
購入図書案内購入図書案内購入図書案内購入図書案内　　　　　　　　11111111月号月号月号月号 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岩手県岩手県岩手県岩手県のののの歴史歴史歴史歴史 山本 博文山本 博文山本 博文山本 博文∥∥∥∥監修監修監修監修 212.2212.2212.2212.2

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 シナシナシナシナ海域蜃気楼王国海域蜃気楼王国海域蜃気楼王国海域蜃気楼王国のののの興亡興亡興亡興亡 上田 信上田 信上田 信上田 信∥∥∥∥著著著著 220220220220

総記総記総記総記 明治日本明治日本明治日本明治日本のののの植民地支配植民地支配植民地支配植民地支配 井上 勝生井上 勝生井上 勝生井上 勝生∥∥∥∥著著著著 221.05221.05221.05221.05

サイバーセキュリティサイバーセキュリティサイバーセキュリティサイバーセキュリティ読本読本読本読本 一田 和樹一田 和樹一田 和樹一田 和樹∥∥∥∥著著著著 007.609007.609007.609007.609 シルクロードのシルクロードのシルクロードのシルクロードの古代都市古代都市古代都市古代都市 加藤 九祚加藤 九祚加藤 九祚加藤 九祚∥∥∥∥著著著著 229.6229.6229.6229.6

個人情報個人情報個人情報個人情報ダダダダダダダダ漏漏漏漏れですれですれですれです!!!! 岡嶋 裕史岡嶋 裕史岡嶋 裕史岡嶋 裕史∥∥∥∥著著著著 007.609007.609007.609007.609
世界史世界史世界史世界史のののの叡智叡智叡智叡智　　　　勇気勇気勇気勇気、、、、寛容寛容寛容寛容、、、、先先先先
見性見性見性見性のののの51515151人人人人にににに学学学学ぶぶぶぶ

本村 凌二本村 凌二本村 凌二本村 凌二∥∥∥∥著著著著 280.4280.4280.4280.4

ジャンルジャンルジャンルジャンル別洋書別洋書別洋書別洋書ベストベストベストベスト500500500500 渡辺 由佳里渡辺 由佳里渡辺 由佳里渡辺 由佳里∥∥∥∥著著著著 019.9019.9019.9019.9 其其其其のののの一日一日一日一日　　　　近代日本偉人伝近代日本偉人伝近代日本偉人伝近代日本偉人伝 福田 和也福田 和也福田 和也福田 和也∥∥∥∥著著著著 281.04281.04281.04281.04

傷傷傷傷だらけのだらけのだらけのだらけの店長店長店長店長 伊達 雅彦伊達 雅彦伊達 雅彦伊達 雅彦∥∥∥∥著著著著
B024.0B024.0B024.0B024.0

4444
藤原氏藤原氏藤原氏藤原氏のののの悪行悪行悪行悪行 関 裕二関 裕二関 裕二関 裕二∥∥∥∥著著著著 288.3288.3288.3288.3

離島離島離島離島のののの本屋本屋本屋本屋　　　　22222222のののの島島島島でででで「「「「本屋本屋本屋本屋」」」」のののの
灯灯灯灯りをともすりをともすりをともすりをともす人人人人たちたちたちたち

朴 順梨朴 順梨朴 順梨朴 順梨∥∥∥∥著著著著 024.1024.1024.1024.1
女王女王女王女王((((クィーンクィーンクィーンクィーン))))とプリンセスのとプリンセスのとプリンセスのとプリンセスの英国英国英国英国
王室史王室史王室史王室史

林 信吾林 信吾林 信吾林 信吾∥∥∥∥著著著著 288.49288.49288.49288.49

古本古本古本古本のののの時間時間時間時間 内堀 弘内堀 弘内堀 弘内堀 弘∥∥∥∥著著著著 024.8024.8024.8024.8
97979797歳歳歳歳テルテルテルテル子先生人子先生人子先生人子先生人はははは好奇心好奇心好奇心好奇心のののの数数数数
だけだけだけだけ生生生生きられるきられるきられるきられる

貴島 貴島 貴島 貴島 テルテルテルテル子子子子∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

私私私私のののの本棚本棚本棚本棚 新潮社新潮社新潮社新潮社∥∥∥∥編編編編 024.9024.9024.9024.9
少女少女少女少女たちのたちのたちのたちの植民地植民地植民地植民地　　　　関東州関東州関東州関東州のののの記記記記
憶憶憶憶からからからから

藤森 節子藤森 節子藤森 節子藤森 節子∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

ギネスギネスギネスギネス世界記録世界記録世界記録世界記録　　　　2014201420142014
クレイグクレイグクレイグクレイグ　　　　グレングレングレングレン
ディディディディ∥∥∥∥編編編編

031.5031.5031.5031.5
知知知知ればればればれば知知知知るほどるほどるほどるほど面白面白面白面白いいいい黒田官兵黒田官兵黒田官兵黒田官兵
衛忍従衛忍従衛忍従衛忍従とととと野望野望野望野望

二木 謙一二木 謙一二木 謙一二木 謙一∥∥∥∥監修監修監修監修 289.1289.1289.1289.1

哲学哲学哲学哲学・・・・宗教宗教宗教宗教
ホタルホタルホタルホタル帰帰帰帰るるるる　　　　特攻隊員特攻隊員特攻隊員特攻隊員とととと母母母母トメとトメとトメとトメと娘娘娘娘
礼子礼子礼子礼子

赤羽 礼子赤羽 礼子赤羽 礼子赤羽 礼子∥∥∥∥著著著著 B289.1B289.1B289.1B289.1

スタンフォードのスタンフォードのスタンフォードのスタンフォードの自分自分自分自分をををを変変変変えるえるえるえる教教教教
室室室室

ケリーケリーケリーケリー　　　　マクゴニマクゴニマクゴニマクゴニ
ガルガルガルガル∥∥∥∥著著著著

141.8141.8141.8141.8
チャールズチャールズチャールズチャールズ皇太子皇太子皇太子皇太子のののの地球環境戦地球環境戦地球環境戦地球環境戦
略略略略

君塚 直隆君塚 直隆君塚 直隆君塚 直隆∥∥∥∥著著著著 289.3289.3289.3289.3

99999999歳歳歳歳ちりつもばあちゃんのちりつもばあちゃんのちりつもばあちゃんのちりつもばあちゃんの幸幸幸幸せにせにせにせに
なるふりかけなるふりかけなるふりかけなるふりかけ

たなか ともたなか ともたなか ともたなか とも∥∥∥∥著著著著 159159159159
ガガーリンガガーリンガガーリンガガーリン　　　　世界初世界初世界初世界初のののの宇宙飛行宇宙飛行宇宙飛行宇宙飛行
士士士士、、、、伝説伝説伝説伝説のののの裏側裏側裏側裏側でででで

ジェイミージェイミージェイミージェイミー　　　　ドーラドーラドーラドーラ
ンンンン∥∥∥∥著著著著

289.3289.3289.3289.3

自分自分自分自分のののの小小小小さなさなさなさな「「「「鳥鳥鳥鳥カゴカゴカゴカゴ」」」」からからからから飛飛飛飛びびびび
立立立立ちなさいちなさいちなさいちなさい

河合 江理子河合 江理子河合 江理子河合 江理子∥∥∥∥著著著著 159.4159.4159.4159.4 290.38290.38290.38290.38日本日本日本日本・・・・世界地図帳世界地図帳世界地図帳世界地図帳
立立立立ちなさいちなさいちなさいちなさい
こんなリーダーになりたいこんなリーダーになりたいこんなリーダーになりたいこんなリーダーになりたい　　　　私私私私がががが
学学学学んだんだんだんだ24242424人人人人のののの生生生生きききき方方方方

佐佐佐佐々々々々木 常夫木 常夫木 常夫木 常夫∥∥∥∥著著著著 159.4159.4159.4159.4 次次次次のののの夢夢夢夢へのへのへのへの一歩一歩一歩一歩 阿部 雅龍阿部 雅龍阿部 雅龍阿部 雅龍∥∥∥∥著著著著 290.91290.91290.91290.91

世界世界世界世界のエリートはなぜのエリートはなぜのエリートはなぜのエリートはなぜ、「、「、「、「このこのこのこの基基基基
本本本本」」」」をををを大事大事大事大事にするのかにするのかにするのかにするのか????

戸塚 隆将戸塚 隆将戸塚 隆将戸塚 隆将∥∥∥∥著著著著 159.4159.4159.4159.4 ニッポンニッポンニッポンニッポン西遊記西遊記西遊記西遊記　　　　古事記編古事記編古事記編古事記編 鶴田 真由鶴田 真由鶴田 真由鶴田 真由∥∥∥∥著著著著 291.09291.09291.09291.09

いのちいのちいのちいのち　　　　宗教家宗教家宗教家宗教家6666人人人人とのとのとのとの対話対話対話対話 森 清範森 清範森 清範森 清範∥∥∥∥著著著著 160.4160.4160.4160.4 北海道北海道北海道北海道「「「「地理地理地理地理・・・・地名地名地名地名・・・・地図地図地図地図」」」」のののの謎謎謎謎 北村 崇教北村 崇教北村 崇教北村 崇教∥∥∥∥監修監修監修監修 291.1291.1291.1291.1

常若常若常若常若のののの思想思想思想思想　　　　伊勢神宮伊勢神宮伊勢神宮伊勢神宮とととと日本人日本人日本人日本人 河合 真如河合 真如河合 真如河合 真如∥∥∥∥著著著著 175.8175.8175.8175.8
世界遺産世界遺産世界遺産世界遺産「「「「熊野古道熊野古道熊野古道熊野古道」」」」歩歩歩歩いていていていて楽楽楽楽しししし
むむむむ南紀南紀南紀南紀のののの旅旅旅旅

伊勢  熊野巡礼伊勢  熊野巡礼伊勢  熊野巡礼伊勢  熊野巡礼
部部部部∥∥∥∥著著著著

291.66291.66291.66291.66

出雲大社出雲大社出雲大社出雲大社のののの巨大巨大巨大巨大なななな注連縄注連縄注連縄注連縄はなぜはなぜはなぜはなぜ
逆向逆向逆向逆向きなのかきなのかきなのかきなのか????

久能木 紀子久能木 紀子久能木 紀子久能木 紀子∥∥∥∥著著著著 175.97175.97175.97175.97 アラブからこんにちはアラブからこんにちはアラブからこんにちはアラブからこんにちは　　　　灼熱灼熱灼熱灼熱、、、、イスラームイスラームイスラームイスラーム、、、、魔人魔人魔人魔人、、、、子子子子

育育育育てててて----未知未知未知未知なるアラブのなるアラブのなるアラブのなるアラブの生活事情生活事情生活事情生活事情

ハムダなおこハムダなおこハムダなおこハムダなおこ∥∥∥∥
著著著著

292.78292.78292.78292.78

バチカンバチカンバチカンバチカン近現代史近現代史近現代史近現代史 松本 佐保松本 佐保松本 佐保松本 佐保∥∥∥∥著著著著 198.2198.2198.2198.2 297.5297.5297.5297.5

歴史歴史歴史歴史・・・・地理地理地理地理 社会科学社会科学社会科学社会科学

国境国境国境国境のののの日本史日本史日本史日本史 武光 誠武光 誠武光 誠武光 誠∥∥∥∥著著著著 210.18210.18210.18210.18 ドミニカドミニカドミニカドミニカ共和国共和国共和国共和国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 国本 伊代国本 伊代国本 伊代国本 伊代∥∥∥∥編著編著編著編著 302.59302.59302.59302.59

古事記完全講義古事記完全講義古事記完全講義古事記完全講義 竹田 恒泰竹田 恒泰竹田 恒泰竹田 恒泰∥∥∥∥著著著著 210.3210.3210.3210.3
おかしいことをおかしいことをおかしいことをおかしいことを「「「「おかしいおかしいおかしいおかしい」」」」とととと言言言言ええええ
ないないないない日本日本日本日本というというというという社会社会社会社会へへへへ

フィフィフィフィフィフィフィフィ∥∥∥∥著著著著 304304304304

「「「「慰安婦慰安婦慰安婦慰安婦」」」」バッシングをバッシングをバッシングをバッシングを越越越越えてえてえてえて 「「「「戦争戦争戦争戦争とととと女性女性女性女性へのへのへのへの暴力暴力暴力暴力」」」」リサーチリサーチリサーチリサーチ
アクションセンターアクションセンターアクションセンターアクションセンター∥∥∥∥編編編編 210.7210.7210.7210.7 歴史歴史歴史歴史というというというという武器武器武器武器 山内 昌之山内 昌之山内 昌之山内 昌之∥∥∥∥著著著著 304304304304

ひとひとひとひと目目目目でわかるでわかるでわかるでわかる「「「「日中戦争日中戦争日中戦争日中戦争」」」」時代時代時代時代
のののの武士道精神武士道精神武士道精神武士道精神

水間 政憲水間 政憲水間 政憲水間 政憲∥∥∥∥著著著著 210.74210.74210.74210.74 沖縄沖縄沖縄沖縄のののの自立自立自立自立とととと日本日本日本日本 大田 昌秀大田 昌秀大田 昌秀大田 昌秀∥∥∥∥著著著著 312.2312.2312.2312.2

忘却忘却忘却忘却のしかたのしかたのしかたのしかた、、、、記憶記憶記憶記憶のしかたのしかたのしかたのしかた
ジョンジョンジョンジョン　　　　WWWW....ダワーダワーダワーダワー
∥∥∥∥著著著著

210.75210.75210.75210.75 世界権力者人物図鑑世界権力者人物図鑑世界権力者人物図鑑世界権力者人物図鑑 副島 隆彦副島 隆彦副島 隆彦副島 隆彦∥∥∥∥著著著著 312.8312.8312.8312.8

記者記者記者記者たちのたちのたちのたちの関西事件史関西事件史関西事件史関西事件史 産経新聞社産経新聞社産経新聞社産経新聞社∥∥∥∥著著著著 210.76210.76210.76210.76 320320320320

るるぶタヒチ・フィジーるるぶタヒチ・フィジーるるぶタヒチ・フィジーるるぶタヒチ・フィジー　　　　2013201320132013

隣隣隣隣りりりり近所近所近所近所のののの法律知識法律知識法律知識法律知識　　　　2013201320132013　　　　第第第第3333版版版版



憲法憲法憲法憲法はははは誰誰誰誰のもののもののもののもの????　　　　自民党改憲案自民党改憲案自民党改憲案自民党改憲案
のののの検証検証検証検証

伊藤 真伊藤 真伊藤 真伊藤 真∥∥∥∥著著著著 323.15323.15323.15323.15 自然科学自然科学自然科学自然科学

基礎基礎基礎基礎からわかるからわかるからわかるからわかる憲法改正論争憲法改正論争憲法改正論争憲法改正論争
読売新聞政治部読売新聞政治部読売新聞政治部読売新聞政治部
∥∥∥∥著著著著

323.15323.15323.15323.15 ソフィー・スコットのソフィー・スコットのソフィー・スコットのソフィー・スコットの南極日記南極日記南極日記南極日記
アリソンアリソンアリソンアリソン　　　　レスターレスターレスターレスター
∥∥∥∥作作作作

402.98402.98402.98402.98

インテリジェンスのプロがインテリジェンスのプロがインテリジェンスのプロがインテリジェンスのプロが書書書書いたいたいたいた
日本経済復活日本経済復活日本経済復活日本経済復活のシナリオのシナリオのシナリオのシナリオ

原田 武夫原田 武夫原田 武夫原田 武夫∥∥∥∥著著著著 332.11332.11332.11332.11 教科書教科書教科書教科書をををを飛飛飛飛びびびび出出出出したしたしたした数学数学数学数学 藤川 大祐藤川 大祐藤川 大祐藤川 大祐∥∥∥∥著著著著 410.4410.4410.4410.4

庶民庶民庶民庶民はははは知知知知らないアベノリスクのらないアベノリスクのらないアベノリスクのらないアベノリスクの真真真真
実実実実

森永 卓郎森永 卓郎森永 卓郎森永 卓郎∥∥∥∥著著著著 332.11332.11332.11332.11
ニュートリノでわかるニュートリノでわかるニュートリノでわかるニュートリノでわかる宇宙宇宙宇宙宇宙・・・・素粒子素粒子素粒子素粒子
のののの謎謎謎謎

鈴木 厚人鈴木 厚人鈴木 厚人鈴木 厚人∥∥∥∥著著著著 429.6429.6429.6429.6

日本経済論日本経済論日本経済論日本経済論・・・・入門入門入門入門 八代 尚宏八代 尚宏八代 尚宏八代 尚宏∥∥∥∥著著著著 332.11332.11332.11332.11
彗星探検彗星探検彗星探検彗星探検　　　　人類人類人類人類がががが遭遇遭遇遭遇遭遇したしたしたした大彗大彗大彗大彗
星星星星

縣 秀彦縣 秀彦縣 秀彦縣 秀彦∥∥∥∥著著著著 447.1447.1447.1447.1

日銀発金融危機日銀発金融危機日銀発金融危機日銀発金融危機 志賀 櫻志賀 櫻志賀 櫻志賀 櫻∥∥∥∥著著著著 338.3338.3338.3338.3
食食食食べられないためにべられないためにべられないためにべられないために　　　　逃逃逃逃げるげるげるげる虫虫虫虫、、、、
だますだますだますだます虫虫虫虫、、、、戦戦戦戦うううう虫虫虫虫

ギルバートギルバートギルバートギルバート　　　　ウォウォウォウォ
ルドバウアールドバウアールドバウアールドバウアー∥∥∥∥
著著著著

486.1486.1486.1486.1

ミャンマーミャンマーミャンマーミャンマー驚驚驚驚きのきのきのきの素顔素顔素顔素顔 三橋 貴明三橋 貴明三橋 貴明三橋 貴明∥∥∥∥著著著著 338.92338.92338.92338.92 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 486.6486.6486.6486.6

国税庁国税庁国税庁国税庁ホームページホームページホームページホームページ超簡単超簡単超簡単超簡単ナビナビナビナビ
平成平成平成平成25252525年度税制改正版年度税制改正版年度税制改正版年度税制改正版

後藤 勇輝後藤 勇輝後藤 勇輝後藤 勇輝∥∥∥∥著著著著 345345345345 ネコライオンネコライオンネコライオンネコライオン 岩合 光昭岩合 光昭岩合 光昭岩合 光昭∥∥∥∥著著著著 489.53489.53489.53489.53

消費税 政消費税 政消費税 政消費税 政とととと官官官官とのとのとのとの「「「「十年戦争十年戦争十年戦争十年戦争」」」」 清水 真人清水 真人清水 真人清水 真人∥∥∥∥著著著著 345.71345.71345.71345.71 自立死自立死自立死自立死　　　　高齢者高齢者高齢者高齢者のののの生生生生きききき方方方方のののの書書書書 与芝 真彰与芝 真彰与芝 真彰与芝 真彰∥∥∥∥著著著著 490.4490.4490.4490.4

都市都市都市都市のののの誕生誕生誕生誕生　　　　古代古代古代古代からからからから現代現代現代現代までまでまでまで
のののの世界世界世界世界のののの都市文化都市文化都市文化都市文化をををを読読読読むむむむ

PPPP....DDDD....スミススミススミススミス∥∥∥∥著著著著 361.78361.78361.78361.78 糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病のののの治療革命治療革命治療革命治療革命 市川 衛市川 衛市川 衛市川 衛∥∥∥∥著著著著 493.12493.12493.12493.12

入門図解労働安全衛生法入門図解労働安全衛生法入門図解労働安全衛生法入門図解労働安全衛生法のしくのしくのしくのしく
みとみとみとみと労働保険労働保険労働保険労働保険のののの手続手続手続手続きききき

林 智之林 智之林 智之林 智之∥∥∥∥監修監修監修監修 366.34366.34366.34366.34 高齢者救急対応高齢者救急対応高齢者救急対応高齢者救急対応ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック 太田 祥一太田 祥一太田 祥一太田 祥一∥∥∥∥著著著著 493.19493.19493.19493.19

女女女女たちのサバイバルたちのサバイバルたちのサバイバルたちのサバイバル作戦作戦作戦作戦 上野 千鶴子上野 千鶴子上野 千鶴子上野 千鶴子∥∥∥∥著著著著 366.38366.38366.38366.38 肩肩肩肩こりはこりはこりはこりは10101010秒秒秒秒でででで治治治治るるるる 佐藤 青児佐藤 青児佐藤 青児佐藤 青児∥∥∥∥著著著著 493.6493.6493.6493.6

ママママママママ弁護士弁護士弁護士弁護士のののの子子子子どもをどもをどもをどもを守守守守るるるる相談相談相談相談
室室室室

浮田 美穂浮田 美穂浮田 美穂浮田 美穂∥∥∥∥著著著著 367.6367.6367.6367.6
ダメダメなダメダメなダメダメなダメダメな人生人生人生人生をををを変変変変えたいえたいえたいえたいMMMM君君君君とととと
生活保護生活保護生活保護生活保護

池上 正樹池上 正樹池上 正樹池上 正樹∥∥∥∥著著著著 493.7493.7493.7493.7

犯罪犯罪犯罪犯罪はははは予測予測予測予測できるできるできるできる 小宮 信夫小宮 信夫小宮 信夫小宮 信夫∥∥∥∥著著著著 368.6368.6368.6368.6
依存症依存症依存症依存症のすべてのすべてのすべてのすべて　「　「　「　「やめられないやめられないやめられないやめられない
気持気持気持気持ちちちち」」」」はどこからはどこからはどこからはどこから来来来来るるるる????

廣中 直行廣中 直行廣中 直行廣中 直行∥∥∥∥著著著著 493.74493.74493.74493.74

あなたのあなたのあなたのあなたの親親親親はははは大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫????
セコムセコムセコムセコム株式会社株式会社株式会社株式会社シニアのシニアのシニアのシニアの安全安全安全安全をををを
考考考考えるえるえるえる委員会委員会委員会委員会∥∥∥∥著著著著 368.6368.6368.6368.6

統合失調症統合失調症統合失調症統合失調症のののの人人人人がががが知知知知っておくべっておくべっておくべっておくべ
きこときこときこときこと

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ法人  地域精神法人  地域精神法人  地域精神法人  地域精神
保健福祉機構保健福祉機構保健福祉機構保健福祉機構 493.76493.76493.76493.76考考考考えるえるえるえる委員会委員会委員会委員会∥∥∥∥著著著著 きこときこときこときこと 保健福祉機構保健福祉機構保健福祉機構保健福祉機構

重大事件未解決重大事件未解決重大事件未解決重大事件未解決ミステリーミステリーミステリーミステリー　　　　平成平成平成平成
日本日本日本日本をををを震撼震撼震撼震撼させたさせたさせたさせた

グループグループグループグループSKIT∥SKIT∥SKIT∥SKIT∥
編著編著編著編著

B368.6B368.6B368.6B368.6
うつにうつにうつにうつに非非非非ずずずず　　　　うつうつうつうつ病病病病のののの真実真実真実真実とととと精神精神精神精神
医療医療医療医療のののの罪罪罪罪

野田 正彰野田 正彰野田 正彰野田 正彰∥∥∥∥著著著著 493.76493.76493.76493.76

プロプロプロプロ介護職介護職介護職介護職のサービスのサービスのサービスのサービス 小林 由憲小林 由憲小林 由憲小林 由憲∥∥∥∥著著著著 369.26369.26369.26369.26
アレルギーっアレルギーっアレルギーっアレルギーっ子子子子のあんしんのあんしんのあんしんのあんしん♡♡♡♡あんあんあんあん
ぜんぜんぜんぜん!!!!おやつおやつおやつおやつ

小田 真規子小田 真規子小田 真規子小田 真規子∥∥∥∥著著著著 493.93493.93493.93493.93

緊急緊急緊急緊急!!!!池上彰池上彰池上彰池上彰とととと考考考考えるえるえるえる巨大地震巨大地震巨大地震巨大地震 池上 彰池上 彰池上 彰池上 彰∥∥∥∥著著著著 369.31369.31369.31369.31
わたしもわたしもわたしもわたしも、、、、がんでしたがんでしたがんでしたがんでした。　。　。　。　がんとがんとがんとがんと共共共共
にににに生生生生きるためのきるためのきるためのきるための処方箋処方箋処方箋処方箋

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がんセンターがんセンターがんセンターがん対策対策対策対策
情報情報情報情報センターセンターセンターセンター∥∥∥∥編編編編 494.5494.5494.5494.5

震災震災震災震災がががが残残残残したものしたものしたものしたもの　　　　１１１１～～～～14141414
A‐yan Tokyo∥A‐yan Tokyo∥A‐yan Tokyo∥A‐yan Tokyo∥
編集編集編集編集

369.31369.31369.31369.31 世界一世界一世界一世界一カンタンなカンタンなカンタンなカンタンな疲疲疲疲れのとりれのとりれのとりれのとり方方方方 植森 美緒植森 美緒植森 美緒植森 美緒∥∥∥∥著著著著 498.3498.3498.3498.3

駐在記者発大槌町震災駐在記者発大槌町震災駐在記者発大槌町震災駐在記者発大槌町震災2222年目年目年目年目のののの
365365365365日日日日

東野 真和東野 真和東野 真和東野 真和∥∥∥∥著著著著 369.31369.31369.31369.31 ポリポリポリポリ袋袋袋袋レシピでダイエットレシピでダイエットレシピでダイエットレシピでダイエット 川平 稔己川平 稔己川平 稔己川平 稔己∥∥∥∥著著著著 498.58498.58498.58498.58

福島原発事故 県民健康管理調福島原発事故 県民健康管理調福島原発事故 県民健康管理調福島原発事故 県民健康管理調
査査査査のののの闇闇闇闇

日野 行介日野 行介日野 行介日野 行介∥∥∥∥著著著著 369.36369.36369.36369.36
生生生生・・・・蒸蒸蒸蒸す・す・す・す・煮煮煮煮るるるる「「「「糖化糖化糖化糖化」」」」をををを防防防防いでいでいでいで10101010
歳若返歳若返歳若返歳若返るレシピるレシピるレシピるレシピ

浜内 千波浜内 千波浜内 千波浜内 千波∥∥∥∥著著著著 498.58498.58498.58498.58

本当本当本当本当はははは怖怖怖怖いいいい小学一年生小学一年生小学一年生小学一年生 汐見 稔幸汐見 稔幸汐見 稔幸汐見 稔幸∥∥∥∥著著著著 376.21376.21376.21376.21
味噌力味噌力味噌力味噌力　　　　毎日毎日毎日毎日のののの味噌汁味噌汁味噌汁味噌汁でででで強強強強いいいい体体体体
をつくるをつくるをつくるをつくる

渡邊 敦光渡邊 敦光渡邊 敦光渡邊 敦光∥∥∥∥著著著著 498.58498.58498.58498.58

内澤旬子内澤旬子内澤旬子内澤旬子のこののこののこののこの人人人人をををを見見見見よよよよ 内澤 旬子内澤 旬子内澤 旬子内澤 旬子∥∥∥∥著著著著 382.1382.1382.1382.1 技術技術技術技術・・・・実用書実用書実用書実用書

鯨料理鯨料理鯨料理鯨料理のののの文化史文化史文化史文化史 高正 晴子高正 晴子高正 晴子高正 晴子∥∥∥∥著著著著 383.81383.81383.81383.81
鉄橋物語鉄橋物語鉄橋物語鉄橋物語　　　　日本日本日本日本のののの歴史的鉄道橋歴史的鉄道橋歴史的鉄道橋歴史的鉄道橋
梁梁梁梁をををを訪訪訪訪ねてねてねてねて

塚本 雅啓塚本 雅啓塚本 雅啓塚本 雅啓∥∥∥∥著著著著 516.24516.24516.24516.24

47474747都道府県都道府県都道府県都道府県・・・・伝統調味料百科伝統調味料百科伝統調味料百科伝統調味料百科 成瀬 宇平成瀬 宇平成瀬 宇平成瀬 宇平∥∥∥∥著著著著 383.81383.81383.81383.81 すごいすごいすごいすごい!!!!日本日本日本日本のダムのダムのダムのダム
ダムのダムのダムのダムの秘密調査秘密調査秘密調査秘密調査
団団団団∥∥∥∥著著著著

517.7517.7517.7517.7

江戸江戸江戸江戸のののの色道色道色道色道 渡辺 信一郎渡辺 信一郎渡辺 信一郎渡辺 信一郎∥∥∥∥著著著著 384.7384.7384.7384.7 トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車自動車自動車自動車75757575年史年史年史年史 トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車自動車自動車自動車∥∥∥∥編編編編 537.07537.07537.07537.07

妖怪妖怪妖怪妖怪たちのラビリンスたちのラビリンスたちのラビリンスたちのラビリンス 菊地 章太菊地 章太菊地 章太菊地 章太∥∥∥∥著著著著 388.3388.3388.3388.3 トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車自動車自動車自動車75757575年史年史年史年史　　　　資料編資料編資料編資料編 トヨタトヨタトヨタトヨタ自動車自動車自動車自動車∥∥∥∥編編編編 537.07537.07537.07537.07

538.28538.28538.28538.28航空整備士航空整備士航空整備士航空整備士になるになるになるになる本本本本



ナウシカのナウシカのナウシカのナウシカの飛行具飛行具飛行具飛行具、、、、作作作作ってみたってみたってみたってみた 八谷 和彦八谷 和彦八谷 和彦八谷 和彦∥∥∥∥著著著著 538.6538.6538.6538.6 ほっこりほっこりほっこりほっこり土鍋土鍋土鍋土鍋ごはんごはんごはんごはん
伊賀焼窯元長谷伊賀焼窯元長谷伊賀焼窯元長谷伊賀焼窯元長谷
園園園園∥∥∥∥著著著著

596.3596.3596.3596.3

祝島祝島祝島祝島のたたかいのたたかいのたたかいのたたかい　　　　上関原発反対上関原発反対上関原発反対上関原発反対
運動史運動史運動史運動史

山戸 貞夫山戸 貞夫山戸 貞夫山戸 貞夫∥∥∥∥著著著著 543.5543.5543.5543.5 「「「「にんべんにんべんにんべんにんべん」」」」のかつおのかつおのかつおのかつお節節節節レシピレシピレシピレシピ にんべんにんべんにんべんにんべん∥∥∥∥著著著著 596.3596.3596.3596.3

548.29548.29548.29548.29 自宅自宅自宅自宅でででで手軽手軽手軽手軽に・に・に・に・燻製生活燻製生活燻製生活燻製生活のススメのススメのススメのススメ 山本 山本 山本 山本 ありありありあり∥∥∥∥著著著著 596.3596.3596.3596.3

ミシンとミシンとミシンとミシンと日本日本日本日本のののの近代近代近代近代
アンドルーアンドルーアンドルーアンドルー　　　　ゴーゴーゴーゴー
ドンドンドンドン∥∥∥∥著著著著

582.1582.1582.1582.1 いなばライトツナレシピいなばライトツナレシピいなばライトツナレシピいなばライトツナレシピ
牛尾 理恵牛尾 理恵牛尾 理恵牛尾 理恵∥∥∥∥レシレシレシレシ
ピピピピ制作制作制作制作

596.35596.35596.35596.35

アミモノワンダーランドアミモノワンダーランドアミモノワンダーランドアミモノワンダーランド 大石 大石 大石 大石 さちよさちよさちよさちよ∥∥∥∥著著著著 594.3594.3594.3594.3 作作作作りおきサラダりおきサラダりおきサラダりおきサラダ 主婦主婦主婦主婦のののの友社友社友社友社∥∥∥∥編編編編 596.37596.37596.37596.37

ぬりえぬりえぬりえぬりえ感覚感覚感覚感覚でででで編編編編みみみみ込込込込むむむむ!!!!ニットのニットのニットのニットの
家家家家バッグバッグバッグバッグ

東海 東海 東海 東海 えりかえりかえりかえりか∥∥∥∥著著著著 594.3594.3594.3594.3 ホクトのきのこレシピホクトのきのこレシピホクトのきのこレシピホクトのきのこレシピ ホクトホクトホクトホクト∥∥∥∥監修監修監修監修 596.37596.37596.37596.37

広瀬光治美広瀬光治美広瀬光治美広瀬光治美しいしいしいしい模様模様模様模様のののの棒針棒針棒針棒針ニッニッニッニッ
トトトト

広瀬 光治広瀬 光治広瀬 光治広瀬 光治∥∥∥∥著著著著 594.3594.3594.3594.3 野菜野菜野菜野菜のののの常備常備常備常備おかずおかずおかずおかず 本田 明子本田 明子本田 明子本田 明子∥∥∥∥著著著著 596.37596.37596.37596.37

かぎかぎかぎかぎ針編針編針編針編みみみみ困困困困ったときにったときにったときにったときに開開開開くくくく本本本本 松村 忍松村 忍松村 忍松村 忍∥∥∥∥監修監修監修監修 594.3594.3594.3594.3
スライサーでスライサーでスライサーでスライサーで野菜野菜野菜野菜たっぷりたっぷりたっぷりたっぷり早早早早うまうまうまうま!!!!
レシピレシピレシピレシピ

松村 眞由子松村 眞由子松村 眞由子松村 眞由子∥∥∥∥著著著著 596.37596.37596.37596.37

棒針編棒針編棒針編棒針編みみみみ困困困困ったときにったときにったときにったときに開開開開くくくく本本本本 松村 忍松村 忍松村 忍松村 忍∥∥∥∥監修監修監修監修 594.3594.3594.3594.3 やさいのおつまみやさいのおつまみやさいのおつまみやさいのおつまみ
やまさき きよえやまさき きよえやまさき きよえやまさき きよえ∥∥∥∥
著著著著

596.37596.37596.37596.37

華華華華やかなつまみやかなつまみやかなつまみやかなつまみ細工細工細工細工のアクセサのアクセサのアクセサのアクセサ
リーリーリーリー

かのはかのはかのはかのは∥∥∥∥著著著著 594.6594.6594.6594.6 世界一世界一世界一世界一おいしいパスタおいしいパスタおいしいパスタおいしいパスタ 山田 剛嗣山田 剛嗣山田 剛嗣山田 剛嗣∥∥∥∥著著著著 596.38596.38596.38596.38

サンリオキャラクターのたのしいサンリオキャラクターのたのしいサンリオキャラクターのたのしいサンリオキャラクターのたのしい
フェルトマスコットフェルトマスコットフェルトマスコットフェルトマスコット

寺西 恵里子寺西 恵里子寺西 恵里子寺西 恵里子∥∥∥∥著著著著 594.9594.9594.9594.9
アウトドアをアウトドアをアウトドアをアウトドアを10101010倍楽倍楽倍楽倍楽しむクッキングしむクッキングしむクッキングしむクッキング
レシピレシピレシピレシピ

木村 東吉木村 東吉木村 東吉木村 東吉∥∥∥∥著著著著 596.4596.4596.4596.4

塩分半分塩分半分塩分半分塩分半分でもおいしいでもおいしいでもおいしいでもおいしい!!!!昆布水昆布水昆布水昆布水のののの
減塩減塩減塩減塩レシピレシピレシピレシピ

喜多條 清光喜多條 清光喜多條 清光喜多條 清光∥∥∥∥著著著著 596596596596
おおおお料理上手料理上手料理上手料理上手とととと思思思思われるわれるわれるわれる持持持持ちよりちよりちよりちより&&&&
さしさしさしさし入入入入れレシピれレシピれレシピれレシピ　　　　2222

馬場 香織馬場 香織馬場 香織馬場 香織∥∥∥∥著著著著 596.4596.4596.4596.4

万能旨味万能旨味万能旨味万能旨味だれできれいになるだれできれいになるだれできれいになるだれできれいになる100100100100
レシピレシピレシピレシピ

検見崎 聡美検見崎 聡美検見崎 聡美検見崎 聡美∥∥∥∥料料料料
理理理理

596596596596
スープジャーレシピでらくらくダイスープジャーレシピでらくらくダイスープジャーレシピでらくらくダイスープジャーレシピでらくらくダイ
エットエットエットエット

ももせ いづみももせ いづみももせ いづみももせ いづみ∥∥∥∥
監修監修監修監修

596.4596.4596.4596.4

itonowaitonowaitonowaitonowaのののの玄米玄米玄米玄米プレートプレートプレートプレート 渋谷 有美渋谷 有美渋谷 有美渋谷 有美∥∥∥∥著著著著 596596596596
電子電子電子電子レンジでレンジでレンジでレンジで!!!!ホットケーキミックスホットケーキミックスホットケーキミックスホットケーキミックス
のおかずのおかずのおかずのおかず蒸蒸蒸蒸しパンしパンしパンしパン

大庭 英子大庭 英子大庭 英子大庭 英子∥∥∥∥著著著著 596.63596.63596.63596.63

もっとラクうまごはんもっとラクうまごはんもっとラクうまごはんもっとラクうまごはん 瀬尾 幸子瀬尾 幸子瀬尾 幸子瀬尾 幸子∥∥∥∥著著著著 596596596596 小小小小さなおさなおさなおさなお菓子菓子菓子菓子プティ・フールプティ・フールプティ・フールプティ・フール 大森 由紀子大森 由紀子大森 由紀子大森 由紀子∥∥∥∥著著著著 596.65596.65596.65596.65

AndroidAndroidAndroidAndroidタブレットタブレットタブレットタブレット便利便利便利便利すぎるすぎるすぎるすぎる!!!!270270270270のテクニックのテクニックのテクニックのテクニック

はなまるマーケットミラクルはなまるマーケットミラクルはなまるマーケットミラクルはなまるマーケットミラクル調味料調味料調味料調味料
レシピレシピレシピレシピ

TBSTBSTBSTBSテレビテレビテレビテレビ「「「「はなまるマーケットはなまるマーケットはなまるマーケットはなまるマーケット」」」」
制作制作制作制作スタッフスタッフスタッフスタッフ∥∥∥∥編編編編 596596596596 囲炉裏囲炉裏囲炉裏囲炉裏とととと薪火暮薪火暮薪火暮薪火暮らしのらしのらしのらしの本本本本

大内 正伸大内 正伸大内 正伸大内 正伸∥∥∥∥絵絵絵絵とととと
文文文文

596.9596.9596.9596.9

おばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんの台所台所台所台所 テレビせとうちテレビせとうちテレビせとうちテレビせとうち『『『『おばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんの
台所台所台所台所』』』』プロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチームプロジェクトチーム∥∥∥∥編編編編 596596596596 産業産業産業産業

長野県栄養士会長野県栄養士会長野県栄養士会長野県栄養士会のののの野菜野菜野菜野菜たっぷりたっぷりたっぷりたっぷり
減塩減塩減塩減塩レシピレシピレシピレシピ

長野県栄養士会長野県栄養士会長野県栄養士会長野県栄養士会
∥∥∥∥監修監修監修監修

596596596596 土土土土とととと生生生生きるきるきるきる　　　　循環農場循環農場循環農場循環農場からからからから 小泉 英政小泉 英政小泉 英政小泉 英政∥∥∥∥著著著著 615.71615.71615.71615.71

満満満満たされスープたされスープたされスープたされスープ 美才治 真澄美才治 真澄美才治 真澄美才治 真澄∥∥∥∥著著著著 596596596596
保健所犬保健所犬保健所犬保健所犬のののの飼飼飼飼いいいい主主主主になるになるになるになる前前前前にににに
知知知知っておきたいことっておきたいことっておきたいことっておきたいこと

片野 片野 片野 片野 ゆかゆかゆかゆか∥∥∥∥著著著著 645.6645.6645.6645.6

ずっとずっとずっとずっと使使使使えるえるえるえる「「「「一汁二菜一汁二菜一汁二菜一汁二菜」」」」献立帳献立帳献立帳献立帳 松本 忠子松本 忠子松本 忠子松本 忠子∥∥∥∥著著著著 596596596596 セブンプレミアムセブンプレミアムセブンプレミアムセブンプレミアム進化論進化論進化論進化論 緒方 知行緒方 知行緒方 知行緒方 知行∥∥∥∥著著著著 673.87673.87673.87673.87

常備菜常備菜常備菜常備菜レシピレシピレシピレシピ100100100100 武蔵 裕子武蔵 裕子武蔵 裕子武蔵 裕子∥∥∥∥著著著著 596596596596 全国飲食全国飲食全国飲食全国飲食チェーンチェーンチェーンチェーン本店巡礼本店巡礼本店巡礼本店巡礼 BUBBLE‐B∥BUBBLE‐B∥BUBBLE‐B∥BUBBLE‐B∥著著著著 673.97673.97673.97673.97

手間手間手間手間をかけずにおいしいをかけずにおいしいをかけずにおいしいをかけずにおいしい献立献立献立献立れれれれ
んしゅうんしゅうんしゅうんしゅう帖帖帖帖

村田 裕子村田 裕子村田 裕子村田 裕子∥∥∥∥著著著著 596596596596
秘境駅秘境駅秘境駅秘境駅のののの歩歩歩歩きききき方方方方　　　　このこのこのこの週末週末週末週末でででで行行行行
けるプチけるプチけるプチけるプチ探検探検探検探検のののの旅旅旅旅

牛山 隆信牛山 隆信牛山 隆信牛山 隆信∥∥∥∥著著著著 686.21686.21686.21686.21

スーパーマーケットでスーパーマーケットでスーパーマーケットでスーパーマーケットで働働働働くくくく女性女性女性女性たたたた
ちのちのちのちの絶品絶品絶品絶品アイデアレシピアイデアレシピアイデアレシピアイデアレシピ

ヤオコークッキンヤオコークッキンヤオコークッキンヤオコークッキン
グサポートグサポートグサポートグサポート∥∥∥∥著著著著

596596596596 AndroidAndroidAndroidAndroidアプリアプリアプリアプリ大事典大事典大事典大事典　　　　2013201320132013年版年版年版年版 鈴木 友博鈴木 友博鈴木 友博鈴木 友博∥∥∥∥著著著著 694.6694.6694.6694.6

syunkonsyunkonsyunkonsyunkonカフェごはんカフェごはんカフェごはんカフェごはん　　　　1111 山本 山本 山本 山本 ゆりゆりゆりゆり∥∥∥∥著著著著 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

596596596596 ルネサンスルネサンスルネサンスルネサンス三巨匠三巨匠三巨匠三巨匠のののの物語物語物語物語 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

味噌汁専門店味噌汁専門店味噌汁専門店味噌汁専門店のののの具具具具だくさんだくさんだくさんだくさん味噌味噌味噌味噌
汁汁汁汁100100100100

美噌元美噌元美噌元美噌元∥∥∥∥監修監修監修監修 596.21596.21596.21596.21
FBIFBIFBIFBI美術捜査官美術捜査官美術捜査官美術捜査官　　　　奪奪奪奪われたわれたわれたわれた名画名画名画名画
をををを追追追追ええええ

ロバートロバートロバートロバート　　　　KKKK....ウィッウィッウィッウィッ
トマントマントマントマン∥∥∥∥著著著著

706.7706.7706.7706.7

ウー・ウェンさんちのウー・ウェンさんちのウー・ウェンさんちのウー・ウェンさんちの定番献立定番献立定番献立定番献立 ウー ウェンウー ウェンウー ウェンウー ウェン∥∥∥∥著著著著 596.22596.22596.22596.22 仏像仏像仏像仏像のののの顔顔顔顔　　　　形形形形とととと表情表情表情表情をよむをよむをよむをよむ 清水 眞澄清水 眞澄清水 眞澄清水 眞澄∥∥∥∥著著著著 718718718718

アリスのおいしいアリスのおいしいアリスのおいしいアリスのおいしい革命革命革命革命
アリスアリスアリスアリス　　　　ウォーウォーウォーウォー
タースタースタースタース∥∥∥∥著著著著

596.23596.23596.23596.23
EDOEDOEDOEDO----100100100100　　　　フカヨミフカヨミフカヨミフカヨミ!!!!広重広重広重広重『『『『名所江名所江名所江名所江
戸百景戸百景戸百景戸百景』』』』

堀口 茉純堀口 茉純堀口 茉純堀口 茉純∥∥∥∥著著著著 721.8721.8721.8721.8

プロプロプロプロ御用達御用達御用達御用達マヨネーズ ケンコーマヨネーズのマヨネーズ ケンコーマヨネーズのマヨネーズ ケンコーマヨネーズのマヨネーズ ケンコーマヨネーズの最高最高最高最高!!!!
マヨレシピマヨレシピマヨレシピマヨレシピ



笑笑笑笑うううう、、、、消消消消しゴムはんこしゴムはんこしゴムはんこしゴムはんこ。。。。 乙幡 啓子乙幡 啓子乙幡 啓子乙幡 啓子∥∥∥∥著著著著 736736736736 母母母母とととと昭和昭和昭和昭和とわらべとわらべとわらべとわらべ唄唄唄唄
海老名 香葉子海老名 香葉子海老名 香葉子海老名 香葉子∥∥∥∥
著著著著

914.6914.6914.6914.6

カロタセグのきらめくカロタセグのきらめくカロタセグのきらめくカロタセグのきらめく伝統刺伝統刺伝統刺伝統刺繡繡繡繡 谷崎 聖子谷崎 聖子谷崎 聖子谷崎 聖子∥∥∥∥著著著著 753.7753.7753.7753.7 ことばのことばのことばのことばの心心心心・・・・言葉言葉言葉言葉のののの力力力力 加賀美 幸子加賀美 幸子加賀美 幸子加賀美 幸子∥∥∥∥著著著著 B914.6B914.6B914.6B914.6

仕事仕事仕事仕事はははは心心心心をををを叩叩叩叩けけけけ。。。。 河内 國平河内 國平河内 國平河内 國平∥∥∥∥述述述述 756.6756.6756.6756.6 <<<<男文化男文化男文化男文化>>>>よよよよ、、、、さらばさらばさらばさらば 辛 淑玉辛 淑玉辛 淑玉辛 淑玉∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

長長長長いいいい猫猫猫猫とととと不思議不思議不思議不思議なななな家族家族家族家族 依布 依布 依布 依布 サラササラササラササラサ∥∥∥∥著著著著 767.8767.8767.8767.8 木皿食堂木皿食堂木皿食堂木皿食堂 木皿 泉木皿 泉木皿 泉木皿 泉∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

時代劇時代劇時代劇時代劇のののの見方見方見方見方・・・・楽楽楽楽しみしみしみしみ方方方方 大石 学大石 学大石 学大石 学∥∥∥∥著著著著 778.8778.8778.8778.8 マンボウマンボウマンボウマンボウ思思思思いいいい出出出出のののの昆虫記昆虫記昆虫記昆虫記 北 杜夫北 杜夫北 杜夫北 杜夫∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

マラソンマラソンマラソンマラソン中毒者中毒者中毒者中毒者((((ジャンキージャンキージャンキージャンキー)))) 小野 裕史小野 裕史小野 裕史小野 裕史∥∥∥∥著著著著 782.3782.3782.3782.3 苦手図鑑苦手図鑑苦手図鑑苦手図鑑 北大路 公子北大路 公子北大路 公子北大路 公子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

戦国茶戦国茶戦国茶戦国茶のののの湯倶楽部湯倶楽部湯倶楽部湯倶楽部 中村 修也中村 修也中村 修也中村 修也∥∥∥∥著著著著 791.2791.2791.2791.2 読書読書読書読書についてについてについてについて 小林 秀雄小林 秀雄小林 秀雄小林 秀雄∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

大人大人大人大人のひらめきマッチのひらめきマッチのひらめきマッチのひらめきマッチ棒棒棒棒クイズクイズクイズクイズ大大大大
全集全集全集全集

和田 秀樹和田 秀樹和田 秀樹和田 秀樹∥∥∥∥監修監修監修監修 798798798798 ようようようよう知知知知らんけどらんけどらんけどらんけど日記日記日記日記 柴崎 友香柴崎 友香柴崎 友香柴崎 友香∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

言語言語言語言語 雪雪雪雪のののの宿宿宿宿 中尾 賢吉中尾 賢吉中尾 賢吉中尾 賢吉∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

ことばのことばのことばのことばの散歩道散歩道散歩道散歩道 井上 史雄井上 史雄井上 史雄井上 史雄∥∥∥∥著著著著 804804804804 アーサーのアーサーのアーサーのアーサーの言言言言のののの葉食堂葉食堂葉食堂葉食堂
アーサーアーサーアーサーアーサー　　　　ビナービナービナービナー
ドドドド∥∥∥∥著著著著

914.6914.6914.6914.6

雑談力雑談力雑談力雑談力がががが上上上上がるがるがるがる話話話話しししし方方方方 齋藤 孝齋藤 孝齋藤 孝齋藤 孝∥∥∥∥著著著著 809.2809.2809.2809.2 たとえたとえたとえたとえ明日世界明日世界明日世界明日世界がががが滅滅滅滅びようともびようともびようともびようとも 藤原 新也藤原 新也藤原 新也藤原 新也∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

日本人日本人日本人日本人とととと日本語日本語日本語日本語　　　　夏目漱石夏目漱石夏目漱石夏目漱石・・・・民話民話民話民話・・・・唱歌唱歌唱歌唱歌
などからなどからなどからなどから、、、、日本日本日本日本のののの言語政策言語政策言語政策言語政策をををを問問問問いいいい直直直直すすすす

宮川 俊彦宮川 俊彦宮川 俊彦宮川 俊彦∥∥∥∥著著著著 810.9810.9810.9810.9 戸越銀座戸越銀座戸越銀座戸越銀座でつかまえてでつかまえてでつかまえてでつかまえて 星野 博美星野 博美星野 博美星野 博美∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

見見見見えないえないえないえない文字文字文字文字とととと見見見見えるえるえるえる文字文字文字文字 佐藤 栄作佐藤 栄作佐藤 栄作佐藤 栄作∥∥∥∥著著著著 811811811811 オレってオレってオレってオレって老人老人老人老人???? 南 伸坊南 伸坊南 伸坊南 伸坊∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

とうほくとうほくとうほくとうほく方言方言方言方言のののの泉泉泉泉　　　　上中下上中下上中下上中下 小林 隆小林 隆小林 隆小林 隆∥∥∥∥共著共著共著共著 818.2818.2818.2818.2 年年年年をををを重重重重ねることはおもしろいねることはおもしろいねることはおもしろいねることはおもしろい。。。。 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

文学文学文学文学 おおおお弁当弁当弁当弁当。。。。
阿川 佐和子阿川 佐和子阿川 佐和子阿川 佐和子∥∥∥∥ほほほほ
かかかか著著著著

914.68914.68914.68914.68文学文学文学文学
かかかか著著著著

文学文学文学文学のことばのことばのことばのことば 荒川 洋治荒川 洋治荒川 洋治荒川 洋治∥∥∥∥著著著著 904904904904 漂漂漂漂うううう 黒井 千次黒井 千次黒井 千次黒井 千次∥∥∥∥著著著著 915.6915.6915.6915.6

いくついくついくついくつ分分分分かるかるかるかる????名作名作名作名作のイントロのイントロのイントロのイントロ 中江 有里中江 有里中江 有里中江 有里∥∥∥∥監修監修監修監修 910.26910.26910.26910.26 あやしいあやしいあやしいあやしい探検隊済州島乱入探検隊済州島乱入探検隊済州島乱入探検隊済州島乱入 椎名 誠椎名 誠椎名 誠椎名 誠∥∥∥∥著著著著 915.6915.6915.6915.6

万葉歌万葉歌万葉歌万葉歌みじかものがたりみじかものがたりみじかものがたりみじかものがたり　　　　6666 中村 博中村 博中村 博中村 博∥∥∥∥著著著著 911.12911.12911.12911.12 軍医軍医軍医軍医がががが見見見見たたたた戦艦大和戦艦大和戦艦大和戦艦大和 祖父江 逸郎祖父江 逸郎祖父江 逸郎祖父江 逸郎∥∥∥∥著著著著 916916916916

怪談短歌入門怪談短歌入門怪談短歌入門怪談短歌入門　　　　怖怖怖怖いおいおいおいお話話話話、、、、うたいうたいうたいうたい
ましょうましょうましょうましょう

東 直子東 直子東 直子東 直子∥∥∥∥著著著著 911.16911.16911.16911.16 さよならまでのさよならまでのさよならまでのさよならまでの読書会読書会読書会読書会
ウィルウィルウィルウィル　　　　シュワルシュワルシュワルシュワル
ビビビビ∥∥∥∥著著著著

936936936936

俳句上達俳句上達俳句上達俳句上達9999つのコツつのコツつのコツつのコツ 井上 弘美井上 弘美井上 弘美井上 弘美∥∥∥∥著著著著 911.31911.31911.31911.31 私私私私のディスレクシアのディスレクシアのディスレクシアのディスレクシア
フィリップフィリップフィリップフィリップ　　　　シュルシュルシュルシュル
ツツツツ∥∥∥∥著著著著

936936936936

小林一茶小林一茶小林一茶小林一茶　　　　時代時代時代時代をををを詠詠詠詠んだんだんだんだ俳諧師俳諧師俳諧師俳諧師 青木 美智男青木 美智男青木 美智男青木 美智男∥∥∥∥著著著著 911.35911.35911.35911.35 見知見知見知見知らぬらぬらぬらぬ心臓心臓心臓心臓
シャルロットシャルロットシャルロットシャルロット　　　　ヴァヴァヴァヴァ
ランドレイランドレイランドレイランドレイ∥∥∥∥著著著著

956956956956

シルバーシルバーシルバーシルバー川柳川柳川柳川柳　　　　3333
全国有料老人全国有料老人全国有料老人全国有料老人
ホームホームホームホーム協会協会協会協会∥∥∥∥編編編編

911.47911.47911.47911.47 小説小説小説小説（（（（日本日本日本日本））））

おおおお葬式川柳葬式川柳葬式川柳葬式川柳
葬式川柳倶楽部葬式川柳倶楽部葬式川柳倶楽部葬式川柳倶楽部
∥∥∥∥編編編編

911.47911.47911.47911.47 マツリカ・マハリタマツリカ・マハリタマツリカ・マハリタマツリカ・マハリタ 相沢 沙呼相沢 沙呼相沢 沙呼相沢 沙呼∥∥∥∥著著著著 NNNN

移移移移されたされたされたされた顔顔顔顔 帚木 蓬生帚木 蓬生帚木 蓬生帚木 蓬生∥∥∥∥著著著著 912.6912.6912.6912.6 とっておきのとっておきのとっておきのとっておきの幽霊幽霊幽霊幽霊 赤川 次郎赤川 次郎赤川 次郎赤川 次郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

それからのエリスそれからのエリスそれからのエリスそれからのエリス　　　　いまいまいまいま明明明明らかにらかにらかにらかに
なるなるなるなる鷗鷗鷗鷗外外外外「「「「舞姫舞姫舞姫舞姫」」」」のののの面影面影面影面影

六草 六草 六草 六草 いちかいちかいちかいちか∥∥∥∥著著著著 913.6913.6913.6913.6 幽霊恋文幽霊恋文幽霊恋文幽霊恋文 赤川 次郎赤川 次郎赤川 次郎赤川 次郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

シャーロッキアンシャーロッキアンシャーロッキアンシャーロッキアン翻訳家最初翻訳家最初翻訳家最初翻訳家最初のののの挨挨挨挨
拶拶拶拶

日暮 雅通日暮 雅通日暮 雅通日暮 雅通∥∥∥∥著著著著 930.27930.27930.27930.27 暗黒女子暗黒女子暗黒女子暗黒女子 秋吉 理香子秋吉 理香子秋吉 理香子秋吉 理香子∥∥∥∥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 もうもうもうもう一枝一枝一枝一枝あれかしあれかしあれかしあれかし
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

生生生生きるきるきるきる事事事事はおもしろいはおもしろいはおもしろいはおもしろい 五木 寛之五木 寛之五木 寛之五木 寛之∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 悪悪悪悪いものがいものがいものがいものが、、、、来来来来ませんようにませんようにませんようにませんように 芦沢 央芦沢 央芦沢 央芦沢 央∥∥∥∥著著著著 NNNN



捨捨捨捨ててこそててこそててこそててこそ空也空也空也空也 梓澤 要梓澤 要梓澤 要梓澤 要∥∥∥∥著著著著 NNNN 夢夢夢夢もももも定定定定かにかにかにかに 澤田 瞳子澤田 瞳子澤田 瞳子澤田 瞳子∥∥∥∥著著著著 NNNN

エストロゲンエストロゲンエストロゲンエストロゲン 甘糟 甘糟 甘糟 甘糟 りりりりりりりり子子子子∥∥∥∥著著著著 NNNN 偸盗偸盗偸盗偸盗のののの夜夜夜夜　　　　高瀬川女船歌高瀬川女船歌高瀬川女船歌高瀬川女船歌 澤田 澤田 澤田 澤田 ふじふじふじふじ子子子子∥∥∥∥著著著著 NNNN

菩提樹荘菩提樹荘菩提樹荘菩提樹荘のののの殺人殺人殺人殺人 有栖川 有栖有栖川 有栖有栖川 有栖有栖川 有栖∥∥∥∥著著著著 NNNN
あさきゆめみしあさきゆめみしあさきゆめみしあさきゆめみし　　　　八百屋八百屋八百屋八百屋おおおお七異聞七異聞七異聞七異聞
上上上上

ジェームスジェームスジェームスジェームス三木三木三木三木
∥∥∥∥著著著著

NNNN

第第第第ⅡⅡⅡⅡ捜査官捜査官捜査官捜査官 安東 能明安東 能明安東 能明安東 能明∥∥∥∥著著著著 NNNN ゼツメツゼツメツゼツメツゼツメツ少年少年少年少年 重松 清重松 清重松 清重松 清∥∥∥∥著著著著 NNNN

こんなにもこんなにもこんなにもこんなにも優優優優しいしいしいしい、、、、世界世界世界世界のののの終終終終わりわりわりわり
かたかたかたかた

市川 拓司市川 拓司市川 拓司市川 拓司∥∥∥∥著著著著 NNNN リバーサイド・チルドレンリバーサイド・チルドレンリバーサイド・チルドレンリバーサイド・チルドレン 梓崎 優梓崎 優梓崎 優梓崎 優∥∥∥∥著著著著 NNNN

すっぽんすっぽんすっぽんすっぽん心中心中心中心中 戌井 昭人戌井 昭人戌井 昭人戌井 昭人∥∥∥∥著著著著 NNNN 検察側検察側検察側検察側のののの罪人罪人罪人罪人 雫井 脩介雫井 脩介雫井 脩介雫井 脩介∥∥∥∥著著著著 NNNN

ジャックをジャックをジャックをジャックを殺殺殺殺せせせせ、、、、 今村 友紀今村 友紀今村 友紀今村 友紀∥∥∥∥著著著著 NNNN 天涯天涯天涯天涯のののの楽土楽土楽土楽土 篠原 悠希篠原 悠希篠原 悠希篠原 悠希∥∥∥∥著著著著 NNNN

テ・テ・テ・テ・鉄輪鉄輪鉄輪鉄輪 入江 敦彦入江 敦彦入江 敦彦入江 敦彦∥∥∥∥著著著著 NNNN 漂流者漂流者漂流者漂流者たちたちたちたち 柴田 哲孝柴田 哲孝柴田 哲孝柴田 哲孝∥∥∥∥著著著著 NNNN

高砂高砂高砂高砂　　　　なくてなくてなくてなくて七癖七癖七癖七癖あってあってあってあって四十八癖四十八癖四十八癖四十八癖 宇江佐 真理宇江佐 真理宇江佐 真理宇江佐 真理∥∥∥∥著著著著 NNNN たったひとつのたったひとつのたったひとつのたったひとつの花花花花だからだからだからだから 新堂 冬樹新堂 冬樹新堂 冬樹新堂 冬樹∥∥∥∥著著著著 NNNN

黒鉄黒鉄黒鉄黒鉄のののの志士志士志士志士たちたちたちたち 植松 三十里植松 三十里植松 三十里植松 三十里∥∥∥∥著著著著 NNNN 海峡海峡海峡海峡　　　　祖国祖国祖国祖国へへへへ帰帰帰帰れぬれぬれぬれぬ人人人人びとびとびとびと 新屋敷 幸男新屋敷 幸男新屋敷 幸男新屋敷 幸男∥∥∥∥著著著著 NNNN

将軍慶喜将軍慶喜将軍慶喜将軍慶喜をををを叱叱叱叱ったったったった男 堀直虎男 堀直虎男 堀直虎男 堀直虎 江宮 隆之江宮 隆之江宮 隆之江宮 隆之∥∥∥∥著著著著 NNNN CUTCUTCUTCUT 菅原 和也菅原 和也菅原 和也菅原 和也∥∥∥∥著著著著 NNNN

ミステリなふたりミステリなふたりミステリなふたりミステリなふたりà la carteà la carteà la carteà la carte 太田 忠司太田 忠司太田 忠司太田 忠司∥∥∥∥著著著著 NNNN タイドタイドタイドタイド 鈴木 光司鈴木 光司鈴木 光司鈴木 光司∥∥∥∥著著著著 NNNN

海海海海とととと月月月月のののの迷路迷路迷路迷路 大沢 在昌大沢 在昌大沢 在昌大沢 在昌∥∥∥∥著著著著 NNNN 幸幸幸幸せすぎるおんなたちせすぎるおんなたちせすぎるおんなたちせすぎるおんなたち 雀野 日名子雀野 日名子雀野 日名子雀野 日名子∥∥∥∥著著著著 NNNN

三月三月三月三月 大島 真寿美大島 真寿美大島 真寿美大島 真寿美∥∥∥∥著著著著 NNNN 殺殺殺殺しししし屋屋屋屋....COMCOMCOMCOM 曽根 圭介曽根 圭介曽根 圭介曽根 圭介∥∥∥∥著著著著 NNNN

紙紙紙紙のののの眼眼眼眼 大山 尚利大山 尚利大山 尚利大山 尚利∥∥∥∥著著著著 NNNN QEDQEDQEDQED～～～～flumenflumenflumenflumen～～～～ホームズのホームズのホームズのホームズの真実真実真実真実 高田 崇史高田 崇史高田 崇史高田 崇史∥∥∥∥著著著著 NNNN

猫弁猫弁猫弁猫弁とととと少女探偵少女探偵少女探偵少女探偵 大山 淳子大山 淳子大山 淳子大山 淳子∥∥∥∥著著著著 NNNN
ふたりぽっちふたりぽっちふたりぽっちふたりぽっち　　　　When you wishWhen you wishWhen you wishWhen you wish
upon a starupon a starupon a starupon a star

高槻 高槻 高槻 高槻 くるみくるみくるみくるみ∥∥∥∥著著著著 NNNN

白戸修白戸修白戸修白戸修のののの逃亡逃亡逃亡逃亡 大倉 崇裕大倉 崇裕大倉 崇裕大倉 崇裕∥∥∥∥著著著著 NNNN 秀吉秀吉秀吉秀吉をををを討討討討てててて 武内 涼武内 涼武内 涼武内 涼∥∥∥∥著著著著 NNNN

生生生生きききき直直直直しししし 岡部 岡部 岡部 岡部 えつえつえつえつ∥∥∥∥著著著著 NNNN 黒警黒警黒警黒警 月村 了衛月村 了衛月村 了衛月村 了衛∥∥∥∥著著著著 NNNN

就勝乙女就勝乙女就勝乙女就勝乙女 小沢 章友小沢 章友小沢 章友小沢 章友∥∥∥∥著著著著 NNNN SSSSのののの継承継承継承継承 堂場 瞬一堂場 瞬一堂場 瞬一堂場 瞬一∥∥∥∥著著著著 NNNN

光秀光秀光秀光秀のののの定理定理定理定理((((レンマレンマレンマレンマ)))) 垣根 涼介垣根 涼介垣根 涼介垣根 涼介∥∥∥∥著著著著 NNNN 傷傷傷傷 堂場 瞬一堂場 瞬一堂場 瞬一堂場 瞬一∥∥∥∥著著著著 NNNN

八王子七色面妖館密室不可能八王子七色面妖館密室不可能八王子七色面妖館密室不可能八王子七色面妖館密室不可能
殺人殺人殺人殺人

倉阪 鬼一郎倉阪 鬼一郎倉阪 鬼一郎倉阪 鬼一郎∥∥∥∥著著著著 NNNN 皆勤皆勤皆勤皆勤のののの徒徒徒徒 酉島 伝法酉島 伝法酉島 伝法酉島 伝法∥∥∥∥著著著著 NNNN

永遠永遠永遠永遠のののの殺人者殺人者殺人者殺人者 小島 正樹小島 正樹小島 正樹小島 正樹∥∥∥∥著著著著 NNNN かりんとうかりんとうかりんとうかりんとう侍侍侍侍 中島 要中島 要中島 要中島 要∥∥∥∥著著著著 NNNN

あなたにつながるあなたにつながるあなたにつながるあなたにつながる記憶記憶記憶記憶のすべてのすべてのすべてのすべて 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 御浪人栄達指南帳御浪人栄達指南帳御浪人栄達指南帳御浪人栄達指南帳 中山 良太中山 良太中山 良太中山 良太∥∥∥∥著著著著 NNNN

代官山代官山代官山代官山コールドケースコールドケースコールドケースコールドケース 佐佐佐佐々々々々木 譲木 譲木 譲木 譲∥∥∥∥著著著著 NNNN 上石神井上石神井上石神井上石神井さよならレボリューションさよならレボリューションさよならレボリューションさよならレボリューション 長沢 樹長沢 樹長沢 樹長沢 樹∥∥∥∥著著著著 NNNN

かのかのかのかの名名名名はポンパドールはポンパドールはポンパドールはポンパドール 佐藤 賢一佐藤 賢一佐藤 賢一佐藤 賢一∥∥∥∥著著著著 NNNN 白白白白いいいい疵疵疵疵　　　　英雄英雄英雄英雄のののの死死死死 永瀬 隼介永瀬 隼介永瀬 隼介永瀬 隼介∥∥∥∥著著著著 NNNN

ナイン・ストーリーズナイン・ストーリーズナイン・ストーリーズナイン・ストーリーズ 佐藤 友哉佐藤 友哉佐藤 友哉佐藤 友哉∥∥∥∥著著著著 NNNN 十津川警部哀十津川警部哀十津川警部哀十津川警部哀しみのしみのしみのしみの吾妻線吾妻線吾妻線吾妻線 西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

見送見送見送見送ルルルル　　　　あるあるあるある臨床医臨床医臨床医臨床医のののの告白告白告白告白 里見 清一里見 清一里見 清一里見 清一∥∥∥∥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　　　　29292929　　　　十津川警部殺十津川警部殺十津川警部殺十津川警部殺しのトライアンしのトライアンしのトライアンしのトライアン
グルグルグルグル

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

仇討仇討仇討仇討ちのちのちのちの客客客客　　　　高瀬川女船歌高瀬川女船歌高瀬川女船歌高瀬川女船歌 澤田 澤田 澤田 澤田 ふじふじふじふじ子子子子∥∥∥∥著著著著 NNNN 小野寺小野寺小野寺小野寺のののの弟弟弟弟・・・・小野寺小野寺小野寺小野寺のののの姉姉姉姉 西田 征史西田 征史西田 征史西田 征史∥∥∥∥著著著著 NNNN



水色水色水色水色のののの娼婦娼婦娼婦娼婦 西木 正明西木 正明西木 正明西木 正明∥∥∥∥著著著著 NNNN 11111111////22222222////63636363　　　　上下上下上下上下
スティーヴン  キスティーヴン  キスティーヴン  キスティーヴン  キ
ングングングング∥∥∥∥著著著著

FFFF

レイク・クローバーレイク・クローバーレイク・クローバーレイク・クローバー 楡 周平楡 周平楡 周平楡 周平∥∥∥∥著著著著 NNNN 恋恋恋恋しくてしくてしくてしくて 村上 春樹村上 春樹村上 春樹村上 春樹∥∥∥∥編訳編訳編訳編訳 FFFF

初夏初夏初夏初夏のののの色色色色 橋本 治橋本 治橋本 治橋本 治∥∥∥∥著著著著 NNNN
ハロルド・フライのハロルド・フライのハロルド・フライのハロルド・フライの思思思思いもよらないいもよらないいもよらないいもよらない
巡礼巡礼巡礼巡礼のののの旅旅旅旅

レイチェル  ジョイレイチェル  ジョイレイチェル  ジョイレイチェル  ジョイ
スススス∥∥∥∥著著著著

FFFF

鶏鶏鶏鶏がががが鳴鳴鳴鳴くくくく 波多野 陸波多野 陸波多野 陸波多野 陸∥∥∥∥著著著著 NNNN こうしておこうしておこうしておこうしてお前前前前はははは彼女彼女彼女彼女にフラれるにフラれるにフラれるにフラれる
ジュノ  ディアスジュノ  ディアスジュノ  ディアスジュノ  ディアス
∥∥∥∥著著著著

FFFF

明治明治明治明治・・・・妖妖妖妖((((あやかしあやかしあやかしあやかし))))モダンモダンモダンモダン 畠中 恵畠中 恵畠中 恵畠中 恵∥∥∥∥著著著著 NNNN シスターズ・ブラザーズシスターズ・ブラザーズシスターズ・ブラザーズシスターズ・ブラザーズ
パトリック  デパトリック  デパトリック  デパトリック  デ
ウィットウィットウィットウィット∥∥∥∥著著著著

FFFF

曳舟曳舟曳舟曳舟のののの道道道道 濱岡 三太郎濱岡 三太郎濱岡 三太郎濱岡 三太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN スーサイド・ショップスーサイド・ショップスーサイド・ショップスーサイド・ショップ
ジャン  トゥーレジャン  トゥーレジャン  トゥーレジャン  トゥーレ∥∥∥∥
著著著著

FFFF

ヴルストヴルストヴルストヴルスト!!!!ヴルストヴルストヴルストヴルスト!!!!ヴルストヴルストヴルストヴルスト!!!! 原 宏一原 宏一原 宏一原 宏一∥∥∥∥著著著著 NNNN 人人人人というというというという怪物怪物怪物怪物　　　　上下上下上下上下
パトリック  ネスパトリック  ネスパトリック  ネスパトリック  ネス∥∥∥∥
著著著著

FFFF

祈祈祈祈りのりのりのりの幕幕幕幕がががが下下下下りるりるりるりる時時時時 東野 圭吾東野 圭吾東野 圭吾東野 圭吾∥∥∥∥著著著著 NNNN 夢幻諸島夢幻諸島夢幻諸島夢幻諸島からからからから
クリストファー  プクリストファー  プクリストファー  プクリストファー  プ
リーストリーストリーストリースト∥∥∥∥著著著著

FFFF

裸色裸色裸色裸色のののの月月月月 ヒキタ クニオヒキタ クニオヒキタ クニオヒキタ クニオ∥∥∥∥著著著著 NNNN 私私私私のいたのいたのいたのいた場所場所場所場所
リュドミラ  ペトルリュドミラ  ペトルリュドミラ  ペトルリュドミラ  ペトル
シェフスカヤシェフスカヤシェフスカヤシェフスカヤ∥∥∥∥著著著著

FFFF

昭和昭和昭和昭和のののの犬犬犬犬
姫野 姫野 姫野 姫野 カオルコカオルコカオルコカオルコ∥∥∥∥
著著著著

NNNN カルニヴィアカルニヴィアカルニヴィアカルニヴィア　　　　1111
ジョナサン  ホルジョナサン  ホルジョナサン  ホルジョナサン  ホル
トトトト∥∥∥∥著著著著

FFFF

サイバー・コマンドーサイバー・コマンドーサイバー・コマンドーサイバー・コマンドー 福田 和代福田 和代福田 和代福田 和代∥∥∥∥著著著著 NNNN ジェイコブをジェイコブをジェイコブをジェイコブを守守守守るためるためるためるため
ウィリアム  ランデウィリアム  ランデウィリアム  ランデウィリアム  ランデ
イイイイ∥∥∥∥著著著著

FFFF

灰色灰色灰色灰色のののの犬犬犬犬 福澤 徹三福澤 徹三福澤 徹三福澤 徹三∥∥∥∥著著著著 NNNN 文庫文庫文庫文庫

深海大戦深海大戦深海大戦深海大戦 藤崎 慎吾藤崎 慎吾藤崎 慎吾藤崎 慎吾∥∥∥∥著著著著 NNNN 甦甦甦甦ったスパイったスパイったスパイったスパイ
チャールズ  カミチャールズ  カミチャールズ  カミチャールズ  カミ
ングングングング∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

代書屋代書屋代書屋代書屋ミクラミクラミクラミクラ 松崎 有理松崎 有理松崎 有理松崎 有理∥∥∥∥著著著著 NNNN ランナウェイランナウェイランナウェイランナウェイ////逃亡者逃亡者逃亡者逃亡者
ニール  ゴードンニール  ゴードンニール  ゴードンニール  ゴードン
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

鏡鏡鏡鏡のののの花花花花 道尾 秀介道尾 秀介道尾 秀介道尾 秀介∥∥∥∥著著著著 NNNN
辺境星区司令官辺境星区司令官辺境星区司令官辺境星区司令官、、、、着任着任着任着任!!!!　　　　海軍士海軍士海軍士海軍士
官官官官クリス・ロングナイフクリス・ロングナイフクリス・ロングナイフクリス・ロングナイフ

マイク  シェパーマイク  シェパーマイク  シェパーマイク  シェパー
ドドドド∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF
官官官官クリス・ロングナイフクリス・ロングナイフクリス・ロングナイフクリス・ロングナイフ ドドドド∥∥∥∥著著著著

海賊女王海賊女王海賊女王海賊女王　　　　上下上下上下上下 皆川 博子皆川 博子皆川 博子皆川 博子∥∥∥∥著著著著 NNNN 革命革命革命革命のののの倫敦倫敦倫敦倫敦　　　　ブックマンブックマンブックマンブックマン秘史秘史秘史秘史１１１１
ラヴィ  ティドハーラヴィ  ティドハーラヴィ  ティドハーラヴィ  ティドハー
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

三国志三国志三国志三国志　　　　第第第第12121212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 鉄鉄鉄鉄のののの魔道僧魔道僧魔道僧魔道僧　　　　2222　　　　魔女魔女魔女魔女のののの狂宴狂宴狂宴狂宴
ケヴィン  ハーンケヴィン  ハーンケヴィン  ハーンケヴィン  ハーン
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

働働働働かないのかないのかないのかないの 群 群 群 群 ようこようこようこようこ∥∥∥∥著著著著 NNNN 黒黒黒黒いカーニバルいカーニバルいカーニバルいカーニバル
レイ  ブラッドベリレイ  ブラッドベリレイ  ブラッドベリレイ  ブラッドベリ
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

ミーコのミーコのミーコのミーコの宝箱宝箱宝箱宝箱 森沢 明夫森沢 明夫森沢 明夫森沢 明夫∥∥∥∥著著著著 NNNN 氷氷氷氷のののの娘娘娘娘
レーナ  レヘトラレーナ  レヘトラレーナ  レヘトラレーナ  レヘトラ
イネンイネンイネンイネン∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

踊踊踊踊るるるる人形人形人形人形 森川 智喜森川 智喜森川 智喜森川 智喜∥∥∥∥著著著著 NNNN
永久永久永久永久にににに刻刻刻刻まれてまれてまれてまれて　　　　リディアリディアリディアリディア&&&&ビルビルビルビル
短編集短編集短編集短編集

SSSS....JJJJ....ローザンローザンローザンローザン∥∥∥∥著著著著 BFBFBFBF

検事検事検事検事のののの死命死命死命死命 柚月 裕子柚月 裕子柚月 裕子柚月 裕子∥∥∥∥著著著著 NNNN デビューデビューデビューデビュー 今野 敏今野 敏今野 敏今野 敏∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

ガリヴァーのガリヴァーのガリヴァーのガリヴァーの帽子帽子帽子帽子 吉田 篤弘吉田 篤弘吉田 篤弘吉田 篤弘∥∥∥∥著著著著 NNNN
トリニティトリニティトリニティトリニティ～～～～名名名名もももも無無無無きききき者者者者へのへのへのへの讃歌讃歌讃歌讃歌
～～～～

篠原 美季篠原 美季篠原 美季篠原 美季∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

義仲義仲義仲義仲これにありこれにありこれにありこれにあり 吉川 永青吉川 永青吉川 永青吉川 永青∥∥∥∥著著著著 NNNN 残月残月残月残月　　　　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8888 高田 郁高田 郁高田 郁高田 郁∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

銀銀銀銀のののの花花花花 吉屋 吉屋 吉屋 吉屋 えいえいえいえい子子子子∥∥∥∥著著著著 NNNN
スワロウテイルスワロウテイルスワロウテイルスワロウテイル////初夜初夜初夜初夜のののの果実果実果実果実をををを接接接接
ぐものぐものぐものぐもの

籘真 千歳籘真 千歳籘真 千歳籘真 千歳∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

原発原発原発原発ホワイトアウトホワイトアウトホワイトアウトホワイトアウト 若杉 冽若杉 冽若杉 冽若杉 冽∥∥∥∥著著著著 NNNN からくさからくさからくさからくさ図書館来客簿図書館来客簿図書館来客簿図書館来客簿 仲町 六絵仲町 六絵仲町 六絵仲町 六絵∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

小説小説小説小説（（（（外国外国外国外国）））） しのぶしのぶしのぶしのぶ梅梅梅梅　　　　着物始末暦着物始末暦着物始末暦着物始末暦1111 中島 要中島 要中島 要中島 要∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

美美美美しいしいしいしい子子子子どもどもどもども 松家 仁之松家 仁之松家 仁之松家 仁之∥∥∥∥編編編編 FFFF 藍藍藍藍のののの糸糸糸糸　　　　着物始末暦着物始末暦着物始末暦着物始末暦2222 中島 要中島 要中島 要中島 要∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

銀行強盗銀行強盗銀行強盗銀行強盗にあってにあってにあってにあって妻妻妻妻がががが縮縮縮縮んでしんでしんでしんでし
まったまったまったまった事件事件事件事件

アンドリュー  カウアンドリュー  カウアンドリュー  カウアンドリュー  カウ
フマンフマンフマンフマン∥∥∥∥著著著著

FFFF 宇宙宇宙宇宙宇宙((((そらそらそらそら))))にいちばんにいちばんにいちばんにいちばん近近近近いいいい人人人人 浜口 倫太郎浜口 倫太郎浜口 倫太郎浜口 倫太郎∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN



開開開開かせていただきかせていただきかせていただきかせていただき光栄光栄光栄光栄ですですですです 皆川 博子皆川 博子皆川 博子皆川 博子∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN 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））））

黒猫黒猫黒猫黒猫のののの遊歩遊歩遊歩遊歩あるいはあるいはあるいはあるいは美学講義美学講義美学講義美学講義 森 晶麿森 晶麿森 晶麿森 晶麿∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN おいでフレックおいでフレックおいでフレックおいでフレック、、、、ぼくのところにぼくのところにぼくのところにぼくのところに
エヴァ  イボットソエヴァ  イボットソエヴァ  イボットソエヴァ  イボットソ
ンンンン∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF

宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵宮本武蔵　　　　8888 吉川 英治吉川 英治吉川 英治吉川 英治∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN ただいまただいまただいまただいま!!!!マラングマラングマラングマラング村村村村
ハンナ  ショットハンナ  ショットハンナ  ショットハンナ  ショット∥∥∥∥
作作作作

KFKFKFKF

三国志三国志三国志三国志　　　　10101010 吉川 英治吉川 英治吉川 英治吉川 英治∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN チビチビチビチビ犬犬犬犬どんでんがえしどんでんがえしどんでんがえしどんでんがえし
ルーシー  ダニエルーシー  ダニエルーシー  ダニエルーシー  ダニエ
ルズルズルズルズ∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF

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）））） 魔使魔使魔使魔使いのいのいのいの盟友盟友盟友盟友
ジョゼフ  ディレイジョゼフ  ディレイジョゼフ  ディレイジョゼフ  ディレイ
ニーニーニーニー∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF

平成平成平成平成２５２５２５２５年 第年 第年 第年 第２２２２回 定例会 名取市回 定例会 名取市回 定例会 名取市回 定例会 名取市
議会会議資料議会会議資料議会会議資料議会会議資料

名取市議会名取市議会名取市議会名取市議会 G318.4G318.4G318.4G318.4 なぞのなぞのなぞのなぞの火災報知器事件火災報知器事件火災報知器事件火災報知器事件
ドリー  ヒルスタッドリー  ヒルスタッドリー  ヒルスタッドリー  ヒルスタッ
ド  バトラード  バトラード  バトラード  バトラー∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF

名取市統計書 平成名取市統計書 平成名取市統計書 平成名取市統計書 平成２４２４２４２４年度年度年度年度
名取市 総務部名取市 総務部名取市 総務部名取市 総務部
市政情報課市政情報課市政情報課市政情報課∥∥∥∥編編編編

G351G351G351G351 マンクル・トロッグマンクル・トロッグマンクル・トロッグマンクル・トロッグ
ジャネット  フォクジャネット  フォクジャネット  フォクジャネット  フォク
スレイスレイスレイスレイ∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF

教育要覧 名取市教育要覧 名取市教育要覧 名取市教育要覧 名取市のののの教育教育教育教育　　　　平成平成平成平成２２２２
５５５５年度年度年度年度

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∥∥∥∥編編編編

G372.1G372.1G372.1G372.1 人形人形人形人形たちのたちのたちのたちの教室教室教室教室 相原 相原 相原 相原 れいなれいなれいなれいな∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料 運命運命運命運命のウエディングドレスのウエディングドレスのウエディングドレスのウエディングドレス
あんびる やすこあんびる やすこあんびる やすこあんびる やすこ
∥∥∥∥著著著著

KNKNKNKN

尚絅学院大学  紀要尚絅学院大学  紀要尚絅学院大学  紀要尚絅学院大学  紀要　　　　第第第第６５６５６５６５号号号号
尚絅学院大学尚絅学院大学尚絅学院大学尚絅学院大学「「「「紀紀紀紀
要要要要」」」」編集委員会編集委員会編集委員会編集委員会

M051M051M051M051 神秘神秘神秘神秘のアクセサリーのアクセサリーのアクセサリーのアクセサリー 石崎 洋司石崎 洋司石崎 洋司石崎 洋司∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

支倉常長遣欧使節支倉常長遣欧使節支倉常長遣欧使節支倉常長遣欧使節もうひとつのもうひとつのもうひとつのもうひとつの
遺産遺産遺産遺産

太田 尚樹太田 尚樹太田 尚樹太田 尚樹∥∥∥∥著著著著
M210.M210.M210.M210.
52525252

都会都会都会都会のアリスのアリスのアリスのアリス 石井 睦美石井 睦美石井 睦美石井 睦美∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

粋粋粋粋なパパなパパなパパなパパ本本本本
せんだいせんだいせんだいせんだい父子手父子手父子手父子手
帳編集局帳編集局帳編集局帳編集局

M599M599M599M599 どこかいきのバスどこかいきのバスどこかいきのバスどこかいきのバス 井上 井上 井上 井上 ようようようよう子子子子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

若沖若沖若沖若沖がががが来来来来てくれました  てくれました  てくれました  てくれました  東日本大東日本大東日本大東日本大
震災復興支援震災復興支援震災復興支援震災復興支援

辻 惟雄 辻 惟雄 辻 惟雄 辻 惟雄 ほかほかほかほか M721M721M721M721 タイヨオタイヨオタイヨオタイヨオ
梅田 俊作梅田 俊作梅田 俊作梅田 俊作∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

KNKNKNKN

わたしのわたしのわたしのわたしの句読点句読点句読点句読点
河北新報社編集河北新報社編集河北新報社編集河北新報社編集
局局局局∥∥∥∥編編編編

M914.M914.M914.M914.
68686868

だいすきだいすきだいすきだいすき!!!!カボチャのおくりものカボチャのおくりものカボチャのおくりものカボチャのおくりもの 岡田 貴久子岡田 貴久子岡田 貴久子岡田 貴久子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

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）））） ジャンピンライブジャンピンライブジャンピンライブジャンピンライブ!!!!!!!!!!!! 開 隆人開 隆人開 隆人開 隆人∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

外交青書外交青書外交青書外交青書　　　　第第第第56565656号号号号((((平成平成平成平成25252525年版年版年版年版)))) 外務省外務省外務省外務省∥∥∥∥編集編集編集編集 R319.1R319.1R319.1R319.1 リョウリョウリョウリョウ&&&&ナオナオナオナオ 川端 裕人川端 裕人川端 裕人川端 裕人∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

かめくんのことかめくんのことかめくんのことかめくんのこと 北野 勇作北野 勇作北野 勇作北野 勇作∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

恋恋恋恋するするするする和和和和パティシエールパティシエールパティシエールパティシエール　　　　4444 工藤 純子工藤 純子工藤 純子工藤 純子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

あいしてくれてあいしてくれてあいしてくれてあいしてくれて、、、、ありがとうありがとうありがとうありがとう 越水 利江子越水 利江子越水 利江子越水 利江子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

恋恋恋恋せよせよせよせよ、、、、女子女子女子女子!!!! 斉藤 栄美斉藤 栄美斉藤 栄美斉藤 栄美∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

最後最後最後最後のドレス・チェンジのドレス・チェンジのドレス・チェンジのドレス・チェンジ 次良丸 忍次良丸 忍次良丸 忍次良丸 忍∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

ねこじゃらねこじゃらねこじゃらねこじゃら商店世界一商店世界一商店世界一商店世界一のプレゼンのプレゼンのプレゼンのプレゼン
トトトト

富安 陽子富安 陽子富安 陽子富安 陽子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

しょうぶだしょうぶしょうぶだしょうぶしょうぶだしょうぶしょうぶだしょうぶ!!!! 野村 一秋野村 一秋野村 一秋野村 一秋∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

かうかうかうかう ふじい みかふじい みかふじい みかふじい みか∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

魔法屋魔法屋魔法屋魔法屋ポプルポプルポプルポプル大魔王大魔王大魔王大魔王からのプロからのプロからのプロからのプロ
ポーズポーズポーズポーズ

堀口 勇太堀口 勇太堀口 勇太堀口 勇太∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

パスワードパスワードパスワードパスワード渦巻渦巻渦巻渦巻きききき少女少女少女少女((((ガールガールガールガール)))) 松原 秀行松原 秀行松原 秀行松原 秀行∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

声蛍声蛍声蛍声蛍 万乃華 万乃華 万乃華 万乃華 れんれんれんれん∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

おおおお願願願願いいいい!!!!フェアリーフェアリーフェアリーフェアリー♥♥♥♥　　　　11111111 みずの まいみずの まいみずの まいみずの まい∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN



ハロウィンのハロウィンのハロウィンのハロウィンの犬犬犬犬 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 エアポートきゅうこうはっしゃエアポートきゅうこうはっしゃエアポートきゅうこうはっしゃエアポートきゅうこうはっしゃ!!!! みねお みつみねお みつみねお みつみねお みつ∥∥∥∥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

やあやあやあやあ、、、、やあやあやあやあ、、、、やあやあやあやあ!!!!おじいちゃんがおじいちゃんがおじいちゃんがおじいちゃんが
やってきたやってきたやってきたやってきた

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 ボクのせいかもボクのせいかもボクのせいかもボクのせいかも…………
プルスアルハプルスアルハプルスアルハプルスアルハ∥∥∥∥
著著著著

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

魔女魔女魔女魔女がまちにやってきたがまちにやってきたがまちにやってきたがまちにやってきた 村上 勉村上 勉村上 勉村上 勉∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN おおきなかぶおおきなかぶおおきなかぶおおきなかぶ（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
Ａ．Ａ．Ａ．Ａ．トルストイトルストイトルストイトルストイ∥∥∥∥再再再再
話話話話

EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ

かぜのふえかぜのふえかぜのふえかぜのふえ
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

KNKNKNKN 3333びきのくまびきのくまびきのくまびきのくま
ゲルダ  ミューゲルダ  ミューゲルダ  ミューゲルダ  ミュー
ラーラーラーラー∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ

やなせたかしのメルヘンやなせたかしのメルヘンやなせたかしのメルヘンやなせたかしのメルヘン絵本絵本絵本絵本　　　　3333
やなせ たかしやなせ たかしやなせ たかしやなせ たかし∥∥∥∥
絵  文絵  文絵  文絵  文

KNKNKNKN まめじかカンチルのまめじかカンチルのまめじかカンチルのまめじかカンチルの冒険冒険冒険冒険
松井 由紀子松井 由紀子松井 由紀子松井 由紀子∥∥∥∥再再再再
話話話話

EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ

かえってきたまほうのじどうはんばかえってきたまほうのじどうはんばかえってきたまほうのじどうはんばかえってきたまほうのじどうはんば
いきいきいきいき

やまだ ともこやまだ ともこやまだ ともこやまだ ともこ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN マッチマッチマッチマッチ箱日記箱日記箱日記箱日記
ポール  フライポール  フライポール  フライポール  フライ
シュマンシュマンシュマンシュマン∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

きっとオオカミきっとオオカミきっとオオカミきっとオオカミ、、、、ぜったいオオカミぜったいオオカミぜったいオオカミぜったいオオカミ 山崎 玲子山崎 玲子山崎 玲子山崎 玲子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN すてきなすてきなすてきなすてきな三三三三にんぐみにんぐみにんぐみにんぐみ（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
トミートミートミートミー＝＝＝＝アンゲアンゲアンゲアンゲ
ラーラーラーラー∥∥∥∥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

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）））） はらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむしはらぺこあおむし（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
エリック  カールエリック  カールエリック  カールエリック  カール
∥∥∥∥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

毎日新聞社記事毎日新聞社記事毎日新聞社記事毎日新聞社記事づくりのづくりのづくりのづくりの現場現場現場現場 深光 富士男深光 富士男深光 富士男深光 富士男∥∥∥∥文文文文
K070.1K070.1K070.1K070.1
63636363

ガラパゴスガラパゴスガラパゴスガラパゴス
ジェイソン  チンジェイソン  チンジェイソン  チンジェイソン  チン
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

めざせめざせめざせめざせ!!!!給食甲子園給食甲子園給食甲子園給食甲子園
こうやま のりおこうやま のりおこうやま のりおこうやま のりお∥∥∥∥
著著著著

K374.9K374.9K374.9K374.9
4444

いのちのいのちのいのちのいのちの木木木木
ブリッタ  テッケンブリッタ  テッケンブリッタ  テッケンブリッタ  テッケン
トラップトラップトラップトラップ∥∥∥∥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

長沼毅長沼毅長沼毅長沼毅のののの世界世界世界世界はははは理科理科理科理科でできていでできていでできていでできてい
るるるる　　　　植物植物植物植物

長沼 毅長沼 毅長沼 毅長沼 毅∥∥∥∥監修監修監修監修 K408K408K408K408 ちいさいおうちうみへいくちいさいおうちうみへいくちいさいおうちうみへいくちいさいおうちうみへいく
エリーシュ  ディロエリーシュ  ディロエリーシュ  ディロエリーシュ  ディロ
ンンンン∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

九九九九九九九九をとなえるをとなえるをとなえるをとなえる王子王子王子王子さまさまさまさま はまの ゆかはまの ゆかはまの ゆかはまの ゆか∥∥∥∥作作作作 K411.1K411.1K411.1K411.1 くまのコールテンくんくまのコールテンくんくまのコールテンくんくまのコールテンくん（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
ドン  フリーマンドン  フリーマンドン  フリーマンドン  フリーマン
∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

ふたつのふたつのふたつのふたつの勇気勇気勇気勇気 山本 省三山本 省三山本 省三山本 省三∥∥∥∥文文文文
K498.8K498.8K498.8K498.8
9999

くまのリッキーとにじいろのたまごくまのリッキーとにじいろのたまごくまのリッキーとにじいろのたまごくまのリッキーとにじいろのたまご
ジョナサン  ウィジョナサン  ウィジョナサン  ウィジョナサン  ウィ
ルソンルソンルソンルソン∥∥∥∥げんさくげんさくげんさくげんさく

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

放射線放射線放射線放射線ってなあにってなあにってなあにってなあに？？？？
科学技術振興機科学技術振興機科学技術振興機科学技術振興機
構構構構

K539K539K539K539 ピムとポム ふたごがきたピムとポム ふたごがきたピムとポム ふたごがきたピムとポム ふたごがきた
ミース  バウハウミース  バウハウミース  バウハウミース  バウハウ
スススス∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

K610K610K610K610 ネコがすきなネコがすきなネコがすきなネコがすきな船長船長船長船長のおはなしのおはなしのおはなしのおはなし
インガ  ムーアインガ  ムーアインガ  ムーアインガ  ムーア∥∥∥∥
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農農農農とととと食食食食のサイエンスのサイエンスのサイエンスのサイエンス２０１３２０１３２０１３２０１３((((第第第第８８８８号号号号))))
作  絵作  絵作  絵作  絵

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

ゆうれいがこわいのゆうれいがこわいのゆうれいがこわいのゆうれいがこわいの????ムーミントムーミントムーミントムーミント
ロールロールロールロール

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

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

紫紫紫紫のののの結結結結びびびび　　　　1111 紫式部紫式部紫式部紫式部∥∥∥∥著著著著
K913.3K913.3K913.3K913.3
6666

ことりのギリことりのギリことりのギリことりのギリ マリオ  ラモマリオ  ラモマリオ  ラモマリオ  ラモ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

絵本絵本絵本絵本 ときめきのへやときめきのへやときめきのへやときめきのへや
セルジオ  ルッセルジオ  ルッセルジオ  ルッセルジオ  ルッ
ツィアツィアツィアツィア∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

クリスマスがやってくるクリスマスがやってくるクリスマスがやってくるクリスマスがやってくる
JJJJ....WWWW....アングランドアングランドアングランドアングランド
∥∥∥∥作作作作

EEEEｱｵｱｵｱｵｱｵ ひとりひとりのやさしさひとりひとりのやさしさひとりひとりのやさしさひとりひとりのやさしさ
ジャクリーン  ウッジャクリーン  ウッジャクリーン  ウッジャクリーン  ウッ
ドソンドソンドソンドソン∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

なんでやねんなんでやねんなんでやねんなんでやねん
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ｱｶｱｶｱｶｱｶ スイミースイミースイミースイミー（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本）））） レオレオレオレオ====レオニレオニレオニレオニ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

ハッピーハロウィンハッピーハロウィンハッピーハロウィンハッピーハロウィン!!!!
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 ぐるんぐるんつむじかぜぐるんぐるんつむじかぜぐるんぐるんつむじかぜぐるんぐるんつむじかぜ
アーノルド  ローアーノルド  ローアーノルド  ローアーノルド  ロー
ベルベルベルベル∥∥∥∥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

かずのえほんかずのえほんかずのえほんかずのえほん
いもと ようこいもと ようこいもと ようこいもと ようこ∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ さがしてごらんさがしてごらんさがしてごらんさがしてごらん
ａｃｃｏｔｏｔｏａｃｃｏｔｏｔｏａｃｃｏｔｏｔｏａｃｃｏｔｏｔｏ∥∥∥∥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　　　　3333　　　　ゆうえゆうえゆうえゆうえ
んちんちんちんち

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 のぞいてごらんのぞいてごらんのぞいてごらんのぞいてごらん
ａｃｃｏｔｏｔｏａｃｃｏｔｏｔｏａｃｃｏｔｏｔｏａｃｃｏｔｏｔｏ∥∥∥∥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

おまめちゃんおまめちゃんおまめちゃんおまめちゃん
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
∥∥∥∥作作作作

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ
へっぽこまじょこニコとニキへっぽこまじょこニコとニキへっぽこまじょこニコとニキへっぽこまじょこニコとニキ　　　　キャキャキャキャ
ンプでおおさわぎのまきンプでおおさわぎのまきンプでおおさわぎのまきンプでおおさわぎのまき

あいはら ひろゆあいはら ひろゆあいはら ひろゆあいはら ひろゆ
きききき∥∥∥∥作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ぷちとまとちゃんぷちとまとちゃんぷちとまとちゃんぷちとまとちゃん
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
∥∥∥∥作作作作

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ へんしんレストランへんしんレストランへんしんレストランへんしんレストラン
あきやま ただしあきやま ただしあきやま ただしあきやま ただし
∥∥∥∥作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

いろいろいちごいろいろいちごいろいろいちごいろいろいちご 山岡 山岡 山岡 山岡 ひかるひかるひかるひかる∥∥∥∥作作作作 EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ おかめおかめおかめおかめ列車列車列車列車 いぬんこいぬんこいぬんこいぬんこ∥∥∥∥さくさくさくさく EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

おはようサラダおはようサラダおはようサラダおはようサラダ
わたなべ あやわたなべ あやわたなべ あやわたなべ あや∥∥∥∥
絵絵絵絵

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ ここにいるよざしきわらしここにいるよざしきわらしここにいるよざしきわらしここにいるよざしきわらし 荻原 浩荻原 浩荻原 浩荻原 浩∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ごめんやさいごめんやさいごめんやさいごめんやさい
わたなべ あやわたなべ あやわたなべ あやわたなべ あや∥∥∥∥
絵絵絵絵

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ ちいさなぬまちいさなぬまちいさなぬまちいさなぬま 井上 井上 井上 井上 コトリコトリコトリコトリ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

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　　　　15 15 15 15 石垣石垣石垣石垣りんりんりんりん



生生生生きるきるきるきる 谷川 俊太郎谷川 俊太郎谷川 俊太郎谷川 俊太郎∥∥∥∥詩詩詩詩 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ 風風風風のののの又三郎又三郎又三郎又三郎
吉田 佳広吉田 佳広吉田 佳広吉田 佳広∥∥∥∥デザデザデザデザ
インインインイン

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

からすのパンやさんからすのパンやさんからすのパンやさんからすのパンやさん（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
かこ  さとしかこ  さとしかこ  さとしかこ  さとし∥∥∥∥絵絵絵絵とととと
文文文文

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ＣＤＣＤＣＤＣＤ

モリくんのハロウィンカーモリくんのハロウィンカーモリくんのハロウィンカーモリくんのハロウィンカー
かんべ あやこかんべ あやこかんべ あやこかんべ あやこ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ 入学入学入学入学までにききたいまでにききたいまでにききたいまでにききたい!!!!えいごのえいごのえいごのえいごの歌歌歌歌
JoliArts Kids∥JoliArts Kids∥JoliArts Kids∥JoliArts Kids∥ほほほほ
かかかか歌歌歌歌

AAAA

わたしのゆたんぽわたしのゆたんぽわたしのゆたんぽわたしのゆたんぽ
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 ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

こぐまのくうちゃんこぐまのくうちゃんこぐまのくうちゃんこぐまのくうちゃん
あまん きみこあまん きみこあまん きみこあまん きみこ∥∥∥∥
文文文文

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ V368.2V368.2V368.2V368.2

おひるねけんおひるねけんおひるねけんおひるねけん
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
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ
V493.1V493.1V493.1V493.1
9999

はぐはぐはぐはぐ
佐佐佐佐々々々々木 木 木 木 マキマキマキマキ∥∥∥∥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 V596.7V596.7V596.7V596.7

まちにはいろんなかおがいてまちにはいろんなかおがいてまちにはいろんなかおがいてまちにはいろんなかおがいて
佐佐佐佐々々々々木 木 木 木 マキマキマキマキ∥∥∥∥文文文文
写真写真写真写真

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ V596.7V596.7V596.7V596.7

ぽんぽこしっぽんたぽんぽこしっぽんたぽんぽこしっぽんたぽんぽこしっぽんた
****すまいるママすまいるママすまいるママすまいるママ****
∥∥∥∥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 V596.7V596.7V596.7V596.7

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

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ V596.7V596.7V596.7V596.7

ぼくはぼくはぼくはぼくは 藤野 可織藤野 可織藤野 可織藤野 可織∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ シンドラーのリストシンドラーのリストシンドラーのリストシンドラーのリスト
ｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙｽﾃｨｰﾌﾞﾝ･ｽﾋﾟﾙ
ﾊﾞｰｸﾞﾊﾞｰｸﾞﾊﾞｰｸﾞﾊﾞｰｸﾞ∥∥∥∥監督監督監督監督

V778.2V778.2V778.2V778.2
53535353

だあれだあれだあれだあれ????だあれだあれだあれだあれ????
やすい すえこやすい すえこやすい すえこやすい すえこ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ フォレスト・ガンプフォレスト・ガンプフォレスト・ガンプフォレスト・ガンプ
ROBERTROBERTROBERTROBERT
ZEMECKIS∥ZEMECKIS∥ZEMECKIS∥ZEMECKIS∥監督監督監督監督

V778.2V778.2V778.2V778.2
53535353

Good NightGood NightGood NightGood Night 木坂 涼木坂 涼木坂 涼木坂 涼∥∥∥∥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 火垂火垂火垂火垂るのるのるのるの墓墓墓墓
高畑 勲高畑 勲高畑 勲高畑 勲∥∥∥∥監督監督監督監督
脚本脚本脚本脚本

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

そらまめくんのベッドそらまめくんのベッドそらまめくんのベッドそらまめくんのベッド（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
なかや  みわなかや  みわなかや  みわなかや  みわ∥∥∥∥ささささ
く  えく  えく  えく  え

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ V778.8V778.8V778.8V778.8

どんぐりむらのどんぐりえんどんぐりむらのどんぐりえんどんぐりむらのどんぐりえんどんぐりむらのどんぐりえん
なかや みわなかや みわなかや みわなかや みわ∥∥∥∥ささささ
くくくく

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

おいしいおいしいおいしいおいしい中国茶中国茶中国茶中国茶のいれのいれのいれのいれ方方方方

おいしいおいしいおいしいおいしい日本茶日本茶日本茶日本茶のいれのいれのいれのいれ方方方方

BUNGOBUNGOBUNGOBUNGO　　　　1111　　　　日本文学日本文学日本文学日本文学シネマシネマシネマシネマ「「「「黄金風景黄金風景黄金風景黄金風景」」」」

近近近近くてくてくてくて遠遠遠遠いいいい、、、、遠遠遠遠くてくてくてくて近近近近いいいい貧困問題貧困問題貧困問題貧困問題

熱中症予防熱中症予防熱中症予防熱中症予防

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

おいしいおいしいおいしいおいしい紅茶紅茶紅茶紅茶のいれのいれのいれのいれ方方方方

くくくく

ねーねーのしっぽねーねーのしっぽねーねーのしっぽねーねーのしっぽ
はやし ますみはやし ますみはやし ますみはやし ますみ∥∥∥∥
著著著著
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はじめてのおつかいはじめてのおつかいはじめてのおつかいはじめてのおつかい（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本）））） 筒井  頼子筒井  頼子筒井  頼子筒井  頼子∥∥∥∥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

やさしいかいじゅうやさしいかいじゅうやさしいかいじゅうやさしいかいじゅう
ひさまつ まゆこひさまつ まゆこひさまつ まゆこひさまつ まゆこ
∥∥∥∥さく  えさく  えさく  えさく  え
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きょだいなきょだいなきょだいなきょだいなきょだいなきょだいなきょだいなきょだいな（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
長谷川  摂子長谷川  摂子長谷川  摂子長谷川  摂子∥∥∥∥
作作作作
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ぐるんぱのようちえんぐるんぱのようちえんぐるんぱのようちえんぐるんぱのようちえん（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
西内  西内  西内  西内  みなみみなみみなみみなみ∥∥∥∥ささささ
くくくく
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おばけにょうぼうおばけにょうぼうおばけにょうぼうおばけにょうぼう 内田 麟太郎内田 麟太郎内田 麟太郎内田 麟太郎∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

あいすることあいされることあいすることあいされることあいすることあいされることあいすることあいされること 宮西 達也宮西 達也宮西 達也宮西 達也∥∥∥∥作絵作絵作絵作絵 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

オオカミがとぶひオオカミがとぶひオオカミがとぶひオオカミがとぶひ 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

風立風立風立風立ちぬちぬちぬちぬ　（　（　（　（徳間徳間徳間徳間アニメアニメアニメアニメ絵本絵本絵本絵本））））
宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿∥∥∥∥原作原作原作原作
脚本  監督脚本  監督脚本  監督脚本  監督
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おかしおかしおかしおかし
なかがわ りえこなかがわ りえこなかがわ りえこなかがわ りえこ
∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん
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ぐりとぐらぐりとぐらぐりとぐらぐりとぐら（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
なかがわ  りえこなかがわ  りえこなかがわ  りえこなかがわ  りえこ
∥∥∥∥さくさくさくさく
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