKNKN トリックアートゆうえんちトリックアートゆうえんちトリックアートゆうえんちトリックアートゆうえんち 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

きみのきみのきみのきみの町町町町でででで 重松 清重松 清重松 清重松 清∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN 動物動物動物動物たちはセラピスト たちはセラピスト たちはセラピスト たちはセラピスト 8888つのつのつのつの希望希望希望希望
アレン アンダーソアレン アンダーソアレン アンダーソアレン アンダーソ
ンンンン∥∥∥∥著著著著

K146.8K146.8K146.8K146.8

おばけのナンダッケおばけのナンダッケおばけのナンダッケおばけのナンダッケ 巣山 巣山 巣山 巣山 ひろみひろみひろみひろみ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 動物動物動物動物たちはセラピストたちはセラピストたちはセラピストたちはセラピスト　　　　８８８８つのつのつのつの絆絆絆絆
アレン アンダーソアレン アンダーソアレン アンダーソアレン アンダーソ
ンンンン∥∥∥∥著著著著

K146.8K146.8K146.8K146.8

探偵探偵探偵探偵ココココココココ☆☆☆☆ナッツ ナッツ ナッツ ナッツ 呪呪呪呪われたスわれたスわれたスわれたス
テージテージテージテージ

田中 利田中 利田中 利田中 利々々々々∥∥∥∥作作作作 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!!!!!!!!　　　　19191919 森京 詞姫森京 詞姫森京 詞姫森京 詞姫∥∥∥∥著著著著 K147K147K147K147

ロードムービーロードムービーロードムービーロードムービー 辻村 深月辻村 深月辻村 深月辻村 深月∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN
日本日本日本日本のののの地獄地獄地獄地獄・・・・極楽極楽極楽極楽なんでもなんでもなんでもなんでも図鑑図鑑図鑑図鑑
1111

松尾 恒一松尾 恒一松尾 恒一松尾 恒一∥∥∥∥監修監修監修監修 K181.4K181.4K181.4K181.4

何何何何かがかがかがかが来来来来たたたた 東野 司東野 司東野 司東野 司∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 世界世界世界世界のののの発掘現場発掘現場発掘現場発掘現場とととと冒険家冒険家冒険家冒険家たちたちたちたち
ステファヌ  コンポステファヌ  コンポステファヌ  コンポステファヌ  コンポ
ワンワンワンワン∥∥∥∥文  写真文  写真文  写真文  写真

K202.5K202.5K202.5K202.5

木曜日木曜日木曜日木曜日はははは曲曲曲曲がりくねったがりくねったがりくねったがりくねった先先先先にあるにあるにあるにある 長江 優子長江 優子長江 優子長江 優子∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN 日本史日本史日本史日本史まんがまんがまんがまんが年表年表年表年表 田代 脩田代 脩田代 脩田代 脩∥∥∥∥監修監修監修監修 K210.1K210.1K210.1K210.1

夜夜夜夜はライオンはライオンはライオンはライオン 長薗 安浩長薗 安浩長薗 安浩長薗 安浩∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN 江戸時代江戸時代江戸時代江戸時代のののの暮暮暮暮らしらしらしらし方方方方 小沢 詠美子小沢 詠美子小沢 詠美子小沢 詠美子∥∥∥∥著著著著 K210.5K210.5K210.5K210.5

わらうきいろオニわらうきいろオニわらうきいろオニわらうきいろオニ 梨屋 梨屋 梨屋 梨屋 アリエアリエアリエアリエ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN K210.7K210.7K210.7K210.7

ねむのねむのねむのねむの花花花花がさいたよがさいたよがさいたよがさいたよ
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 戦後日本史戦後日本史戦後日本史戦後日本史のののの考考考考ええええ方方方方・・・・学学学学びびびび方方方方 成田 龍一成田 龍一成田 龍一成田 龍一∥∥∥∥著著著著
K210.7K210.7K210.7K210.7
6666

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　　　　2222 西沢 杏子西沢 杏子西沢 杏子西沢 杏子∥∥∥∥文文文文 KNKNKNKN 古代古代古代古代イラクイラクイラクイラク　　　　2222つのつのつのつの大河大河大河大河とともにとともにとともにとともに栄栄栄栄えたえたえたえた
メソポタミアメソポタミアメソポタミアメソポタミア文明文明文明文明

ベス  グルーバーベス  グルーバーベス  グルーバーベス  グルーバー
∥∥∥∥著著著著

K227.3K227.3K227.3K227.3

6666人人人人のおのおのおのお姫姫姫姫さまさまさまさま 二宮 由紀子二宮 由紀子二宮 由紀子二宮 由紀子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 古代古代古代古代アフリカアフリカアフリカアフリカ　　　　400400400400万年前万年前万年前万年前のののの人類人類人類人類とととと消消消消
えたえたえたえた王国王国王国王国----巨大大陸巨大大陸巨大大陸巨大大陸のののの謎謎謎謎をををを追追追追うううう

ヴィクトリアヴィクトリアヴィクトリアヴィクトリア
シャーローシャーローシャーローシャーロー∥∥∥∥著著著著

K240K240K240K240

おおおお月見月見月見月見テンテンテンテンテンテンテンテン 蜂飼 耳蜂飼 耳蜂飼 耳蜂飼 耳∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 世界世界世界世界のののの国旗国旗国旗国旗
グループ  コロングループ  コロングループ  コロングループ  コロン
ブスブスブスブス∥∥∥∥構成構成構成構成

K288.9K288.9K288.9K288.9

うまれたようまれたようまれたようまれたよ、、、、ペットントンペットントンペットントンペットントン 服部 千春服部 千春服部 千春服部 千春∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN よかたいよかたいよかたいよかたい先生先生先生先生　　　　水俣水俣水俣水俣からからからから世界世界世界世界をををを見続見続見続見続
けたけたけたけた医師医師医師医師----原田正純原田正純原田正純原田正純

三枝 三七子三枝 三七子三枝 三七子三枝 三七子∥∥∥∥文文文文
絵絵絵絵

K289.1K289.1K289.1K289.1

平和平和平和平和をををを考考考考えるえるえるえる戦争遺物戦争遺物戦争遺物戦争遺物　　　　1111

8

レガッタレガッタレガッタレガッタ!!!!　　　　3333 濱野 京子濱野 京子濱野 京子濱野 京子∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN 宮坂英弌物語宮坂英弌物語宮坂英弌物語宮坂英弌物語　　　　発見発見発見発見!!!!発掘発掘発掘発掘!!!!とがりとがりとがりとがり石石石石のののの
縄文先生縄文先生縄文先生縄文先生

山本 山本 山本 山本 まさみまさみまさみまさみ∥∥∥∥文文文文 K289.1K289.1K289.1K289.1

都会都会都会都会((((まちまちまちまち))))のトムのトムのトムのトム&&&&ソーヤソーヤソーヤソーヤ　　　　11111111上下上下上下上下
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
∥∥∥∥著著著著

KNKNKNKN いしかりがわいしかりがわいしかりがわいしかりがわ 村松 昭村松 昭村松 昭村松 昭∥∥∥∥さくさくさくさく K291K291K291K291

予知夢予知夢予知夢予知夢がくるがくるがくるがくる!!!!　　　　2222 東 多江子東 多江子東 多江子東 多江子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN K291K291K291K291

魔天使魔天使魔天使魔天使マテリアルマテリアルマテリアルマテリアル　　　　16161616 藤咲 藤咲 藤咲 藤咲 あゆなあゆなあゆなあゆな∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN
世界文化遺産富士山世界文化遺産富士山世界文化遺産富士山世界文化遺産富士山のすごいひのすごいひのすごいひのすごいひ
みつみつみつみつ100100100100

グループ  コロングループ  コロングループ  コロングループ  コロン
ブスブスブスブス∥∥∥∥編編編編

K291.5K291.5K291.5K291.5
1111

蒲生邸事件蒲生邸事件蒲生邸事件蒲生邸事件　　　　後編後編後編後編 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 富士山富士山富士山富士山のののの大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑 富士学会富士学会富士学会富士学会∥∥∥∥監修監修監修監修
K291.5K291.5K291.5K291.5
1111

遠野遠野遠野遠野ものがたりものがたりものがたりものがたり 柳田 国男柳田 国男柳田 国男柳田 国男∥∥∥∥原作原作原作原作 KNKNKNKN よどがわよどがわよどがわよどがわ 村松 昭村松 昭村松 昭村松 昭∥∥∥∥さくさくさくさく K291.6K291.6K291.6K291.6

ともだちはきつねともだちはきつねともだちはきつねともだちはきつね 村上 村上 村上 村上 しいこしいこしいこしいこ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN アンニョンハセヨアンニョンハセヨアンニョンハセヨアンニョンハセヨ!!!!韓国文化韓国文化韓国文化韓国文化　　　　1111・・・・2222 孫 奈美孫 奈美孫 奈美孫 奈美∥∥∥∥文文文文 K292.1K292.1K292.1K292.1

図工室図工室図工室図工室のののの日曜日日曜日日曜日日曜日 村上 村上 村上 村上 しいこしいこしいこしいこ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 川川川川をのぼってをのぼってをのぼってをのぼって森森森森のののの中中中中へへへへ 今森 光彦今森 光彦今森 光彦今森 光彦∥∥∥∥著著著著
K292.4K292.4K292.4K292.4
35353535

おさきにどうぞおさきにどうぞおさきにどうぞおさきにどうぞ 森山 京森山 京森山 京森山 京∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN きみがきみがきみがきみが考考考考える・える・える・える・世世世世のののの中中中中のしくみのしくみのしくみのしくみ　　　　4444
峯村 良子峯村 良子峯村 良子峯村 良子∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

K307K307K307K307

ならのならのならのならの木木木木のみたのみたのみたのみた夢夢夢夢
やえがし なおこやえがし なおこやえがし なおこやえがし なおこ
∥∥∥∥文文文文

KNKNKNKN イラストでイラストでイラストでイラストで学学学学べるべるべるべる政治政治政治政治のしくみのしくみのしくみのしくみ　　　　2222 大野 一夫大野 一夫大野 一夫大野 一夫∥∥∥∥編著編著編著編著 K312.1K312.1K312.1K312.1

夏夏夏夏っっっっ飛飛飛飛びびびび!!!! 横山 充男横山 充男横山 充男横山 充男∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 奇跡奇跡奇跡奇跡はつばさにはつばさにはつばさにはつばさに乗乗乗乗ってってってって 源 和子源 和子源 和子源 和子∥∥∥∥著著著著 K319.8K319.8K319.8K319.8

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））））
平和平和平和平和・・・・環境環境環境環境・・・・歴史歴史歴史歴史をををを考考考考えるえるえるえる国境国境国境国境のののの
本本本本　　　　2222

池上 彰池上 彰池上 彰池上 彰∥∥∥∥監修監修監修監修
K329.2K329.2K329.2K329.2
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　　　　2222 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
K329.3K329.3K329.3K329.3
9999

図書館図書館図書館図書館のすべてがわかるのすべてがわかるのすべてがわかるのすべてがわかる本本本本　　　　3333・・・・4444
秋田 喜代美秋田 喜代美秋田 喜代美秋田 喜代美∥∥∥∥監監監監
修修修修

K010K010K010K010
仕事発見仕事発見仕事発見仕事発見!!!!　　　　生生生生きることきることきることきること働働働働くことをくことをくことをくことを
考考考考えるえるえるえる

毎日新聞社毎日新聞社毎日新聞社毎日新聞社∥∥∥∥著著著著
K366.2K366.2K366.2K366.2
9999

新聞新聞新聞新聞ってなにってなにってなにってなに????
古舘 綾子古舘 綾子古舘 綾子古舘 綾子∥∥∥∥構成構成構成構成
文文文文

K070K070K070K070
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防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練ガイドガイドガイドガイド　　　　1111
～～～～3333

松尾 知純松尾 知純松尾 知純松尾 知純∥∥∥∥著著著著 K369.3K369.3K369.3K369.3

新聞新聞新聞新聞をををを読読読読んでみようんでみようんでみようんでみよう!!!!
古舘 綾子古舘 綾子古舘 綾子古舘 綾子∥∥∥∥構成構成構成構成
文文文文

K070K070K070K070
ふるさとはフクシマ ふるさとはフクシマ ふるさとはフクシマ ふるさとはフクシマ 子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの
3.113.113.113.11

元気元気元気元気になろうになろうになろうになろう福島福島福島福島
∥∥∥∥編編編編

K369.3K369.3K369.3K369.3
1111

サザエさんとサザエさんとサザエさんとサザエさんと日本日本日本日本をををを旅旅旅旅しようしようしようしよう!!!!

100100100100円円円円からできるからできるからできるからできる国際協力国際協力国際協力国際協力　　　　4444～～～～6666
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いじめのきもちいじめのきもちいじめのきもちいじめのきもち 村山 士郎村山 士郎村山 士郎村山 士郎∥∥∥∥編編編編
K371.4K371.4K371.4K371.4
2222

K489.5K489.5K489.5K489.5
3333

新聞新聞新聞新聞をををを作作作作ってみようってみようってみようってみよう!!!!
古舘 綾子古舘 綾子古舘 綾子古舘 綾子∥∥∥∥構成構成構成構成
文文文文

K375.1K375.1K375.1K375.1
9999

人人人人のののの手手手手でででで育育育育てられたラッコ マナてられたラッコ マナてられたラッコ マナてられたラッコ マナ
ちゃんちゃんちゃんちゃん

井上 井上 井上 井上 こみちこみちこみちこみち∥∥∥∥文文文文
K489.5K489.5K489.5K489.5
8888

ランドセルはランドセルはランドセルはランドセルは海海海海をををを越越越越えてえてえてえて
内堀 内堀 内堀 内堀 タケシタケシタケシタケシ∥∥∥∥写写写写
真  文真  文真  文真  文

K376.2K376.2K376.2K376.2
271271271271

保健室保健室保健室保健室でででで見見見見るるるる感染症感染症感染症感染症のののの本本本本　　　　1111 近藤 近藤 近藤 近藤 ともともともとも子子子子∥∥∥∥著著著著 K493.8K493.8K493.8K493.8

K378K378K378K378 みんなそろったじぶんのみんなそろったじぶんのみんなそろったじぶんのみんなそろったじぶんの歯歯歯歯 丸森 英史丸森 英史丸森 英史丸森 英史∥∥∥∥著著著著 K497.7K497.7K497.7K497.7

インカのインカのインカのインカの村村村村にににに生生生生きるきるきるきる 関野 吉晴関野 吉晴関野 吉晴関野 吉晴∥∥∥∥著著著著
K382.6K382.6K382.6K382.6
8888

知知知知っておこうっておこうっておこうっておこう!!!!くすりのくすりのくすりのくすりの使使使使いかたいかたいかたいかた
2222・・・・3333

斉藤 斉藤 斉藤 斉藤 ふみふみふみふみ子子子子∥∥∥∥文文文文 K499.1K499.1K499.1K499.1

江戸江戸江戸江戸のののの子子子子どもちょんまげのひみつどもちょんまげのひみつどもちょんまげのひみつどもちょんまげのひみつ 菊地 菊地 菊地 菊地 ひとひとひとひと美美美美∥∥∥∥作作作作 K383.5K383.5K383.5K383.5 テクノロジーテクノロジーテクノロジーテクノロジー
ダン  グリーンダン  グリーンダン  グリーンダン  グリーン∥∥∥∥
文文文文

K500K500K500K500

K400K400K400K400 ピラミッドのピラミッドのピラミッドのピラミッドの建建建建てててて方方方方 中川 武中川 武中川 武中川 武∥∥∥∥監修監修監修監修 K520.2K520.2K520.2K520.2

探検探検探検探検するよするよするよするよ、、、、さぁさぁさぁさぁ科学科学科学科学のののの世界世界世界世界へへへへ クレア・ワッツクレア・ワッツクレア・ワッツクレア・ワッツ∥∥∥∥文文文文 K404K404K404K404 乗乗乗乗りりりり物物物物のののの迷路迷路迷路迷路
香川 元太郎香川 元太郎香川 元太郎香川 元太郎∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

K536K536K536K536

元素元素元素元素のひみつのひみつのひみつのひみつ
ダン  グリーンダン  グリーンダン  グリーンダン  グリーン∥∥∥∥
著著著著

K431.1K431.1K431.1K431.1
1111

これならわかるこれならわかるこれならわかるこれならわかる!!!!クイズクイズクイズクイズ式宇宙式宇宙式宇宙式宇宙ガイガイガイガイ
ドブックドブックドブックドブック

宇宙航空研究開宇宙航空研究開宇宙航空研究開宇宙航空研究開
発機構発機構発機構発機構∥∥∥∥編編編編

K538.9K538.9K538.9K538.9

ヒラメキヒラメキヒラメキヒラメキ公認公認公認公認ガイドブックようこそガイドブックようこそガイドブックようこそガイドブックようこそ宇宇宇宇
宙宙宙宙へへへへ

キャロル・ストットキャロル・ストットキャロル・ストットキャロル・ストット
∥∥∥∥文文文文

K440K440K440K440 宇宙探検宇宙探検宇宙探検宇宙探検えほんえほんえほんえほん
宇宙航空研究開発機宇宙航空研究開発機宇宙航空研究開発機宇宙航空研究開発機
構構構構∥∥∥∥監修協力監修協力監修協力監修協力 K538.9K538.9K538.9K538.9

星空星空星空星空のかがくのかがくのかがくのかがく
えびな みつるえびな みつるえびな みつるえびな みつる∥∥∥∥
絵絵絵絵とととと文文文文

K440K440K440K440 宇宙探査大図鑑宇宙探査大図鑑宇宙探査大図鑑宇宙探査大図鑑 的川 泰宣的川 泰宣的川 泰宣的川 泰宣∥∥∥∥監修監修監修監修 K538.9K538.9K538.9K538.9

海海海海のひみつのひみつのひみつのひみつ
スティーブ  パースティーブ  パースティーブ  パースティーブ  パー
カーカーカーカー∥∥∥∥著著著著

K452.0K452.0K452.0K452.0
38383838

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....3333 岡田 茂岡田 茂岡田 茂岡田 茂∥∥∥∥著著著著 K538.9K538.9K538.9K538.9

サンゴのサンゴのサンゴのサンゴの海海海海
長島 敏春長島 敏春長島 敏春長島 敏春∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

K455.9K455.9K455.9K455.9 もしももしももしももしも宇宙宇宙宇宙宇宙でくらしたらでくらしたらでくらしたらでくらしたら 山本 省三山本 省三山本 省三山本 省三∥∥∥∥作作作作
K538.9K538.9K538.9K538.9
5555

スーパービジュアルスーパービジュアルスーパービジュアルスーパービジュアル恐竜図鑑恐竜図鑑恐竜図鑑恐竜図鑑
ジョン  ウッドワージョン  ウッドワージョン  ウッドワージョン  ウッドワー
ドドドド∥∥∥∥著著著著

K457.8K457.8K457.8K457.8
7777

エルトゥールルエルトゥールルエルトゥールルエルトゥールル号号号号のののの遭難遭難遭難遭難 寮 美千子寮 美千子寮 美千子寮 美千子∥∥∥∥文文文文
K557.8K557.8K557.8K557.8
4444

いしのはなしいしのはなしいしのはなしいしのはなし
ダイアナ  アストンダイアナ  アストンダイアナ  アストンダイアナ  アストン
∥∥∥∥文文文文

K459K459K459K459
おいしいよおいしいよおいしいよおいしいよ!!!!はじめてつくるかんこはじめてつくるかんこはじめてつくるかんこはじめてつくるかんこ
くりょうりくりょうりくりょうりくりょうり

ペ ヨンヒペ ヨンヒペ ヨンヒペ ヨンヒ∥∥∥∥文文文文
K596.2K596.2K596.2K596.2
2222

ホタルのホタルのホタルのホタルの光光光光はははは、、、、なぞだらけなぞだらけなぞだらけなぞだらけ 大場 裕一大場 裕一大場 裕一大場 裕一∥∥∥∥著著著著 K468K468K468K468
つくってつくってつくってつくって楽楽楽楽しいしいしいしい!!!!世界世界世界世界のスイーツのスイーツのスイーツのスイーツ
1111

宮沢 宮沢 宮沢 宮沢 うららうららうららうらら∥∥∥∥著著著著
K596.6K596.6K596.6K596.6
5555

アラン  セールアラン  セールアラン  セールアラン  セール∥∥∥∥ 調調調調べるべるべるべる!!!!47474747都道府県都道府県都道府県都道府県　　　　2013201320132013年改訂年改訂年改訂年改訂

とらってすごいとらってすごいとらってすごいとらってすごい！！！！

新新新新しいしいしいしい発達発達発達発達とととと障害障害障害障害をををを考考考考えるえるえるえる本本本本　　　　1111～～～～4444

こどもこどもこどもこども科学科学科学科学わくわくわくわくわくわくわくわく新聞新聞新聞新聞
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イチョウのイチョウのイチョウのイチョウの大冒険大冒険大冒険大冒険
アラン  セールアラン  セールアラン  セールアラン  セール∥∥∥∥
作作作作

K478.5K478.5K478.5K478.5
調調調調べるべるべるべる!!!!47474747都道府県都道府県都道府県都道府県　　　　2013201320132013年改訂年改訂年改訂年改訂
版版版版

こどもくらぶこどもくらぶこどもくらぶこどもくらぶ∥∥∥∥編編編編 K602.1K602.1K602.1K602.1

ウミショウブのウミショウブのウミショウブのウミショウブの花花花花
横塚 眞己人横塚 眞己人横塚 眞己人横塚 眞己人∥∥∥∥文文文文
写真写真写真写真

K479.3K479.3K479.3K479.3
37373737

肥料肥料肥料肥料とととと土土土土つくりのつくりのつくりのつくりの絵本絵本絵本絵本　　　　2222
藤原 俊六郎藤原 俊六郎藤原 俊六郎藤原 俊六郎∥∥∥∥監監監監
修修修修

K613.4K613.4K613.4K613.4

旭山動物園旭山動物園旭山動物園旭山動物園ARARARARどうぶつどうぶつどうぶつどうぶつ図鑑図鑑図鑑図鑑
旭川市旭山動物旭川市旭山動物旭川市旭山動物旭川市旭山動物
園園園園∥∥∥∥監修監修監修監修

K480K480K480K480 田田田田んぼのんぼのんぼのんぼの一年一年一年一年 向田 智也向田 智也向田 智也向田 智也∥∥∥∥作作作作 K616.2K616.2K616.2K616.2

K480K480K480K480 おかあさんのそばがすきおかあさんのそばがすきおかあさんのそばがすきおかあさんのそばがすき 今西 乃子今西 乃子今西 乃子今西 乃子∥∥∥∥著著著著 K645.6K645.6K645.6K645.6

イソギンチャクのふしぎイソギンチャクのふしぎイソギンチャクのふしぎイソギンチャクのふしぎ
楚山 楚山 楚山 楚山 いさむいさむいさむいさむ∥∥∥∥写写写写
真  文真  文真  文真  文

K483.3K483.3K483.3K483.3
5555

山山山山にににに肉肉肉肉をとりにをとりにをとりにをとりに行行行行くくくく
田口 茂男田口 茂男田口 茂男田口 茂男∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

K659K659K659K659

昆虫昆虫昆虫昆虫びっくりびっくりびっくりびっくり観察術観察術観察術観察術　　　　1111 石井 誠石井 誠石井 誠石井 誠∥∥∥∥著著著著 K486K486K486K486 美術館美術館美術館美術館ってどんなところってどんなところってどんなところってどんなところ????
フロランス  デュカフロランス  デュカフロランス  デュカフロランス  デュカ
トートートートー∥∥∥∥文文文文

K706.9K706.9K706.9K706.9

むしむしかくれんぼむしむしかくれんぼむしむしかくれんぼむしむしかくれんぼ 海野 和男海野 和男海野 和男海野 和男∥∥∥∥写真写真写真写真 K486.1K486.1K486.1K486.1 名画名画名画名画でででで遊遊遊遊ぶあそびじゅつぶあそびじゅつぶあそびじゅつぶあそびじゅつ!!!!　　　　いろんいろんいろんいろん
なれきしのものがたりなれきしのものがたりなれきしのものがたりなれきしのものがたり

エリザベート  ドエリザベート  ドエリザベート  ドエリザベート  ド
ランビリーランビリーランビリーランビリー∥∥∥∥著著著著

K723K723K723K723

鳴鳴鳴鳴くくくく虫虫虫虫のののの科学科学科学科学
高嶋 清明高嶋 清明高嶋 清明高嶋 清明∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

K486.4K486.4K486.4K486.4 マルサンカクシカク セザンヌマルサンカクシカク セザンヌマルサンカクシカク セザンヌマルサンカクシカク セザンヌ
DADADADADADADADA日本版編日本版編日本版編日本版編
集部集部集部集部∥∥∥∥編著編著編著編著

K723.3K723.3K723.3K723.3
5555

タガメのいるたんぼタガメのいるたんぼタガメのいるたんぼタガメのいるたんぼ
内山 内山 内山 内山 りゅうりゅうりゅうりゅう∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

K486.5K486.5K486.5K486.5 街街街街はははは生生生生きているきているきているきている
小山 泰介小山 泰介小山 泰介小山 泰介∥∥∥∥文文文文
写真写真写真写真

K748K748K748K748

ホタルホタルホタルホタル 中山 中山 中山 中山 れいこれいこれいこれいこ∥∥∥∥著著著著 K486.6K486.6K486.6K486.6 ころんでころんでころんでころんで起起起起きてウッチリクブサーきてウッチリクブサーきてウッチリクブサーきてウッチリクブサー 田平 田平 田平 田平 としおとしおとしおとしお∥∥∥∥著著著著 K759.9K759.9K759.9K759.9

世界世界世界世界クワガタムシクワガタムシクワガタムシクワガタムシ探険記探険記探険記探険記 山口 進山口 進山口 進山口 進∥∥∥∥著著著著 K486.6K486.6K486.6K486.6 アンパンマンアンパンマンアンパンマンアンパンマン大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑
やなせ たかしやなせ たかしやなせ たかしやなせ たかし∥∥∥∥
原作原作原作原作

K778.7K778.7K778.7K778.7
7777

イモムシイモムシイモムシイモムシ
新開 孝新開 孝新開 孝新開 孝∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

K486.8K486.8K486.8K486.8 親子親子親子親子でででで楽楽楽楽しむこどもしむこどもしむこどもしむこども落語塾落語塾落語塾落語塾 林家 林家 林家 林家 たいたいたいたい平平平平∥∥∥∥著著著著
K779.1K779.1K779.1K779.1
3333

ぎふちょうぎふちょうぎふちょうぎふちょう 舘野 鴻舘野 鴻舘野 鴻舘野 鴻∥∥∥∥作 絵作 絵作 絵作 絵 K486.8K486.8K486.8K486.8 本田圭佑本田圭佑本田圭佑本田圭佑 本郷 陽二本郷 陽二本郷 陽二本郷 陽二∥∥∥∥編編編編
K783.4K783.4K783.4K783.4
7777

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 ラクダのまつげはながいんだよラクダのまつげはながいんだよラクダのまつげはながいんだよラクダのまつげはながいんだよ 長田 弘長田 弘長田 弘長田 弘∥∥∥∥編著編著編著編著
K911.5K911.5K911.5K911.5
68686868

K487.5K487.5K487.5K487.5
K911.5K911.5K911.5K911.5
68686868

このこのこのこの羽羽羽羽だれのだれのだれのだれの羽羽羽羽????
おおたぐろ まりおおたぐろ まりおおたぐろ まりおおたぐろ まり∥∥∥∥
作  絵作  絵作  絵作  絵

K488.1K488.1K488.1K488.1 妹背山婦女庭訓妹背山婦女庭訓妹背山婦女庭訓妹背山婦女庭訓 近松 半二近松 半二近松 半二近松 半二∥∥∥∥原作原作原作原作 K912.4K912.4K912.4K912.4

魚魚魚魚のクイズのクイズのクイズのクイズ図鑑図鑑図鑑図鑑 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　　　　16161616　　　　茨城茨城茨城茨城のりのりのりのり子子子子

動物動物動物動物のクイズのクイズのクイズのクイズ図鑑図鑑図鑑図鑑
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少年口伝隊一九四五少年口伝隊一九四五少年口伝隊一九四五少年口伝隊一九四五 井上 井上 井上 井上 ひさしひさしひさしひさし∥∥∥∥著著著著 K912.6K912.6K912.6K912.6 おかしなゆきふしぎなこおりおかしなゆきふしぎなこおりおかしなゆきふしぎなこおりおかしなゆきふしぎなこおり
片平 孝片平 孝片平 孝片平 孝∥∥∥∥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

禎子禎子禎子禎子のののの千羽鶴千羽鶴千羽鶴千羽鶴 佐佐佐佐々々々々木 雅弘木 雅弘木 雅弘木 雅弘∥∥∥∥著著著著 K916K916K916K916 グレゴール・メンデルグレゴール・メンデルグレゴール・メンデルグレゴール・メンデル
シェリル  バーシェリル  バーシェリル  バーシェリル  バー
ドードードードー∥∥∥∥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

ソフィアのソフィアのソフィアのソフィアの白白白白いばらいばらいばらいばら 八百板 洋子八百板 洋子八百板 洋子八百板 洋子∥∥∥∥作作作作 K916K916K916K916
しゅわしゅわしゅわしゅわしゅわしゅわしゅわしゅわ村村村村のおいしいもののおいしいもののおいしいもののおいしいもの
なーになーになーになーに????

くせ さなえくせ さなえくせ さなえくせ さなえ∥∥∥∥作作作作
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

ぼくはぼくはぼくはぼくは満員電車満員電車満員電車満員電車でででで原爆原爆原爆原爆をををを浴浴浴浴びたびたびたびた 米澤 鐡志米澤 鐡志米澤 鐡志米澤 鐡志∥∥∥∥語語語語りりりり K916K916K916K916 しゅわしゅわしゅわしゅわしゅわしゅわしゅわしゅわ村村村村のどうぶつたちのどうぶつたちのどうぶつたちのどうぶつたち
くせ さなえくせ さなえくせ さなえくせ さなえ∥∥∥∥作作作作
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

戦火戦火戦火戦火とととと死死死死のののの島島島島にににに生生生生きるきるきるきる 菅野 静子菅野 静子菅野 静子菅野 静子∥∥∥∥著著著著 K916K916K916K916
スキャリーおじさんのたのしいものスキャリーおじさんのたのしいものスキャリーおじさんのたのしいものスキャリーおじさんのたのしいもの
しりえほんしりえほんしりえほんしりえほん

リチャード  スキャリチャード  スキャリチャード  スキャリチャード  スキャ
リーリーリーリー∥∥∥∥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

超爆笑超爆笑超爆笑超爆笑100100100100連発連発連発連発!!!!おおおお笑笑笑笑いいいい天国天国天国天国 大笑大笑大笑大笑いいいい笑店笑店笑店笑店∥∥∥∥作作作作 K917K917K917K917 バーナムのバーナムのバーナムのバーナムの骨骨骨骨
トレイシー  トレイシー  トレイシー  トレイシー  EEEE....
ファーンファーンファーンファーン∥∥∥∥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

神神神神々々々々のののの母母母母にににに捧捧捧捧げるげるげるげる詩詩詩詩 金関 寿夫金関 寿夫金関 寿夫金関 寿夫∥∥∥∥訳訳訳訳 K995K995K995K995 はしをつくるはしをつくるはしをつくるはしをつくる
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

絵本絵本絵本絵本 みんなであそぼみんなであそぼみんなであそぼみんなであそぼ
塚本 馨三塚本 馨三塚本 馨三塚本 馨三∥∥∥∥構成構成構成構成
イラストイラストイラストイラスト

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

ゆっくとすっく うそはちくちくゆっくとすっく うそはちくちくゆっくとすっく うそはちくちくゆっくとすっく うそはちくちく さこ ももみさこ ももみさこ ももみさこ ももみ∥∥∥∥ええええ EEEEｱｵｱｵｱｵｱｵ わらべうたであそびましょわらべうたであそびましょわらべうたであそびましょわらべうたであそびましょ!!!!
さいとう しのぶさいとう しのぶさいとう しのぶさいとう しのぶ∥∥∥∥
編  絵編  絵編  絵編  絵

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

ゆっくとすっく ねんねなんてもっゆっくとすっく ねんねなんてもっゆっくとすっく ねんねなんてもっゆっくとすっく ねんねなんてもっ
たいないたいないたいないたいない????

さこ ももみさこ ももみさこ ももみさこ ももみ∥∥∥∥ええええ EEEEｱｵｱｵｱｵｱｵ 空空空空とぶとぶとぶとぶ鉢鉢鉢鉢 寮 美千子寮 美千子寮 美千子寮 美千子∥∥∥∥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

はらっぱのおともだちはらっぱのおともだちはらっぱのおともだちはらっぱのおともだち
カミーユ ジュルカミーユ ジュルカミーユ ジュルカミーユ ジュル
ディディディディ∥∥∥∥作作作作

EEEEｱｵｱｵｱｵｱｵ じどうしゃじどうしゃじどうしゃじどうしゃ 寺島 龍一寺島 龍一寺島 龍一寺島 龍一∥∥∥∥画画画画
EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

まきばのおともだちまきばのおともだちまきばのおともだちまきばのおともだち
カミーユ ジュルカミーユ ジュルカミーユ ジュルカミーユ ジュル
ディディディディ∥∥∥∥作作作作

EEEEｱｵｱｵｱｵｱｵ 岩岩岩岩をたたくウサギをたたくウサギをたたくウサギをたたくウサギ
よねやま ひろこよねやま ひろこよねやま ひろこよねやま ひろこ
∥∥∥∥再話再話再話再話

EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ

これはちいさなこれはちいさなこれはちいさなこれはちいさな本本本本 レイン  スミスレイン  スミスレイン  スミスレイン  スミス∥∥∥∥作作作作 EEEEｱｵｱｵｱｵｱｵ パディントンのにわづくりパディントンのにわづくりパディントンのにわづくりパディントンのにわづくり
マイケル  ボンドマイケル  ボンドマイケル  ボンドマイケル  ボンド
∥∥∥∥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

ドリとオニクのおはなしドリとオニクのおはなしドリとオニクのおはなしドリとオニクのおはなし
矢原 由布子矢原 由布子矢原 由布子矢原 由布子∥∥∥∥絵絵絵絵
文文文文

EEEEｱｵｱｵｱｵｱｵ パディントンのパディントンのパディントンのパディントンの金金金金メダルメダルメダルメダル
マイケル  ボンドマイケル  ボンドマイケル  ボンドマイケル  ボンド
∥∥∥∥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

かくかくかっくんかくかくかっくんかくかくかっくんかくかくかっくん
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 ぼくのなまえはダメぼくのなまえはダメぼくのなまえはダメぼくのなまえはダメ!!!!
マルタ  アルテスマルタ  アルテスマルタ  アルテスマルタ  アルテス
∥∥∥∥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

ほわほわほわほわほわほわほわほわ 青島 左門青島 左門青島 左門青島 左門∥∥∥∥作作作作 EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ しましまとぽちぽちしましまとぽちぽちしましまとぽちぽちしましまとぽちぽち
ダーロフ  イプダーロフ  イプダーロフ  イプダーロフ  イプ
カーカーカーカー∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

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∥∥∥∥ ティム  イーガンティム  イーガンティム  イーガンティム  イーガン
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いいおへんじいいおへんじいいおへんじいいおへんじ
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 ニューヨークぐるぐるニューヨークぐるぐるニューヨークぐるぐるニューヨークぐるぐる
ティム  イーガンティム  イーガンティム  イーガンティム  イーガン
∥∥∥∥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

とりのもようでかくれんぼとりのもようでかくれんぼとりのもようでかくれんぼとりのもようでかくれんぼ
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 どこにいるのどこにいるのどこにいるのどこにいるの????かたつむりかたつむりかたつむりかたつむり
トミー  ウンゲラートミー  ウンゲラートミー  ウンゲラートミー  ウンゲラー
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

だっこだっこだっこだっこだっこだっこだっこだっこ 古賀 古賀 古賀 古賀 ようこようこようこようこ∥∥∥∥著著著著 EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ どこへいったのどこへいったのどこへいったのどこへいったの????ぼくのくつぼくのくつぼくのくつぼくのくつ
トミー  ウンゲラートミー  ウンゲラートミー  ウンゲラートミー  ウンゲラー
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

あーんあーんあーんあーん 下田 昌克下田 昌克下田 昌克下田 昌克∥∥∥∥ええええ EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ 1001100110011001ぴきのぴきのぴきのぴきの虫虫虫虫をさがせをさがせをさがせをさがせ!!!!
エマ  ヘルブラフエマ  ヘルブラフエマ  ヘルブラフエマ  ヘルブラフ
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

うちわぱたぱたうちわぱたぱたうちわぱたぱたうちわぱたぱた
杉田 比呂美杉田 比呂美杉田 比呂美杉田 比呂美∥∥∥∥ささささ
くくくく

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ あるひぼくはかみさまとあるひぼくはかみさまとあるひぼくはかみさまとあるひぼくはかみさまと
キティ  クローキティ  クローキティ  クローキティ  クロー
ザーザーザーザー∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

あっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっ、、、、みーつけたみーつけたみーつけたみーつけた!!!! 徳永 満理徳永 満理徳永 満理徳永 満理∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ くらやみこわいよくらやみこわいよくらやみこわいよくらやみこわいよ
レモニー  スニレモニー  スニレモニー  スニレモニー  スニ
ケットケットケットケット∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

ひよこのぴーひよこのぴーひよこのぴーひよこのぴー
てらむら てるおてらむら てるおてらむら てるおてらむら てるお
∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ ミルクこぼしちゃだめよミルクこぼしちゃだめよミルクこぼしちゃだめよミルクこぼしちゃだめよ!!!!
スティーヴン  デスティーヴン  デスティーヴン  デスティーヴン  デ
イヴィーズイヴィーズイヴィーズイヴィーズ∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

ねむいよねむいよねむいよねむいよねむいよねむいよねむいよねむいよ 長 新太長 新太長 新太長 新太∥∥∥∥さくさくさくさく EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ わたしのすてきなたびするわたしのすてきなたびするわたしのすてきなたびするわたしのすてきなたびする目目目目
ジェニー  スー  コスジェニー  スー  コスジェニー  スー  コスジェニー  スー  コス
テキテキテキテキ====ショーショーショーショー∥∥∥∥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

こくこくこっくんこくこくこっくんこくこくこっくんこくこくこっくん
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ｱｶｱｶｱｶｱｶ チュンチエチュンチエチュンチエチュンチエ
ユイユイユイユイ／／／／リーチョンリーチョンリーチョンリーチョン
∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

ままみててままみててままみててままみてて
まどか ななみまどか ななみまどか ななみまどか ななみ∥∥∥∥
作作作作

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ おばけのゆかいなふなたびおばけのゆかいなふなたびおばけのゆかいなふなたびおばけのゆかいなふなたび
ジャック  デュケノジャック  デュケノジャック  デュケノジャック  デュケノ
ワワワワ∥∥∥∥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

もぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐもぐ
よねづ ゆうすけよねづ ゆうすけよねづ ゆうすけよねづ ゆうすけ
∥∥∥∥作作作作

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ 道道道道はみんなのものはみんなのものはみんなのものはみんなのもの クルーサクルーサクルーサクルーサ∥∥∥∥文文文文 EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

スズムシくんスズムシくんスズムシくんスズムシくん 木坂 涼木坂 涼木坂 涼木坂 涼∥∥∥∥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

ペネロペちきゅうがだいすきペネロペちきゅうがだいすきペネロペちきゅうがだいすきペネロペちきゅうがだいすき
アン  グットマンアン  グットマンアン  グットマンアン  グットマン∥∥∥∥
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

ちきゅうがウンチだらけにならないちきゅうがウンチだらけにならないちきゅうがウンチだらけにならないちきゅうがウンチだらけにならない
わけわけわけわけ

松岡 松岡 松岡 松岡 たつひでたつひでたつひでたつひで∥∥∥∥
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

ユニコーンユニコーンユニコーンユニコーン
マルティーヌマルティーヌマルティーヌマルティーヌ
ブールブールブールブール∥∥∥∥文  絵文  絵文  絵文  絵

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

どうぶつのおやこどうぶつのおやこどうぶつのおやこどうぶつのおやこ 藪内 正幸藪内 正幸藪内 正幸藪内 正幸∥∥∥∥画画画画
EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

空空空空とぶペーターとぶペーターとぶペーターとぶペーター
フィリップ  ヴェヒフィリップ  ヴェヒフィリップ  ヴェヒフィリップ  ヴェヒ
ターターターター∥∥∥∥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

みつけたよさわったよにわのむしみつけたよさわったよにわのむしみつけたよさわったよにわのむしみつけたよさわったよにわのむし
澤口 澤口 澤口 澤口 たまみたまみたまみたまみ∥∥∥∥ぶぶぶぶ
んんんん

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

ありがとうありがとうありがとうありがとう、、、、チュウチュウチュウチュウ先生先生先生先生
パトリシア  ポラッパトリシア  ポラッパトリシア  ポラッパトリシア  ポラッ
ココココ∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

いつもとなりにねこじゃらしいつもとなりにねこじゃらしいつもとなりにねこじゃらしいつもとなりにねこじゃらし 伊沢 尚子伊沢 尚子伊沢 尚子伊沢 尚子∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん
EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

そらをみあげるチャバーちゃんそらをみあげるチャバーちゃんそらをみあげるチャバーちゃんそらをみあげるチャバーちゃん
ジェーン  ウェージェーン  ウェージェーン  ウェージェーン  ウェー
チャチーワチャチーワチャチーワチャチーワ∥∥∥∥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
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ナイトキャットナイトキャットナイトキャットナイトキャット
リサ  ラーソンリサ  ラーソンリサ  ラーソンリサ  ラーソン∥∥∥∥
絵絵絵絵

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ おいしいぼうしおいしいぼうしおいしいぼうしおいしいぼうし
シゲタ サヤカシゲタ サヤカシゲタ サヤカシゲタ サヤカ∥∥∥∥
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

どうぶつこうむてんこうじちゅうどうぶつこうむてんこうじちゅうどうぶつこうむてんこうじちゅうどうぶつこうむてんこうじちゅう
シャロン  レンタシャロン  レンタシャロン  レンタシャロン  レンタ
∥∥∥∥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
でこぼこイレブン チームでいこうでこぼこイレブン チームでいこうでこぼこイレブン チームでいこうでこぼこイレブン チームでいこう
よよよよ!!!!

白崎 裕人白崎 裕人白崎 裕人白崎 裕人∥∥∥∥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

おじさんとカエルくんおじさんとカエルくんおじさんとカエルくんおじさんとカエルくん
リンダ  アシュマンリンダ  アシュマンリンダ  アシュマンリンダ  アシュマン
∥∥∥∥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 なないろどうわなないろどうわなないろどうわなないろどうわ 真珠 真珠 真珠 真珠 まりこまりこまりこまりこ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ミミちゃんどーこだっミミちゃんどーこだっミミちゃんどーこだっミミちゃんどーこだっ????まちへおでまちへおでまちへおでまちへおで
かけかけかけかけ

キャサリン  ロッジキャサリン  ロッジキャサリン  ロッジキャサリン  ロッジ
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ わりばしワーリーもういいよわりばしワーリーもういいよわりばしワーリーもういいよわりばしワーリーもういいよ
シゲタ サヤカシゲタ サヤカシゲタ サヤカシゲタ サヤカ∥∥∥∥
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

どじにんじゃどじにんじゃどじにんじゃどじにんじゃ
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ﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ イヌカウコドモイヌカウコドモイヌカウコドモイヌカウコドモ 金森 美智子金森 美智子金森 美智子金森 美智子∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

はなかっぱはなかっぱはなかっぱはなかっぱ　　　　がりぞーのひみつがりぞーのひみつがりぞーのひみつがりぞーのひみつ
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
∥∥∥∥著著著著

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ にひきのかえるにひきのかえるにひきのかえるにひきのかえる 新美 南吉新美 南吉新美 南吉新美 南吉∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ペンキやさんペンキやさんペンキやさんペンキやさん
あおき あさみあおき あさみあおき あさみあおき あさみ∥∥∥∥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 絵本絵本絵本絵本いっきゅうさんいっきゅうさんいっきゅうさんいっきゅうさん
すずき すずき すずき すずき 大和大和大和大和∥∥∥∥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

へんしんデパートへんしんデパートへんしんデパートへんしんデパート
たかてら かよたかてら かよたかてら かよたかてら かよ∥∥∥∥
文文文文

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おいしいおほしさまおいしいおほしさまおいしいおほしさまおいしいおほしさま 林 木林林 木林林 木林林 木林∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

新世界新世界新世界新世界へへへへ あべ あべ あべ あべ 弘士弘士弘士弘士∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おまつりのねがいごとおまつりのねがいごとおまつりのねがいごとおまつりのねがいごと たしろ ちさとたしろ ちさとたしろ ちさとたしろ ちさと∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

つなみてんでんこ はしれつなみてんでんこ はしれつなみてんでんこ はしれつなみてんでんこ はしれ、、、、上上上上へへへへ!!!! 指田 和指田 和指田 和指田 和∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ マギマギのともだちマギマギのともだちマギマギのともだちマギマギのともだち 武内 祐人武内 祐人武内 祐人武内 祐人∥∥∥∥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

はなねこちゃんはなねこちゃんはなねこちゃんはなねこちゃん 竹下 文子竹下 文子竹下 文子竹下 文子∥∥∥∥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 スキってなーにスキってなーにスキってなーにスキってなーに???? ちすけちすけちすけちすけ∥∥∥∥著著著著 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ふるおうねずみふるおうねずみふるおうねずみふるおうねずみ
井上 洋介井上 洋介井上 洋介井上 洋介∥∥∥∥えとえとえとえと
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 だっこだっこねえだっこだっこだっこねえだっこだっこだっこねえだっこだっこだっこねえだっこ 長 新太長 新太長 新太長 新太∥∥∥∥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

最初最初最初最初のののの質問質問質問質問 長田 弘長田 弘長田 弘長田 弘∥∥∥∥詩詩詩詩 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ いろいろバスいろいろバスいろいろバスいろいろバス
tupera tupera∥tupera tupera∥tupera tupera∥tupera tupera∥
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

どろんばあどろんばあどろんばあどろんばあ 小野寺 悦子小野寺 悦子小野寺 悦子小野寺 悦子∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ グスコーブドリのグスコーブドリのグスコーブドリのグスコーブドリの伝記伝記伝記伝記 宮澤 賢治宮澤 賢治宮澤 賢治宮澤 賢治∥∥∥∥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

にん・にん・じんのにんじんじゃにん・にん・じんのにんじんじゃにん・にん・じんのにんじんじゃにん・にん・じんのにんじんじゃ
うえだ しげこうえだ しげこうえだ しげこうえだ しげこ∥∥∥∥ぶぶぶぶ
ん  えん  えん  えん  え

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ くつしたのくまちゃんくつしたのくまちゃんくつしたのくまちゃんくつしたのくまちゃん 林原 玉枝林原 玉枝林原 玉枝林原 玉枝∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

いかすぜいかすぜいかすぜいかすぜ!!!!ブブヒコブブヒコブブヒコブブヒコ
中川 中川 中川 中川 ひろたかひろたかひろたかひろたか∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ むらをすくったかえるむらをすくったかえるむらをすくったかえるむらをすくったかえる サトシンサトシンサトシンサトシン∥∥∥∥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

ふくべ あきひろふくべ あきひろふくべ あきひろふくべ あきひろ DDDD....ムラースコムラースコムラースコムラースコ
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かぶとむしランドセルかぶとむしランドセルかぶとむしランドセルかぶとむしランドセル
ふくべ あきひろふくべ あきひろふくべ あきひろふくべ あきひろ
∥∥∥∥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 かえでのかえでのかえでのかえでの葉葉葉葉っぱっぱっぱっぱ
DDDD....ムラースコムラースコムラースコムラースコ
ヴァーヴァーヴァーヴァー∥∥∥∥文文文文

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

さがしていますさがしていますさがしていますさがしています
アーサー  ビナーアーサー  ビナーアーサー  ビナーアーサー  ビナー
ドドドド∥∥∥∥作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ばしゃにのってばしゃにのってばしゃにのってばしゃにのって
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∥∥∥∥
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

るーきったんるーきったんるーきったんるーきったん おの りえんおの りえんおの りえんおの りえん∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ いーとんのいーとんのいーとんのいーとんの大冒険大冒険大冒険大冒険
なばた としたかなばた としたかなばた としたかなばた としたか
∥∥∥∥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

サンゴのしまのポポサンゴのしまのポポサンゴのしまのポポサンゴのしまのポポ 崎山 克彦崎山 克彦崎山 克彦崎山 克彦∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ドングリトプスとマックロサウルスドングリトプスとマックロサウルスドングリトプスとマックロサウルスドングリトプスとマックロサウルス 中川 淳中川 淳中川 淳中川 淳∥∥∥∥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

ちいさなともだちちいさなともだちちいさなともだちちいさなともだち 片山 令子片山 令子片山 令子片山 令子∥∥∥∥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 おーいおひさまおーいおひさまおーいおひさまおーいおひさま!!!! よこた きよしよこた きよしよこた きよしよこた きよし∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

はなくんくんはなくんくんはなくんくんはなくんくん
ねじめ ねじめ ねじめ ねじめ 正一正一正一正一∥∥∥∥ぶぶぶぶ
んんんん

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ
かたつむりぼうやとかめばあちゃかたつむりぼうやとかめばあちゃかたつむりぼうやとかめばあちゃかたつむりぼうやとかめばあちゃ
んんんん

西平 西平 西平 西平 あかねあかねあかねあかね∥∥∥∥ぶぶぶぶ
ん  えん  えん  えん  え

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ペンギーノくんのすてきななつやペンギーノくんのすてきななつやペンギーノくんのすてきななつやペンギーノくんのすてきななつや
すみすみすみすみ

河相 美恵子河相 美恵子河相 美恵子河相 美恵子∥∥∥∥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 しんかんくんでんしゃのたびしんかんくんでんしゃのたびしんかんくんでんしゃのたびしんかんくんでんしゃのたび 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

みみずんみみずんみみずんみみずん
かべや ふようかべや ふようかべや ふようかべや ふよう∥∥∥∥
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 しあわせなワニくんあべこべのしあわせなワニくんあべこべのしあわせなワニくんあべこべのしあわせなワニくんあべこべの1111日日日日 神沢 利子神沢 利子神沢 利子神沢 利子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

おトイレさんおトイレさんおトイレさんおトイレさん
きたがわ めぐみきたがわ めぐみきたがわ めぐみきたがわ めぐみ
∥∥∥∥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 はいチーズはいチーズはいチーズはいチーズ 長谷川 義史長谷川 義史長谷川 義史長谷川 義史∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

キリンがくるキリンがくるキリンがくるキリンがくる日日日日 志茂田 景樹志茂田 景樹志茂田 景樹志茂田 景樹∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ
ミミとおとうさんのハッピー・バースミミとおとうさんのハッピー・バースミミとおとうさんのハッピー・バースミミとおとうさんのハッピー・バース
デーデーデーデー

石津 石津 石津 石津 ちひろちひろちひろちひろ∥∥∥∥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

はじめてのはじめてのはじめてのはじめての旅旅旅旅 木下 晋木下 晋木下 晋木下 晋∥∥∥∥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 ラーメンちゃんラーメンちゃんラーメンちゃんラーメンちゃん 長谷川 義史長谷川 義史長谷川 義史長谷川 義史∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ヤドカリだんちのなみでんしゃヤドカリだんちのなみでんしゃヤドカリだんちのなみでんしゃヤドカリだんちのなみでんしゃ 倉部 今日子倉部 今日子倉部 今日子倉部 今日子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ 妖怪食堂妖怪食堂妖怪食堂妖怪食堂 広瀬 克也広瀬 克也広瀬 克也広瀬 克也∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

3333びきこりすのおたんじょうびケーびきこりすのおたんじょうびケーびきこりすのおたんじょうびケーびきこりすのおたんじょうびケー
キキキキ

権田 章江権田 章江権田 章江権田 章江∥∥∥∥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 いぬくんぼくはいいこだからいぬくんぼくはいいこだからいぬくんぼくはいいこだからいぬくんぼくはいいこだから…………
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

いもほりコロッケいもほりコロッケいもほりコロッケいもほりコロッケ
おだ しんいちろうおだ しんいちろうおだ しんいちろうおだ しんいちろう
∥∥∥∥文文文文

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ いぬがかいたかったのねいぬがかいたかったのねいぬがかいたかったのねいぬがかいたかったのね 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

それならいいいえありますよそれならいいいえありますよそれならいいいえありますよそれならいいいえありますよ 澤野 秋文澤野 秋文澤野 秋文澤野 秋文∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おしろがあぶないおしろがあぶないおしろがあぶないおしろがあぶない 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

まほうのでんしレンジまほうのでんしレンジまほうのでんしレンジまほうのでんしレンジ
たかおか まりこたかおか まりこたかおか まりこたかおか まりこ∥∥∥∥
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 ふえたふえたふえたふえたふえたふえたふえたふえた
またき けいこまたき けいこまたき けいこまたき けいこ∥∥∥∥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
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ほっぺおばけほっぺおばけほっぺおばけほっぺおばけ
マットかずこマットかずこマットかずこマットかずこ∥∥∥∥ぶぶぶぶ
ん  えん  えん  えん  え

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ミロとミロとミロとミロと森森森森のピアノのピアノのピアノのピアノ 角 聖子角 聖子角 聖子角 聖子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

手手手手ぶくろをぶくろをぶくろをぶくろを買買買買いにいにいにいに 新美 南吉新美 南吉新美 南吉新美 南吉∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

えんそくおにぎりえんそくおにぎりえんそくおにぎりえんそくおにぎり 宮野 聡子宮野 聡子宮野 聡子宮野 聡子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

かぶとかぶとかぶとかぶと3333兄弟兄弟兄弟兄弟　　　　五十郎五十郎五十郎五十郎・・・・六十郎六十郎六十郎六十郎・・・・七十七十七十七十
郎郎郎郎のののの巻巻巻巻

宮西 達也宮西 達也宮西 達也宮西 達也∥∥∥∥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

ガロゲロガロゲロガロゲロガロゲロ物語物語物語物語 ミスターミスターミスターミスター∥∥∥∥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

ちょっとそこまでちょっとそこまでちょっとそこまでちょっとそこまで
みずうち さとみみずうち さとみみずうち さとみみずうち さとみ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ぼくのふとんはうみでできているぼくのふとんはうみでできているぼくのふとんはうみでできているぼくのふとんはうみでできている ミロコマチコミロコマチコミロコマチコミロコマチコ∥∥∥∥著著著著 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

すいかすいかすいかすいか!!!! 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

いろいろあってねいろいろあってねいろいろあってねいろいろあってね
内田 麟太郎内田 麟太郎内田 麟太郎内田 麟太郎∥∥∥∥ぶぶぶぶ
んんんん

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

おかあさんはなかないのおかあさんはなかないのおかあさんはなかないのおかあさんはなかないの???? 平田 昌広平田 昌広平田 昌広平田 昌広∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

あかいぼうしあかいぼうしあかいぼうしあかいぼうし
やなせ たかしやなせ たかしやなせ たかしやなせ たかし∥∥∥∥
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

おなべふこどもしんりょうじょおなべふこどもしんりょうじょおなべふこどもしんりょうじょおなべふこどもしんりょうじょ
やぎゅう げんいやぎゅう げんいやぎゅう げんいやぎゅう げんい
ちろうちろうちろうちろう∥∥∥∥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

オンブバッタのおつかいオンブバッタのおつかいオンブバッタのおつかいオンブバッタのおつかい 得田 之久得田 之久得田 之久得田 之久∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

タコラのピアノタコラのピアノタコラのピアノタコラのピアノ
やなせ たかしやなせ たかしやなせ たかしやなせ たかし∥∥∥∥
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

ラーメンてんしラーメンてんしラーメンてんしラーメンてんし
やなせ たかしやなせ たかしやなせ たかしやなせ たかし∥∥∥∥
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

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

布絵本の貸出を始めました！

名取市図書館名取市図書館名取市図書館名取市図書館のボランティアののボランティアののボランティアののボランティアの皆皆皆皆さんやさんやさんやさんや、、、、

石狩市民図書館石狩市民図書館石狩市民図書館石狩市民図書館のののの布絵本布絵本布絵本布絵本サークルのサークルのサークルのサークルの皆皆皆皆ささささ

んがんがんがんが、、、、一針一針心一針一針心一針一針心一針一針心をこめてをこめてをこめてをこめて作作作作ったったったった作品作品作品作品でででで

すすすす。。。。
ぜひぜひぜひぜひ、、、、布布布布のののの温温温温かさややわらかなかさややわらかなかさややわらかなかさややわらかな手触手触手触手触りをりをりをりを
楽楽楽楽しんでくださいしんでくださいしんでくださいしんでください。。。。

ことばのかたちことばのかたちことばのかたちことばのかたち
おーなり おーなり おーなり おーなり 由子由子由子由子∥∥∥∥
著著著著

EEEEﾑﾗｻｷﾑﾗｻｷﾑﾗｻｷﾑﾗｻｷ

布絵本布絵本布絵本布絵本

いないいないばあいないいないばあいないいないばあいないいないばあ ふきのとうふきのとうふきのとうふきのとう文庫文庫文庫文庫 T1T1T1T1

おやつおやつおやつおやつ ふきのとうふきのとうふきのとうふきのとう文庫文庫文庫文庫 T1T1T1T1

かくれんぼだあれかくれんぼだあれかくれんぼだあれかくれんぼだあれ ふきのとうふきのとうふきのとうふきのとう文庫文庫文庫文庫 T1T1T1T1 DVDDVDDVDDVD

さかなさかなさかなさかな ふきのとうふきのとうふきのとうふきのとう文庫文庫文庫文庫 T1T1T1T1 V318V318V318V318

だれのうちだれのうちだれのうちだれのうち？？？？ ふきのとうふきのとうふきのとうふきのとう文庫文庫文庫文庫 T1T1T1T1 V498.5V498.5V498.5V498.5

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おおきい ふきのとうふきのとうふきのとうふきのとう文庫文庫文庫文庫 T1T1T1T1 V780V780V780V780

まるまるまるまる ふきのとうふきのとうふきのとうふきのとう文庫文庫文庫文庫 T1T1T1T1 V780V780V780V780

T1T1T1T1 V780V780V780V780

T1T1T1T1 V780V780V780V780

T1T1T1T1 V780V780V780V780

新世紀新世紀新世紀新世紀・みやぎ・みやぎ・みやぎ・みやぎ国体 名取市国体 名取市国体 名取市国体 名取市のののの記録記録記録記録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラグビーフットボールラグビーフットボールラグビーフットボールラグビーフットボール競技競技競技競技

新世紀新世紀新世紀新世紀・みやぎ・みやぎ・みやぎ・みやぎ国体 名取市国体 名取市国体 名取市国体 名取市のののの記録記録記録記録
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高等学校野球高等学校野球高等学校野球高等学校野球（（（（硬式硬式硬式硬式））））競技競技競技競技

新世紀新世紀新世紀新世紀・みやぎ・みやぎ・みやぎ・みやぎ国体 名取市国体 名取市国体 名取市国体 名取市のののの記録 記録 記録 記録 大会旗大会旗大会旗大会旗・・・・炬火炬火炬火炬火リレーリレーリレーリレー

colour bookcolour bookcolour bookcolour book

Tactile BookTactile BookTactile BookTactile Book

Visit My HomeVisit My HomeVisit My HomeVisit My Home

祝 名取駅祝 名取駅祝 名取駅祝 名取駅・・・・広場周辺完成 広場周辺完成 広場周辺完成 広場周辺完成 おおおお祝祝祝祝いいいい式典式典式典式典・お・お・お・お祝祝祝祝いイベいイベいイベいイベ
ントントントント

高齢期高齢期高齢期高齢期はははは食食食食べべべべ盛盛盛盛りりりり　　　　正正正正しいしいしいしい知識知識知識知識でででで老化老化老化老化をををを防防防防ぐぐぐぐ

新世紀新世紀新世紀新世紀・みやぎ・みやぎ・みやぎ・みやぎ国体 名取市国体 名取市国体 名取市国体 名取市のののの記録 記録 記録 記録 セーリングセーリングセーリングセーリング競技競技競技競技

新世紀新世紀新世紀新世紀・みやぎ・みやぎ・みやぎ・みやぎ国体 名取市国体 名取市国体 名取市国体 名取市のののの記録 記録 記録 記録 ライフルライフルライフルライフル射撃競技射撃競技射撃競技射撃競技

楽楽楽楽しんでくださいしんでくださいしんでくださいしんでください。。。。

布絵本布絵本布絵本布絵本はまだはまだはまだはまだ数数数数がががが少少少少ないのでないのでないのでないので、、、、当分当分当分当分のののの
間間間間、、、、一人一点一人一点一人一点一人一点までのまでのまでのまでの貸出貸出貸出貸出としますとしますとしますとします。。。。
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