
購入図書案内購入図書案内購入図書案内購入図書案内　　　　12121212月号月号月号月号 マネーとマネーとマネーとマネーと経済経済経済経済これからのこれからのこれからのこれからの5555年年年年 吉田 繁治吉田 繁治吉田 繁治吉田 繁治∥∥∥∥著著著著 338.15338.15338.15338.15

2013201320132013年年年年10101010月受入分月受入分月受入分月受入分　　　　NoNoNoNo....274274274274　　　　名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館 持持持持たざるたざるたざるたざる国国国国へのへのへのへの道道道道 松元 崇松元 崇松元 崇松元 崇∥∥∥∥著著著著 B342.1B342.1B342.1B342.1

総記総記総記総記
すぐにすぐにすぐにすぐに役立役立役立役立つつつつ入門図解最新税金入門図解最新税金入門図解最新税金入門図解最新税金・・・・
保険保険保険保険・・・・住宅住宅住宅住宅ローンのしくみとローンのしくみとローンのしくみとローンのしくみと活用法活用法活用法活用法

森本 幸人森本 幸人森本 幸人森本 幸人∥∥∥∥監修監修監修監修 345345345345

新社会人必携新社会人必携新社会人必携新社会人必携!!!!!!!!1111冊冊冊冊でわかるでわかるでわかるでわかる仕事仕事仕事仕事
のパソコンのパソコンのパソコンのパソコン術術術術

中山 真敬中山 真敬中山 真敬中山 真敬∥∥∥∥著著著著 007.6007.6007.6007.6 加齢加齢加齢加齢なるなるなるなる日日日日々々々々 小川 有里小川 有里小川 有里小川 有里∥∥∥∥著著著著 367.3367.3367.3367.3

疎開疎開疎開疎開したしたしたした四四四四〇〇〇〇万冊万冊万冊万冊のののの図書図書図書図書 金高 謙二金高 謙二金高 謙二金高 謙二∥∥∥∥著著著著 016.214016.214016.214016.214 鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂　　　　さらばさらばさらばさらば、、、、愛愛愛愛しのしのしのしの山口組山口組山口組山口組 盛力 健児盛力 健児盛力 健児盛力 健児∥∥∥∥著著著著 368.51368.51368.51368.51

野蛮人野蛮人野蛮人野蛮人のののの読書術読書術読書術読書術 田村 耕太郎田村 耕太郎田村 耕太郎田村 耕太郎∥∥∥∥著著著著 019.12019.12019.12019.12 性犯罪報道性犯罪報道性犯罪報道性犯罪報道
読売新聞大阪本読売新聞大阪本読売新聞大阪本読売新聞大阪本
社社会部社社会部社社会部社社会部∥∥∥∥著著著著

B368.6B368.6B368.6B368.6
4444

「「「「教養教養教養教養」」」」をををを最強最強最強最強のののの武器武器武器武器にするにするにするにする読書読書読書読書
術術術術

樋口 裕一樋口 裕一樋口 裕一樋口 裕一∥∥∥∥著著著著 019.12019.12019.12019.12 QQQQ&&&&AAAA生活保護利用生活保護利用生活保護利用生活保護利用ガイドガイドガイドガイド
山田 壮志郎山田 壮志郎山田 壮志郎山田 壮志郎∥∥∥∥編編編編
著著著著

369.2369.2369.2369.2

GHQGHQGHQGHQ焚書図書開封焚書図書開封焚書図書開封焚書図書開封　　　　8888 西尾 幹二西尾 幹二西尾 幹二西尾 幹二∥∥∥∥著著著著 023.8023.8023.8023.8
安全安全安全安全とととと良心良心良心良心　　　　究極究極究極究極のリーダーシッのリーダーシッのリーダーシッのリーダーシッ
ププププ

竹田 正興竹田 正興竹田 正興竹田 正興∥∥∥∥著著著著 369.3369.3369.3369.3

本屋図鑑本屋図鑑本屋図鑑本屋図鑑 得地 直美得地 直美得地 直美得地 直美∥∥∥∥絵絵絵絵 024.1024.1024.1024.1
東日本大震災緊急災害対策本東日本大震災緊急災害対策本東日本大震災緊急災害対策本東日本大震災緊急災害対策本
部部部部のののの90909090日日日日

小滝 晃小滝 晃小滝 晃小滝 晃∥∥∥∥著著著著 369.31369.31369.31369.31

マスメディア・マスメディア・マスメディア・マスメディア・政府機関政府機関政府機関政府機関がががが死死死死にもにもにもにも
のののの狂狂狂狂いでいでいでいで隠蔽隠蔽隠蔽隠蔽するするするする秘密秘密秘密秘密のののの話話話話

ジムジムジムジム　　　　マースマースマースマース∥∥∥∥著著著著 049.049.049.049. ３３３３．．．．１１１１１１１１あのあのあのあの日日日日からからからから　　　　元東浜地区災害対元東浜地区災害対元東浜地区災害対元東浜地区災害対
策本部長豊島富美志回顧録策本部長豊島富美志回顧録策本部長豊島富美志回顧録策本部長豊島富美志回顧録

豊島 富美志豊島 富美志豊島 富美志豊島 富美志 369.31369.31369.31369.31

哲学哲学哲学哲学・・・・宗教宗教宗教宗教 クロネコのクロネコのクロネコのクロネコの恩返恩返恩返恩返しししし
日経日経日経日経BPBPBPBPビジョナリービジョナリービジョナリービジョナリー
経営研究所経営研究所経営研究所経営研究所∥∥∥∥編編編編

369.31369.31369.31369.31

いのちのいのちのいのちのいのちの言葉言葉言葉言葉 日野原 重明日野原 重明日野原 重明日野原 重明∥∥∥∥著著著著 159159159159
「「「「メディアメディアメディアメディア漬漬漬漬けけけけ」」」」でででで壊壊壊壊れるれるれるれる子子子子どもたどもたどもたどもた
ちちちち

清川 輝基清川 輝基清川 輝基清川 輝基∥∥∥∥著著著著 371.45371.45371.45371.45

若若若若々々々々しいしいしいしい人人人人がいつもがいつもがいつもがいつも心心心心がけているがけているがけているがけている
21212121のののの「「「「脳内習慣脳内習慣脳内習慣脳内習慣」」」」

藤木 相元藤木 相元藤木 相元藤木 相元∥∥∥∥著著著著 159159159159 先生先生先生先生、、、、殴殴殴殴らないでらないでらないでらないで!!!!
桑田 真澄桑田 真澄桑田 真澄桑田 真澄∥∥∥∥ほかほかほかほか
執筆執筆執筆執筆

375.2375.2375.2375.2

「「「「雑巾雑巾雑巾雑巾がけがけがけがけ」」」」からからからから始始始始まるまるまるまる禅禅禅禅がががが教教教教えるえるえるえる
ほんもののほんもののほんもののほんものの生活力生活力生活力生活力

有馬 頼底有馬 頼底有馬 頼底有馬 頼底∥∥∥∥著著著著 188.84188.84188.84188.84 親親親親がががが子子子子にににに教教教教えるえるえるえる算数算数算数算数 光部 武信光部 武信光部 武信光部 武信∥∥∥∥著著著著 375.41375.41375.41375.41

歴史歴史歴史歴史・・・・地理地理地理地理 おばけのおばけのおばけのおばけの作作作作りりりり方教方教方教方教えますえますえますえます 芳賀 哲芳賀 哲芳賀 哲芳賀 哲∥∥∥∥著著著著 376.16376.16376.16376.16

世界文化遺産世界文化遺産世界文化遺産世界文化遺産からからからから読読読読みみみみ解解解解くくくく世界世界世界世界
史史史史

田中 英道田中 英道田中 英道田中 英道∥∥∥∥著著著著 204204204204 高高高高1111からのからのからのからの進路教室進路教室進路教室進路教室 渡邉 洋一渡邉 洋一渡邉 洋一渡邉 洋一∥∥∥∥著著著著 376.8376.8376.8376.8

コリーンコリーンコリーンコリーン　　　　テイラーテイラーテイラーテイラー

1

京都京都京都京都はじまりはじまりはじまりはじまり物語物語物語物語 森谷 尅久森谷 尅久森谷 尅久森谷 尅久∥∥∥∥著著著著 216.2216.2216.2216.2 カレーのカレーのカレーのカレーの歴史歴史歴史歴史
コリーンコリーンコリーンコリーン　　　　テイラーテイラーテイラーテイラー
センセンセンセン∥∥∥∥著著著著

383.8383.8383.8383.8

現代日本現代日本現代日本現代日本をををを操操操操ったったったった黒幕黒幕黒幕黒幕たちたちたちたち
別冊宝島編集部別冊宝島編集部別冊宝島編集部別冊宝島編集部
∥∥∥∥編編編編

B281.0B281.0B281.0B281.0
4444

パンのパンのパンのパンの歴史歴史歴史歴史
ウィリアムウィリアムウィリアムウィリアム　　　　ルールールールー
ベルベルベルベル∥∥∥∥著著著著

383.8383.8383.8383.8

明日明日明日明日もいちもいちもいちもいち日日日日、、、、ぶじぶじぶじぶじ日記日記日記日記 高山 高山 高山 高山 なおみなおみなおみなおみ∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1 わらべうたのわらべうたのわらべうたのわらべうたの深層深層深層深層 本城屋 勝本城屋 勝本城屋 勝本城屋 勝∥∥∥∥著著著著 388.91388.91388.91388.91

キム・ホンソンというキム・ホンソンというキム・ホンソンというキム・ホンソンという生生生生きききき方方方方 金 洪仙金 洪仙金 洪仙金 洪仙∥∥∥∥著著著著 289.2289.2289.2289.2 自然科学自然科学自然科学自然科学

世界世界世界世界はははは球球球球のののの如如如如しししし 熊田 忠雄熊田 忠雄熊田 忠雄熊田 忠雄∥∥∥∥著著著著 290.9290.9290.9290.9 命命命命がけでがけでがけでがけで南極南極南極南極にににに住住住住んでみたんでみたんでみたんでみた
ゲイブリエルゲイブリエルゲイブリエルゲイブリエル
ウォーカーウォーカーウォーカーウォーカー∥∥∥∥著著著著

402.98402.98402.98402.98

あのあのあのあの日日日日、、、、僕僕僕僕はははは旅旅旅旅にににに出出出出たたたた 蔵前 仁一蔵前 仁一蔵前 仁一蔵前 仁一∥∥∥∥著著著著 290.9290.9290.9290.9 ヒッグスヒッグスヒッグスヒッグス　　　　宇宙宇宙宇宙宇宙のののの最果最果最果最果てのてのてのての粒子粒子粒子粒子
ショーンショーンショーンショーン　　　　キャロキャロキャロキャロ
ルルルル∥∥∥∥著著著著

429.6429.6429.6429.6

聖地聖地聖地聖地チベットのチベットのチベットのチベットの旅旅旅旅 金子 民雄金子 民雄金子 民雄金子 民雄∥∥∥∥著著著著 292.29292.29292.29292.29
空空空空のアートのアートのアートのアート　　　　大気光学現象大気光学現象大気光学現象大気光学現象のののの神神神神
秘秘秘秘

駒沢 満晴駒沢 満晴駒沢 満晴駒沢 満晴∥∥∥∥著著著著 451.75451.75451.75451.75

アララトアララトアララトアララト山 方舟伝説山 方舟伝説山 方舟伝説山 方舟伝説とととと僕僕僕僕
フランクフランクフランクフランク　　　　ヴェスヴェスヴェスヴェス
ターマンターマンターマンターマン∥∥∥∥著著著著

292.74292.74292.74292.74 世界世界世界世界のののの火山図鑑火山図鑑火山図鑑火山図鑑 須藤 茂須藤 茂須藤 茂須藤 茂∥∥∥∥著著著著 453.8453.8453.8453.8

カテリーナのカテリーナのカテリーナのカテリーナの旅支度旅支度旅支度旅支度 内田 洋子内田 洋子内田 洋子内田 洋子∥∥∥∥著著著著 293.7293.7293.7293.7
クマムシクマムシクマムシクマムシ博士博士博士博士のののの「「「「最強生物最強生物最強生物最強生物」」」」学講学講学講学講
座座座座

堀川 大樹堀川 大樹堀川 大樹堀川 大樹∥∥∥∥著著著著 460.4460.4460.4460.4

白白白白いいいい沙漠沙漠沙漠沙漠とととと緑緑緑緑のののの山河山河山河山河 古山 勝康古山 勝康古山 勝康古山 勝康∥∥∥∥著著著著 297.9297.9297.9297.9 働働働働くアリにくアリにくアリにくアリに幸幸幸幸せをせをせをせを 長谷川 英祐長谷川 英祐長谷川 英祐長谷川 英祐∥∥∥∥著著著著 481.71481.71481.71481.71

社会科学社会科学社会科学社会科学 くらげるくらげるくらげるくらげる　　　　クラゲクラゲクラゲクラゲLOVELOVELOVELOVE111111111111 平山 平山 平山 平山 ヒロフミヒロフミヒロフミヒロフミ∥∥∥∥著著著著 483.33483.33483.33483.33

ニッポンがニッポンがニッポンがニッポンが変変変変わるわるわるわる、、、、女女女女がががが変変変変えるえるえるえる 上野 千鶴子上野 千鶴子上野 千鶴子上野 千鶴子∥∥∥∥著著著著 304304304304 ダンゴムシのダンゴムシのダンゴムシのダンゴムシの本本本本 奥山 風太郎奥山 風太郎奥山 風太郎奥山 風太郎∥∥∥∥著著著著 485.3485.3485.3485.3

強靱化強靱化強靱化強靱化のののの思想思想思想思想 藤井 聡藤井 聡藤井 聡藤井 聡∥∥∥∥著著著著 304304304304 未来未来未来未来のののの漢方漢方漢方漢方 津田 篤太郎津田 篤太郎津田 篤太郎津田 篤太郎∥∥∥∥著著著著 490.9490.9490.9490.9

最初最初最初最初にににに読読読読むむむむ相続相続相続相続のののの本本本本 椿 祐輔椿 祐輔椿 祐輔椿 祐輔∥∥∥∥著著著著 324.7324.7324.7324.7
またまたまたまた立立立立てる・またてる・またてる・またてる・また歩歩歩歩けるけるけるける寝寝寝寝たきりのたきりのたきりのたきりの
人人人人でもできるでもできるでもできるでもできる「「「「足腰体操足腰体操足腰体操足腰体操」」」」

黒澤 尚黒澤 尚黒澤 尚黒澤 尚∥∥∥∥著著著著 493.19493.19493.19493.19

すぐにすぐにすぐにすぐに役立役立役立役立つつつつ最新信託最新信託最新信託最新信託・・・・遺言遺言遺言遺言・・・・財財財財
産管理産管理産管理産管理のしくみとのしくみとのしくみとのしくみと手続手続手続手続きききき

千賀 修一千賀 修一千賀 修一千賀 修一∥∥∥∥監修監修監修監修 324.82324.82324.82324.82 下肢静脈瘤下肢静脈瘤下肢静脈瘤下肢静脈瘤 保坂 純郎保坂 純郎保坂 純郎保坂 純郎∥∥∥∥著著著著 493.24493.24493.24493.24

それでもそれでもそれでもそれでも「「「「日本日本日本日本バブルバブルバブルバブル」」」」はははは終終終終わらわらわらわら
ないないないない

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 <<<<正常正常正常正常>>>>をををを救救救救ええええ
アレンアレンアレンアレン　　　　フランセフランセフランセフランセ
スススス∥∥∥∥著著著著

493.7493.7493.7493.7

1



認知症認知症認知症認知症のののの9999大法則大法則大法則大法則50505050症状症状症状症状とととと対応対応対応対応
策策策策

杉山 孝博杉山 孝博杉山 孝博杉山 孝博∥∥∥∥著著著著 493.76493.76493.76493.76 芸術芸術芸術芸術・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ

病病病病のののの皇帝皇帝皇帝皇帝「「「「がんがんがんがん」」」」にににに挑挑挑挑むむむむ　　　　上下上下上下上下
シッダールタシッダールタシッダールタシッダールタ　　　　ムムムム
カジーカジーカジーカジー∥∥∥∥著著著著

494.5494.5494.5494.5 極上極上極上極上のののの流転流転流転流転　　　　堀文子堀文子堀文子堀文子へのへのへのへの旅旅旅旅 村松 友視村松 友視村松 友視村松 友視∥∥∥∥著著著著 721.9721.9721.9721.9

抗抗抗抗がんがんがんがん剤治療中剤治療中剤治療中剤治療中のののの生活生活生活生活ケアケアケアケア
BOOKBOOKBOOKBOOK

中川 靖章中川 靖章中川 靖章中川 靖章∥∥∥∥監修監修監修監修 494.53494.53494.53494.53 気気気気づかいルーシーづかいルーシーづかいルーシーづかいルーシー
松尾 松尾 松尾 松尾 スズキスズキスズキスズキ∥∥∥∥文文文文
絵絵絵絵

726.6726.6726.6726.6

ママのためのママのためのママのためのママのための帝王切開帝王切開帝王切開帝王切開のののの本本本本 竹内 正人竹内 正人竹内 正人竹内 正人∥∥∥∥編著編著編著編著 495.52495.52495.52495.52 へなちょこへなちょこへなちょこへなちょこ手手手手づくりづくりづくりづくり生活生活生活生活
たかぎ なおこたかぎ なおこたかぎ なおこたかぎ なおこ∥∥∥∥
著著著著

750.4750.4750.4750.4

技術技術技術技術・・・・実用書実用書実用書実用書 アンティーク・ディーラーアンティーク・ディーラーアンティーク・ディーラーアンティーク・ディーラー 石井 陽青石井 陽青石井 陽青石井 陽青∥∥∥∥著著著著 756.8756.8756.8756.8

実証実証実証実証・・・・仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅 大水 敏弘大水 敏弘大水 敏弘大水 敏弘∥∥∥∥著著著著 527527527527
木琴木琴木琴木琴デイズデイズデイズデイズ　　　　平岡養一平岡養一平岡養一平岡養一「「「「天衣無縫天衣無縫天衣無縫天衣無縫
のののの音楽人生音楽人生音楽人生音楽人生」」」」

通崎 睦美通崎 睦美通崎 睦美通崎 睦美∥∥∥∥著著著著 762.1762.1762.1762.1

夢夢夢夢のとびらのとびらのとびらのとびら、、、、笑顔笑顔笑顔笑顔のいりぐちのいりぐちのいりぐちのいりぐち。。。。 夢夢夢夢ハウスハウスハウスハウス∥∥∥∥著著著著 527527527527 バッハバッハバッハバッハ万華鏡万華鏡万華鏡万華鏡 川端 純四郎川端 純四郎川端 純四郎川端 純四郎∥∥∥∥著著著著 762.34762.34762.34762.34

生物化生物化生物化生物化するコンピュータするコンピュータするコンピュータするコンピュータ
デニスデニスデニスデニス　　　　シャシャシャシャシャシャシャシャ
∥∥∥∥著著著著

548548548548 首首首首のたるみがのたるみがのたるみがのたるみが気気気気になるのになるのになるのになるの
ノーラ  エフロンノーラ  エフロンノーラ  エフロンノーラ  エフロン
∥∥∥∥著著著著

778.25778.25778.25778.25

田舎田舎田舎田舎のパンのパンのパンのパン屋屋屋屋がががが見見見見つけたつけたつけたつけた「「「「腐腐腐腐るるるる経経経経
済済済済」」」」

渡邉 格渡邉 格渡邉 格渡邉 格∥∥∥∥著著著著 588.32588.32588.32588.32 今日今日今日今日もももも日暮里日暮里日暮里日暮里 片岡 鶴太郎片岡 鶴太郎片岡 鶴太郎片岡 鶴太郎∥∥∥∥著著著著 779.9779.9779.9779.9

発達障発達障発達障発達障がいのがいのがいのがいの子子子子ども おども おども おども お金金金金のことのことのことのこと
親親親親がががが亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった後後後後のことのことのことのこと

平野 厚雄平野 厚雄平野 厚雄平野 厚雄∥∥∥∥著著著著 591591591591
アイスタイムアイスタイムアイスタイムアイスタイム　　　　鈴木貴人鈴木貴人鈴木貴人鈴木貴人とととと日光日光日光日光アイアイアイアイ
スバックスのスバックスのスバックスのスバックスの1500150015001500日日日日

伊東 武彦伊東 武彦伊東 武彦伊東 武彦∥∥∥∥著著著著 784.7784.7784.7784.7

津軽津軽津軽津軽こぎんこぎんこぎんこぎん刺刺刺刺しししし
弘前弘前弘前弘前こぎんこぎんこぎんこぎん研究研究研究研究
所所所所∥∥∥∥監修監修監修監修

594.2594.2594.2594.2 それでもわたしはそれでもわたしはそれでもわたしはそれでもわたしは山山山山にににに登登登登るるるる 田部井 淳子田部井 淳子田部井 淳子田部井 淳子∥∥∥∥著著著著 786.1786.1786.1786.1

MMMM・・・・LLLL・・・・LLLLLLLLサイズでサイズでサイズでサイズで編編編編めるメンズめるメンズめるメンズめるメンズ
ニットニットニットニット

リトルバードリトルバードリトルバードリトルバード∥∥∥∥編編編編 594.3594.3594.3594.3 文学文学文学文学

594.3594.3594.3594.3 探訪 名探訪 名探訪 名探訪 名ノンフィクションノンフィクションノンフィクションノンフィクション 後藤 正治後藤 正治後藤 正治後藤 正治∥∥∥∥著著著著 902.6902.6902.6902.6

手軽手軽手軽手軽につくれるにつくれるにつくれるにつくれる水引水引水引水引アレンジアレンジアレンジアレンジ
BOOKBOOKBOOKBOOK

長浦 長浦 長浦 長浦 ちえちえちえちえ∥∥∥∥著著著著 594.9594.9594.9594.9 物語物語物語物語ることることることること、、、、生生生生きることきることきることきること 上橋 菜穂子上橋 菜穂子上橋 菜穂子上橋 菜穂子∥∥∥∥著著著著 910.27910.27910.27910.27

595.6595.6595.6595.6 大本営発表大本営発表大本営発表大本営発表のマイクのマイクのマイクのマイク 近藤 富枝近藤 富枝近藤 富枝近藤 富枝∥∥∥∥著著著著 910.27910.27910.27910.27

10101010分分分分でできるでできるでできるでできる健康常備菜健康常備菜健康常備菜健康常備菜 榊 玲里榊 玲里榊 玲里榊 玲里∥∥∥∥著著著著 596596596596 安部公房安部公房安部公房安部公房とわたしとわたしとわたしとわたし 山口 果林山口 果林山口 果林山口 果林∥∥∥∥著著著著 910.27910.27910.27910.27

アイスランドロピセーターアイスランドロピセーターアイスランドロピセーターアイスランドロピセーター

下半身下半身下半身下半身をををを鍛鍛鍛鍛えればえればえればえれば、、、、瘦瘦瘦瘦せられるせられるせられるせられる。。。。
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丸元淑生丸元淑生丸元淑生丸元淑生のシステムのシステムのシステムのシステム料理学料理学料理学料理学 丸元 淑生丸元 淑生丸元 淑生丸元 淑生∥∥∥∥著著著著 B596B596B596B596 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

鎌倉建長寺鎌倉建長寺鎌倉建長寺鎌倉建長寺のののの精進料理精進料理精進料理精進料理
巨福山建長興國巨福山建長興國巨福山建長興國巨福山建長興國
禅寺禅寺禅寺禅寺∥∥∥∥監修監修監修監修

596.21596.21596.21596.21 引引引引きききき返返返返すすすす道道道道はもうないのだからはもうないのだからはもうないのだからはもうないのだから 池田 香代子池田 香代子池田 香代子池田 香代子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

県民県民県民県民ごはんごはんごはんごはん、、、、作作作作ってみましたってみましたってみましたってみました!!!! もぐらもぐらもぐらもぐら∥∥∥∥著著著著 596.21596.21596.21596.21 時事時事時事時事ネタネタネタネタ嫌嫌嫌嫌いいいい 菊地 成孔菊地 成孔菊地 成孔菊地 成孔∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

日本全国懐日本全国懐日本全国懐日本全国懐かしくておいしいかしくておいしいかしくておいしいかしくておいしい!!!!ナナナナ
ポリタンポリタンポリタンポリタン大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑

イートナポイートナポイートナポイートナポ∥∥∥∥著著著著 596.38596.38596.38596.38 さらばさらばさらばさらば新宿赤新宿赤新宿赤新宿赤マントマントマントマント 椎名 誠椎名 誠椎名 誠椎名 誠∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

パンパンパンパン語辞典語辞典語辞典語辞典
ぱんとたまねぎぱんとたまねぎぱんとたまねぎぱんとたまねぎ∥∥∥∥
著著著著

596.63596.63596.63596.63 ナマコのからえばりナマコのからえばりナマコのからえばりナマコのからえばり　　　　8888 椎名 誠椎名 誠椎名 誠椎名 誠∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

596.63596.63596.63596.63 想定外想定外想定外想定外のののの老年老年老年老年 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

NYNYNYNYスタイルのロマンティック・カッスタイルのロマンティック・カッスタイルのロマンティック・カッスタイルのロマンティック・カッ
プケーキプケーキプケーキプケーキ

Kazumi Lisa IsekiKazumi Lisa IsekiKazumi Lisa IsekiKazumi Lisa Iseki
∥∥∥∥著著著著

596.65596.65596.65596.65 哲学者哲学者哲学者哲学者にならないにならないにならないにならない方法方法方法方法 土屋 賢二土屋 賢二土屋 賢二土屋 賢二∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

ちっちゃなチーズケーキのちっちゃなチーズケーキのちっちゃなチーズケーキのちっちゃなチーズケーキの本本本本 黒川 愉子黒川 愉子黒川 愉子黒川 愉子∥∥∥∥著著著著 596.65596.65596.65596.65 平山夢明平山夢明平山夢明平山夢明のののの全身複雑骨折全身複雑骨折全身複雑骨折全身複雑骨折 平山 夢明平山 夢明平山 夢明平山 夢明∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

ちっちゃなちっちゃなちっちゃなちっちゃな焼焼焼焼きききき菓子菓子菓子菓子とケーキのとケーキのとケーキのとケーキの本本本本 黒川 愉子黒川 愉子黒川 愉子黒川 愉子∥∥∥∥著著著著 596.65596.65596.65596.65 寄寄寄寄るるるる年波年波年波年波にはにはにはには平泳平泳平泳平泳ぎぎぎぎ 群 群 群 群 ようこようこようこようこ∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

おおおお茶茶茶茶のののの時間時間時間時間のイギリスのイギリスのイギリスのイギリス菓子菓子菓子菓子 砂古 玉緒砂古 玉緒砂古 玉緒砂古 玉緒∥∥∥∥著著著著 596.65596.65596.65596.65 うかんむりのこどもうかんむりのこどもうかんむりのこどもうかんむりのこども 吉田 篤弘吉田 篤弘吉田 篤弘吉田 篤弘∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

賢賢賢賢くくくく美防災美防災美防災美防災 町田 町田 町田 町田 ひろひろひろひろ子子子子∥∥∥∥著著著著 597597597597 おとなのおとなのおとなのおとなの背中背中背中背中 鷲田 清一鷲田 清一鷲田 清一鷲田 清一∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

産業産業産業産業 トラウマティック・ブレイントラウマティック・ブレイントラウマティック・ブレイントラウマティック・ブレイン 橘 橘 橘 橘 ともともともとも子子子子∥∥∥∥著著著著 916916916916

花花花花もももも好好好好きききき好好好好きききき、、、、野菜野菜野菜野菜もももも相性相性相性相性
ルイーズルイーズルイーズルイーズ　　　　ライライライライ
オットオットオットオット∥∥∥∥著著著著

620620620620 記憶障害記憶障害記憶障害記憶障害のののの花嫁花嫁花嫁花嫁
北海道放送報道北海道放送報道北海道放送報道北海道放送報道
部取材班部取材班部取材班部取材班∥∥∥∥著著著著

916916916916

ずーっとずーっとずーっとずーっと猫猫猫猫とととと遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう!!!! 小泉 小泉 小泉 小泉 さよさよさよさよ∥∥∥∥著著著著 645.7645.7645.7645.7 仕事休仕事休仕事休仕事休んでうつんでうつんでうつんでうつ地獄地獄地獄地獄にににに行行行行ってきたってきたってきたってきた 丸岡 丸岡 丸岡 丸岡 いずみいずみいずみいずみ∥∥∥∥著著著著 916916916916

出羽三山信仰出羽三山信仰出羽三山信仰出羽三山信仰とととと月山筍月山筍月山筍月山筍 渡辺 幸任渡辺 幸任渡辺 幸任渡辺 幸任 657.8657.8657.8657.8 歩歩歩歩くくくく
ヘンリーヘンリーヘンリーヘンリー　　　　ソローソローソローソロー
∥∥∥∥著著著著

934.6934.6934.6934.6

ホームベーカリーでホームベーカリーでホームベーカリーでホームベーカリーで毎日焼毎日焼毎日焼毎日焼きたてパンきたてパンきたてパンきたてパン&&&&スイーツスイーツスイーツスイーツ
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小説小説小説小説（（（（日本日本日本日本）））） 遺産遺産遺産遺産 笹本 稜平笹本 稜平笹本 稜平笹本 稜平∥∥∥∥著著著著 NNNN

十一月十一月十一月十一月にににに死死死死んだんだんだんだ悪魔悪魔悪魔悪魔 愛川 晶愛川 晶愛川 晶愛川 晶∥∥∥∥著著著著 NNNN 灰灰灰灰とととと話話話話すすすす男男男男 佐藤 青南佐藤 青南佐藤 青南佐藤 青南∥∥∥∥著著著著 NNNN

黒書院黒書院黒書院黒書院のののの六兵衛六兵衛六兵衛六兵衛　　　　上下上下上下上下 浅田 次郎浅田 次郎浅田 次郎浅田 次郎∥∥∥∥著著著著 NNNN 革命革命革命革命のののの終焉終焉終焉終焉 佐藤 賢一佐藤 賢一佐藤 賢一佐藤 賢一∥∥∥∥著著著著 NNNN

時時時時のののの審廷審廷審廷審廷 芦辺 拓芦辺 拓芦辺 拓芦辺 拓∥∥∥∥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　　　　下下下下
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

UNTITLEDUNTITLEDUNTITLEDUNTITLED 飛鳥井 千砂飛鳥井 千砂飛鳥井 千砂飛鳥井 千砂∥∥∥∥著著著著 NNNN 星籠星籠星籠星籠((((せいろせいろせいろせいろ))))のののの海海海海　　　　上下上下上下上下 島田 荘司島田 荘司島田 荘司島田 荘司∥∥∥∥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 コーヒーブルースコーヒーブルースコーヒーブルースコーヒーブルース 小路 幸也小路 幸也小路 幸也小路 幸也∥∥∥∥著著著著 NNNN

少少少少しししし不思議不思議不思議不思議。。。。 天久 聖一天久 聖一天久 聖一天久 聖一∥∥∥∥著著著著 NNNN 東京東京東京東京にオリンピックをにオリンピックをにオリンピックをにオリンピックを呼呼呼呼んだんだんだんだ男男男男 高杉 良高杉 良高杉 良高杉 良∥∥∥∥著著著著 NNNN

見見見見えざるえざるえざるえざる網網網網 伊兼 源太郎伊兼 源太郎伊兼 源太郎伊兼 源太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN 星星星星をををを創創創創るるるる者者者者たちたちたちたち 谷 甲州谷 甲州谷 甲州谷 甲州∥∥∥∥著著著著 NNNN

ミックスサンドイッチミックスサンドイッチミックスサンドイッチミックスサンドイッチ 池田 鉄洋池田 鉄洋池田 鉄洋池田 鉄洋∥∥∥∥著著著著 NNNN 戯作戯作戯作戯作・・・・誕生殺人事件誕生殺人事件誕生殺人事件誕生殺人事件 辻 真先辻 真先辻 真先辻 真先∥∥∥∥著著著著 NNNN

晩夏光晩夏光晩夏光晩夏光 池田 久輝池田 久輝池田 久輝池田 久輝∥∥∥∥著著著著 NNNN 金色機械金色機械金色機械金色機械 恒川 光太郎恒川 光太郎恒川 光太郎恒川 光太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

黙示録黙示録黙示録黙示録 池上 永一池上 永一池上 永一池上 永一∥∥∥∥著著著著 NNNN センゴクセンゴクセンゴクセンゴク剣法剣法剣法剣法 東郷 隆東郷 隆東郷 隆東郷 隆∥∥∥∥著著著著 NNNN

名探偵名探偵名探偵名探偵のののの証明証明証明証明 市川 哲也市川 哲也市川 哲也市川 哲也∥∥∥∥著著著著 NNNN 超高速超高速超高速超高速!!!!参勤交代参勤交代参勤交代参勤交代 土橋 章宏土橋 章宏土橋 章宏土橋 章宏∥∥∥∥著著著著 NNNN

解体屋外伝解体屋外伝解体屋外伝解体屋外伝
いとう せいこういとう せいこういとう せいこういとう せいこう∥∥∥∥
著著著著

NNNN コンチェルト・ダストコンチェルト・ダストコンチェルト・ダストコンチェルト・ダスト 中里 友香中里 友香中里 友香中里 友香∥∥∥∥著著著著 NNNN

関東大震災関東大震災関東大震災関東大震災をををを予知予知予知予知したしたしたした二人二人二人二人のののの男男男男 上山 明博上山 明博上山 明博上山 明博∥∥∥∥著著著著 NNNN 去年去年去年去年のののの冬冬冬冬、、、、きみときみときみときみと別別別別れれれれ 中村 文則中村 文則中村 文則中村 文則∥∥∥∥著著著著 NNNN

雪雪雪雪まろげまろげまろげまろげ 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 聖女聖女聖女聖女のののの結婚結婚結婚結婚　　　　2222 夏目 翠夏目 翠夏目 翠夏目 翠∥∥∥∥著著著著 NNNN

総理総理総理総理へのへのへのへの宿命小泉進次郎宿命小泉進次郎宿命小泉進次郎宿命小泉進次郎 大下 英治大下 英治大下 英治大下 英治∥∥∥∥著著著著 NNNN ヤマのヤマのヤマのヤマの疾風疾風疾風疾風((((かぜかぜかぜかぜ)))) 西村 健西村 健西村 健西村 健∥∥∥∥著著著著 NNNN
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問題物件問題物件問題物件問題物件 大倉 崇裕大倉 崇裕大倉 崇裕大倉 崇裕∥∥∥∥著著著著 NNNN 終物語終物語終物語終物語　　　　上上上上 西尾 維新西尾 維新西尾 維新西尾 維新∥∥∥∥著著著著 NNNN

夏夏夏夏のののの果果果果てててて 岡 康道岡 康道岡 康道岡 康道∥∥∥∥著著著著 NNNN
十津川警部長野新幹線十津川警部長野新幹線十津川警部長野新幹線十津川警部長野新幹線のののの奇妙奇妙奇妙奇妙なななな
犯罪犯罪犯罪犯罪

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

銃銃銃銃とチョコレートとチョコレートとチョコレートとチョコレート 乙一乙一乙一乙一∥∥∥∥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
選集選集選集選集　　　　30303030　　　　城崎城崎城崎城崎にてにてにてにて、、、、殺人殺人殺人殺人

西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

ガンコロリンガンコロリンガンコロリンガンコロリン 海堂 尊海堂 尊海堂 尊海堂 尊∥∥∥∥著著著著 NNNN さくらさくらさくらさくら聖聖聖聖・・・・咲咲咲咲くくくく 畠中 恵畠中 恵畠中 恵畠中 恵∥∥∥∥著著著著 NNNN

おおおお伊勢伊勢伊勢伊勢ものがたりものがたりものがたりものがたり 梶 梶 梶 梶 ようようようよう子子子子∥∥∥∥著著著著 NNNN 武蔵武蔵武蔵武蔵　　　　3333 花村 萬月花村 萬月花村 萬月花村 萬月∥∥∥∥著著著著 NNNN

ハルモニアハルモニアハルモニアハルモニア 鹿島田 真希鹿島田 真希鹿島田 真希鹿島田 真希∥∥∥∥著著著著 NNNN さわらびのさわらびのさわらびのさわらびの譜譜譜譜 葉室 麟葉室 麟葉室 麟葉室 麟∥∥∥∥著著著著 NNNN

東京東京東京東京フールズゴールドフールズゴールドフールズゴールドフールズゴールド 川崎 大助川崎 大助川崎 大助川崎 大助∥∥∥∥著著著著 NNNN ユニコーンユニコーンユニコーンユニコーン 原田 原田 原田 原田 マハマハマハマハ∥∥∥∥著著著著 NNNN

たからものたからものたからものたからもの 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 ブラックライダーブラックライダーブラックライダーブラックライダー 東山 彰良東山 彰良東山 彰良東山 彰良∥∥∥∥著著著著 NNNN

ペルソナのペルソナのペルソナのペルソナの鎖鎖鎖鎖 北國 浩二北國 浩二北國 浩二北國 浩二∥∥∥∥著著著著 NNNN 四月四月四月四月、、、、不浄不浄不浄不浄のののの塔塔塔塔のののの下下下下でででで二人二人二人二人はははは 平山 瑞穂平山 瑞穂平山 瑞穂平山 瑞穂∥∥∥∥著著著著 NNNN

恋恋恋恋するするするする創薬研究室創薬研究室創薬研究室創薬研究室 喜多 喜久喜多 喜久喜多 喜久喜多 喜久∥∥∥∥著著著著 NNNN 将軍将軍将軍将軍のののの象象象象 平谷 美樹平谷 美樹平谷 美樹平谷 美樹∥∥∥∥著著著著 NNNN

だからだからだからだから荒野荒野荒野荒野 桐野 夏生桐野 夏生桐野 夏生桐野 夏生∥∥∥∥著著著著 NNNN 家族家族家族家族ドミノドミノドミノドミノ 古川 春秋古川 春秋古川 春秋古川 春秋∥∥∥∥著著著著 NNNN

電気電気電気電気ちゃんちゃんちゃんちゃん 楠 章子楠 章子楠 章子楠 章子∥∥∥∥著著著著 NNNN 未明未明未明未明のののの闘争闘争闘争闘争 保坂 和志保坂 和志保坂 和志保坂 和志∥∥∥∥著著著著 NNNN

シュークリーム・パニックシュークリーム・パニックシュークリーム・パニックシュークリーム・パニック 倉知 淳倉知 淳倉知 淳倉知 淳∥∥∥∥著著著著 NNNN ジジジジ、、、、エクストリームエクストリームエクストリームエクストリーム、、、、スキヤキスキヤキスキヤキスキヤキ 前田 司郎前田 司郎前田 司郎前田 司郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

ジューン・プライドジューン・プライドジューン・プライドジューン・プライド 小島 達矢小島 達矢小島 達矢小島 達矢∥∥∥∥著著著著 NNNN とっぴんぱらりのとっぴんぱらりのとっぴんぱらりのとっぴんぱらりの風太郎風太郎風太郎風太郎 万城目 学万城目 学万城目 学万城目 学∥∥∥∥著著著著 NNNN

アリスアリスアリスアリス殺殺殺殺しししし 小林 泰三小林 泰三小林 泰三小林 泰三∥∥∥∥著著著著 NNNN 完璧完璧完璧完璧なななな母親母親母親母親 まさき としかまさき としかまさき としかまさき としか∥∥∥∥著著著著 NNNN

蛇行蛇行蛇行蛇行するするするする月月月月 桜木 紫乃桜木 紫乃桜木 紫乃桜木 紫乃∥∥∥∥著著著著 NNNN ハードトークハードトークハードトークハードトーク 松原 耕二松原 耕二松原 耕二松原 耕二∥∥∥∥著著著著 NNNN
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わたしのリミットわたしのリミットわたしのリミットわたしのリミット 松尾 由美松尾 由美松尾 由美松尾 由美∥∥∥∥著著著著 NNNN 赤赤赤赤とととと赤赤赤赤　　　　上下上下上下上下
エドワード  コンロエドワード  コンロエドワード  コンロエドワード  コンロ
ンンンン∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

沈沈沈沈むフランシスむフランシスむフランシスむフランシス 松家 仁之松家 仁之松家 仁之松家 仁之∥∥∥∥著著著著 NNNN 八方破八方破八方破八方破れのれのれのれの家家家家
ジル  チャーチルジル  チャーチルジル  チャーチルジル  チャーチル
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

自殺卵自殺卵自殺卵自殺卵 眉村 卓眉村 卓眉村 卓眉村 卓∥∥∥∥著著著著 NNNN
トゥルーブラッドトゥルーブラッドトゥルーブラッドトゥルーブラッド　　　　13131313　　　　安安安安らぎのらぎのらぎのらぎの場場場場
所所所所

シャーレイン  ハリシャーレイン  ハリシャーレイン  ハリシャーレイン  ハリ
スススス∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

彼方彼方彼方彼方へへへへ 丸谷 才一丸谷 才一丸谷 才一丸谷 才一∥∥∥∥著著著著 NNNN 死者死者死者死者のののの短剣短剣短剣短剣　　　　4444上下上下上下上下　　　　地平線地平線地平線地平線
ロイス  マクマスロイス  マクマスロイス  マクマスロイス  マクマス
ター  ビジョルドター  ビジョルドター  ビジョルドター  ビジョルド∥∥∥∥
著著著著

BFBFBFBF

ごちそうさんごちそうさんごちそうさんごちそうさん　　　　上上上上 森下 佳子森下 佳子森下 佳子森下 佳子∥∥∥∥作作作作 NNNN
孤児孤児孤児孤児たちのたちのたちのたちの軍隊軍隊軍隊軍隊　　　　ガニメデへのガニメデへのガニメデへのガニメデへの飛飛飛飛
翔翔翔翔

ロバート  ブートロバート  ブートロバート  ブートロバート  ブート
ナーナーナーナー∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

ヒカルのヒカルのヒカルのヒカルの卵卵卵卵 森沢 明夫森沢 明夫森沢 明夫森沢 明夫∥∥∥∥著著著著 NNNN レッド・スパローレッド・スパローレッド・スパローレッド・スパロー　　　　上下上下上下上下
ジェイソン  マジェイソン  マジェイソン  マジェイソン  マ
シューズシューズシューズシューズ∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

家族家族家族家族のののの見見見見えるえるえるえる場所場所場所場所 森 浩美森 浩美森 浩美森 浩美∥∥∥∥著著著著 NNNN
亡国亡国亡国亡国のののの薔薇薔薇薔薇薔薇　　　　上下上下上下上下　　　　英国式犯罪英国式犯罪英国式犯罪英国式犯罪
解剖学解剖学解剖学解剖学

イモジェン  ロイモジェン  ロイモジェン  ロイモジェン  ロ
バートスンバートスンバートスンバートスン∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

ともえともえともえともえ 諸田 玲子諸田 玲子諸田 玲子諸田 玲子∥∥∥∥著著著著 NNNN 僕僕僕僕とおじいちゃんととおじいちゃんととおじいちゃんととおじいちゃんと魔法魔法魔法魔法のののの塔塔塔塔　　　　5555 香月 日輪香月 日輪香月 日輪香月 日輪∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

砂漠砂漠砂漠砂漠ダンスダンスダンスダンス 山下 澄人山下 澄人山下 澄人山下 澄人∥∥∥∥著著著著 NNNN そしてそしてそしてそして父父父父になるになるになるになる 是枝 裕和是枝 裕和是枝 裕和是枝 裕和∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

昼田昼田昼田昼田とハッコウとハッコウとハッコウとハッコウ
山崎 山崎 山崎 山崎 ナオコーラナオコーラナオコーラナオコーラ
∥∥∥∥著著著著

NNNN 茶葉茶葉茶葉茶葉　　　　交代寄合伊那衆異聞交代寄合伊那衆異聞交代寄合伊那衆異聞交代寄合伊那衆異聞19191919 佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

八重八重八重八重のののの桜桜桜桜　　　　4444 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 キノのキノのキノのキノの旅旅旅旅　　　　15151515～～～～17171717 時雨沢 恵一時雨沢 恵一時雨沢 恵一時雨沢 恵一∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

沈黙沈黙沈黙沈黙のエールのエールのエールのエール 横関 大横関 大横関 大横関 大∥∥∥∥著著著著 NNNN もしもしもしもしもしもしもしもし、、、、還還還還るるるる。。。。 白河 三兎白河 三兎白河 三兎白河 三兎∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

スナックちどりスナックちどりスナックちどりスナックちどり
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 日本日本日本日本SFSFSFSF短篇短篇短篇短篇50505050　　　　5555
日本日本日本日本SFSFSFSF作家作家作家作家クラクラクラクラ
ブブブブ∥∥∥∥編編編編

BNBNBNBN

小説小説小説小説（（（（外国外国外国外国）））） 松谷警部松谷警部松谷警部松谷警部とととと目黒目黒目黒目黒のののの雨雨雨雨 平石 貴樹平石 貴樹平石 貴樹平石 貴樹∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

紅玉紅玉紅玉紅玉((((ルビールビールビールビー))))はははは終終終終わりにしてわりにしてわりにしてわりにして始始始始まままま
りりりり　　　　時間旅行者時間旅行者時間旅行者時間旅行者のののの系譜系譜系譜系譜1111

ケルスティン  ギケルスティン  ギケルスティン  ギケルスティン  ギ
アアアア∥∥∥∥著著著著

FFFF 人形遣人形遣人形遣人形遣いのいのいのいの影盗影盗影盗影盗みみみみ 三木 笙子三木 笙子三木 笙子三木 笙子∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

青玉青玉青玉青玉((((サファイアサファイアサファイアサファイア))))はははは光光光光りりりり輝輝輝輝くくくく
時間旅行者時間旅行者時間旅行者時間旅行者のののの系譜系譜系譜系譜2222

ケルスティン  ギケルスティン  ギケルスティン  ギケルスティン  ギ
アアアア∥∥∥∥著著著著

FFFF 刑事刑事刑事刑事のののの子子子子 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

比類比類比類比類なきなきなきなき翠玉翠玉翠玉翠玉((((エメラルドエメラルドエメラルドエメラルド)))) ケルスティン  ギケルスティン  ギケルスティン  ギケルスティン  ギ かなしきかなしきかなしきかなしき日日日日々々々々にににに咲咲咲咲きききき遺遺遺遺れれれれ　　　　少年陰少年陰少年陰少年陰
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比類比類比類比類なきなきなきなき翠玉翠玉翠玉翠玉((((エメラルドエメラルドエメラルドエメラルド))))
時間旅行者時間旅行者時間旅行者時間旅行者のののの系譜系譜系譜系譜3333

ケルスティン  ギケルスティン  ギケルスティン  ギケルスティン  ギ
アアアア∥∥∥∥著著著著

FFFF
かなしきかなしきかなしきかなしき日日日日々々々々にににに咲咲咲咲きききき遺遺遺遺れれれれ　　　　少年陰少年陰少年陰少年陰
陽師尸櫻編陽師尸櫻編陽師尸櫻編陽師尸櫻編5555

結城 光流結城 光流結城 光流結城 光流∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

鼻鼻鼻鼻
ニコライ  ゴーゴリニコライ  ゴーゴリニコライ  ゴーゴリニコライ  ゴーゴリ
∥∥∥∥著著著著

FFFF 黒田如水黒田如水黒田如水黒田如水 吉川 英治吉川 英治吉川 英治吉川 英治∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

兵士兵士兵士兵士たちのたちのたちのたちの肉体肉体肉体肉体
パオロ  ジョルパオロ  ジョルパオロ  ジョルパオロ  ジョル
ダーノダーノダーノダーノ∥∥∥∥著著著著

FFFF 地図地図地図地図（（（（貸出貸出貸出貸出はできませんはできませんはできませんはできません。。。。館内館内館内館内でごらんくださいでごらんくださいでごらんくださいでごらんください））））

親衛隊士親衛隊士親衛隊士親衛隊士のののの日日日日
ウラジーミル  ソウラジーミル  ソウラジーミル  ソウラジーミル  ソ
ローキンローキンローキンローキン∥∥∥∥著著著著

FFFF C4C4C4C4

いつもいつもいつもいつも手遅手遅手遅手遅れれれれ
アントニオ  タブッアントニオ  タブッアントニオ  タブッアントニオ  タブッ
キキキキ∥∥∥∥著著著著

FFFF 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））））

シャドウ・ストーカーシャドウ・ストーカーシャドウ・ストーカーシャドウ・ストーカー
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

FFFF
宮城県社会経済白書宮城県社会経済白書宮城県社会経済白書宮城県社会経済白書　　　　平成平成平成平成２４２４２４２４年年年年
度版度版度版度版

宮城県震災復興宮城県震災復興宮城県震災復興宮城県震災復興・・・・企画部統計企画部統計企画部統計企画部統計
課分析所得班課分析所得班課分析所得班課分析所得班∥∥∥∥編編編編

G330.5G330.5G330.5G330.5
9999

竜竜竜竜とのとのとのとの舞踏舞踏舞踏舞踏　　　　1111
ジョージ  ジョージ  ジョージ  ジョージ  RRRR....RRRR....
マーティンマーティンマーティンマーティン∥∥∥∥著著著著

FFFF 郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料

罪人罪人罪人罪人をををを召召召召しししし出出出出せせせせ
ヒラリー  マンテルヒラリー  マンテルヒラリー  マンテルヒラリー  マンテル
∥∥∥∥著著著著

FFFF
みちのくみちのくみちのくみちのく念仏念仏念仏念仏　　　　第第第第６８  ６８  ６８  ６８  後期後期後期後期（（（（秋秋秋秋
冬冬冬冬））））特別号特別号特別号特別号

松山  善昭松山  善昭松山  善昭松山  善昭
M188.M188.M188.M188.
7777

響響響響きわたるシベリアきわたるシベリアきわたるシベリアきわたるシベリア杉杉杉杉
ウラジーミル  メグウラジーミル  メグウラジーミル  メグウラジーミル  メグ
レレレレ∥∥∥∥著著著著

FFFF
目目目目でででで見見見見るるるる名取名取名取名取のののの歴史  歴史  歴史  歴史  ～～～～今甦今甦今甦今甦るるるる
悠久悠久悠久悠久のののの歴史歴史歴史歴史～～～～

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

M210.M210.M210.M210.
025025025025

青青青青いいいい鳥鳥鳥鳥
モーリス  メーテモーリス  メーテモーリス  メーテモーリス  メーテ
ルリンクルリンクルリンクルリンク∥∥∥∥作作作作

FFFF
あなたのあなたのあなたのあなたの心心心心によりそう  によりそう  によりそう  によりそう  傾聴傾聴傾聴傾聴ボランボランボランボラン
ティアのティアのティアのティアの視点視点視点視点

森山  英子森山  英子森山  英子森山  英子 M369M369M369M369

狼狼狼狼のののの王子王子王子王子
クリスチャン  モルクリスチャン  モルクリスチャン  モルクリスチャン  モル
クククク∥∥∥∥著著著著

FFFF 宮城県芸術年鑑宮城県芸術年鑑宮城県芸術年鑑宮城県芸術年鑑　　　　平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度 宮城県環境生活部消費生活宮城県環境生活部消費生活宮城県環境生活部消費生活宮城県環境生活部消費生活・・・・
文化課文化課文化課文化課∥∥∥∥編集編集編集編集

M705.M705.M705.M705.
9999

ダイバージェントダイバージェントダイバージェントダイバージェント異端者異端者異端者異端者
ベロニカ  ロスベロニカ  ロスベロニカ  ロスベロニカ  ロス∥∥∥∥
著著著著

FFFF 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））））

文庫文庫文庫文庫 警察白書警察白書警察白書警察白書　　　　平成平成平成平成25252525年版年版年版年版 警察庁警察庁警察庁警察庁∥∥∥∥編編編編 R317.7R317.7R317.7R317.7

死死死死もまたもまたもまたもまた我等我等我等我等なりなりなりなり　　　　上下上下上下上下　　　　クリフトクリフトクリフトクリフト
ンンンン年代記第年代記第年代記第年代記第２２２２部部部部

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

BFBFBFBF

フランケンシュタインフランケンシュタインフランケンシュタインフランケンシュタイン家家家家のののの亡霊亡霊亡霊亡霊
ケネス  オッペルケネス  オッペルケネス  オッペルケネス  オッペル
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

天使天使天使天使のののの死死死死んだんだんだんだ夏夏夏夏　　　　上下上下上下上下
モンス  カッレントモンス  カッレントモンス  カッレントモンス  カッレント
フトフトフトフト∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

ゼンリンゼンリンゼンリンゼンリン住宅地図 仙台市 宮城野区住宅地図 仙台市 宮城野区住宅地図 仙台市 宮城野区住宅地図 仙台市 宮城野区　　　　201309201309201309201309
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児童書児童書児童書児童書（（（（ものがたりものがたりものがたりものがたり）））） 小惑星小惑星小惑星小惑星2162216221622162DSDSDSDSのののの謎謎謎謎 林 譲治林 譲治林 譲治林 譲治∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

12121212種類種類種類種類のののの氷氷氷氷
エレン  ブライアエレン  ブライアエレン  ブライアエレン  ブライア
ン  オベッドン  オベッドン  オベッドン  オベッド∥∥∥∥文文文文

KFKFKFKF IQIQIQIQ探偵探偵探偵探偵ムー ムー ムー ムー 自転車泥棒自転車泥棒自転車泥棒自転車泥棒とととと探偵団探偵団探偵団探偵団 深沢 美潮深沢 美潮深沢 美潮深沢 美潮∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

空空空空をををを飛飛飛飛んだんだんだんだ男男男男のののの子子子子のはなしのはなしのはなしのはなし
サリー  ガードサリー  ガードサリー  ガードサリー  ガード
ナーナーナーナー∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF ふたりふたりふたりふたり 福田 隆浩福田 隆浩福田 隆浩福田 隆浩∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

ネコのネコのネコのネコの目目目目からのぞいたらからのぞいたらからのぞいたらからのぞいたら
シルヴァーナ  ガシルヴァーナ  ガシルヴァーナ  ガシルヴァーナ  ガ
ンドルフィンドルフィンドルフィンドルフィ∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF クサヨミクサヨミクサヨミクサヨミ 藤田 雅矢藤田 雅矢藤田 雅矢藤田 雅矢∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

フェリックスとゼルダそのフェリックスとゼルダそのフェリックスとゼルダそのフェリックスとゼルダその後後後後
モーリス  グライツモーリス  グライツモーリス  グライツモーリス  グライツ
マンマンマンマン∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF まじょまじょまじょまじょ子子子子とネコのとネコのとネコのとネコの王子王子王子王子さまさまさまさま 藤 真知子藤 真知子藤 真知子藤 真知子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

さよならをさよならをさよならをさよならを待待待待つふたりのためにつふたりのためにつふたりのためにつふたりのために
ジョン  グリーンジョン  グリーンジョン  グリーンジョン  グリーン∥∥∥∥
作作作作

KFKFKFKF クレヨンマジッククレヨンマジッククレヨンマジッククレヨンマジック 舟崎 克彦舟崎 克彦舟崎 克彦舟崎 克彦∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

森森森森のスケッチのスケッチのスケッチのスケッチ
フセーヴォロド フセーヴォロド フセーヴォロド フセーヴォロド PPPP....
シソーエフシソーエフシソーエフシソーエフ∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF にひきのいたずらこやぎにひきのいたずらこやぎにひきのいたずらこやぎにひきのいたずらこやぎ
松居 松居 松居 松居 スーザンスーザンスーザンスーザン∥∥∥∥
作作作作

KNKNKNKN

なぞのかみきれをおえなぞのかみきれをおえなぞのかみきれをおえなぞのかみきれをおえ!!!!
マージョリー  マージョリー  マージョリー  マージョリー  WWWW....
シャーマットシャーマットシャーマットシャーマット∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん

KFKFKFKF なんちゃってヒーローなんちゃってヒーローなんちゃってヒーローなんちゃってヒーロー
みうら かれんみうら かれんみうら かれんみうら かれん∥∥∥∥
作作作作

KNKNKNKN

ハロウィンにきえたねこハロウィンにきえたねこハロウィンにきえたねこハロウィンにきえたねこ
マージョリー  マージョリー  マージョリー  マージョリー  WWWW....
シャーマットシャーマットシャーマットシャーマット∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん

KFKFKFKF ほうかごはおばけだらけほうかごはおばけだらけほうかごはおばけだらけほうかごはおばけだらけ!!!! むらい かよむらい かよむらい かよむらい かよ∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

動物動物動物動物とととと話話話話せるせるせるせる少女少女少女少女リリアーネリリアーネリリアーネリリアーネ　　　　9999上上上上
タニヤ  シュテータニヤ  シュテータニヤ  シュテータニヤ  シュテー
ブナーブナーブナーブナー∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF すすめすすめすすめすすめ!!!!近藤近藤近藤近藤くんくんくんくん 最上 一平最上 一平最上 一平最上 一平∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

魔女魔女魔女魔女とととと魔法魔法魔法魔法のコインのコインのコインのコイン
ルース  チュウルース  チュウルース  チュウルース  チュウ∥∥∥∥
作作作作

KFKFKFKF サトミちゃんちのサトミちゃんちのサトミちゃんちのサトミちゃんちの1111男子男子男子男子　　　　1111 矢立 肇矢立 肇矢立 肇矢立 肇∥∥∥∥原案原案原案原案 KNKNKNKN

フットボール・アカデミーフットボール・アカデミーフットボール・アカデミーフットボール・アカデミー　　　　3333
トム  パーマートム  パーマートム  パーマートム  パーマー∥∥∥∥
作作作作

KFKFKFKF ホップホップホップホップ、、、、ステップステップステップステップ!!!!卓球部卓球部卓球部卓球部 横沢 彰横沢 彰横沢 彰横沢 彰∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

日日日日ざかりざかりざかりざかり村村村村にににに戦争戦争戦争戦争がくるがくるがくるがくる
フアン  ファリアスフアン  ファリアスフアン  ファリアスフアン  ファリアス
∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF エールエールエールエール
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

庭師庭師庭師庭師のののの娘娘娘娘
ジークリート  ラウジークリート  ラウジークリート  ラウジークリート  ラウ
ベベベベ∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF ハピネスハピネスハピネスハピネス 小林 深雪小林 深雪小林 深雪小林 深雪∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

忍忍忍忍たまたまたまたま乱太郎乱太郎乱太郎乱太郎　　　　57575757
尼子 騒兵衛尼子 騒兵衛尼子 騒兵衛尼子 騒兵衛∥∥∥∥原原原原
作作作作

KNKNKNKN 児童書児童書児童書児童書（（（（そのほかそのほかそのほかそのほか））））

ずっとずっとずっとずっと空空空空をををを見見見見ていたていたていたていた 泉 啓子泉 啓子泉 啓子泉 啓子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 13131313歳歳歳歳からのからのからのからの思考実験思考実験思考実験思考実験ノートノートノートノート 小野田 博一小野田 博一小野田 博一小野田 博一∥∥∥∥著著著著 K116K116K116K116
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どんぐりカプセルどんぐりカプセルどんぐりカプセルどんぐりカプセル 市川 宣子市川 宣子市川 宣子市川 宣子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 子子子子どもにどもにどもにどもに語語語語るるるる日本日本日本日本のののの神話神話神話神話 三浦 佑之三浦 佑之三浦 佑之三浦 佑之∥∥∥∥訳訳訳訳 K164.1K164.1K164.1K164.1

レントゲンレントゲンレントゲンレントゲン 風野 潮風野 潮風野 潮風野 潮∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN 遺跡遺跡遺跡遺跡からからからから調調調調べようべようべようべよう!!!!　　　　1111・・・・2222 設楽 博己設楽 博己設楽 博己設楽 博己∥∥∥∥著著著著
K210.0K210.0K210.0K210.0
25252525

パオパオパオパオ～～～～ンおじさんとのンおじさんとのンおじさんとのンおじさんとの夏夏夏夏
かまだ しゅんそうかまだ しゅんそうかまだ しゅんそうかまだ しゅんそう
∥∥∥∥作作作作

KNKNKNKN 日本日本日本日本とアジアのとアジアのとアジアのとアジアの大東亜戦争大東亜戦争大東亜戦争大東亜戦争 吉本 貞昭吉本 貞昭吉本 貞昭吉本 貞昭∥∥∥∥著著著著
K210.7K210.7K210.7K210.7
5555

はりねずみのルーチカはりねずみのルーチカはりねずみのルーチカはりねずみのルーチカ
かんの ゆうこかんの ゆうこかんの ゆうこかんの ゆうこ∥∥∥∥
作作作作

KNKNKNKN 笑顔笑顔笑顔笑顔のののの架架架架けけけけ橋橋橋橋 藤本 美郷藤本 美郷藤本 美郷藤本 美郷∥∥∥∥文文文文 K289.1K289.1K289.1K289.1

光光光光のうつしえのうつしえのうつしえのうつしえ 朽木 祥朽木 祥朽木 祥朽木 祥∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN どうなるのどうなるのどうなるのどうなるの????日本日本日本日本のののの領土領土領土領土 武内 胡桃武内 胡桃武内 胡桃武内 胡桃∥∥∥∥作作作作 K319.1K319.1K319.1K319.1

マルガリータとマルガリータとマルガリータとマルガリータと森森森森のまもののまもののまもののまもの 工藤 工藤 工藤 工藤 ノリコノリコノリコノリコ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 13131313歳歳歳歳のののの進路進路進路進路 村上 龍村上 龍村上 龍村上 龍∥∥∥∥著著著著 K376.8K376.8K376.8K376.8

神様神様神様神様しかしかしかしか知知知知らないらないらないらない秘密秘密秘密秘密 小林 深雪小林 深雪小林 深雪小林 深雪∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN
K388.8K388.8K388.8K388.8
1111

まちのおばけずかんまちのおばけずかんまちのおばけずかんまちのおばけずかん 斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 星星星星のののの声声声声にににに、、、、耳耳耳耳をすませてをすませてをすませてをすませて 林 完次林 完次林 完次林 完次∥∥∥∥著著著著 K440K440K440K440

ラッキィ・フレンズラッキィ・フレンズラッキィ・フレンズラッキィ・フレンズ 佐川 芳枝佐川 芳枝佐川 芳枝佐川 芳枝∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN きょうりゅうもきょうりゅうもきょうりゅうもきょうりゅうも病気病気病気病気になるになるになるになる
たかし よいちたかし よいちたかし よいちたかし よいち∥∥∥∥
作作作作

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

もののけもののけもののけもののけ温泉滝温泉滝温泉滝温泉滝のののの湯湯湯湯へいらっしゃへいらっしゃへいらっしゃへいらっしゃ
いいいい

佐佐佐佐々々々々木 木 木 木 ひとみひとみひとみひとみ∥∥∥∥
作作作作

KNKNKNKN きょうりゅうがきょうりゅうがきょうりゅうがきょうりゅうが走走走走るるるる
たかし よいちたかし よいちたかし よいちたかし よいち∥∥∥∥
作作作作

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

千千千千のののの種種種種のわたしへのわたしへのわたしへのわたしへ さとう まきこさとう まきこさとう まきこさとう まきこ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN ガラパゴスにガラパゴスにガラパゴスにガラパゴスに木木木木をををを植植植植えるえるえるえる
藤原 幸一藤原 幸一藤原 幸一藤原 幸一∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

K462.6K462.6K462.6K462.6
15151515

ふたつのゆびきりげんまんふたつのゆびきりげんまんふたつのゆびきりげんまんふたつのゆびきりげんまん
そうま こうへいそうま こうへいそうま こうへいそうま こうへい∥∥∥∥
作作作作

KNKNKNKN
K481.1K481.1K481.1K481.1
6666

とことんトマトンとことんトマトンとことんトマトンとことんトマトン 高山 栄子高山 栄子高山 栄子高山 栄子∥∥∥∥さくさくさくさく KNKNKNKN
ドキドキいっぱいドキドキいっぱいドキドキいっぱいドキドキいっぱい!!!!虫虫虫虫のくらしのくらしのくらしのくらし写真写真写真写真
館館館館　　　　23232323

高家 博成高家 博成高家 博成高家 博成∥∥∥∥監修監修監修監修 K486K486K486K486

妖狐妖狐妖狐妖狐ピリカ・ムーピリカ・ムーピリカ・ムーピリカ・ムー 那須田 淳那須田 淳那須田 淳那須田 淳∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN カマキリのカマキリのカマキリのカマキリの生生生生きかたきかたきかたきかた
筒井 学筒井 学筒井 学筒井 学∥∥∥∥写真写真写真写真とととと
文文文文

K486.4K486.4K486.4K486.4
3333

らくだいらくだいらくだいらくだい魔女魔女魔女魔女とととと闇闇闇闇のののの宮殿宮殿宮殿宮殿 成田 成田 成田 成田 サトコサトコサトコサトコ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN キタキツネのキタキツネのキタキツネのキタキツネの十二十二十二十二かかかか月月月月 竹田津 実竹田津 実竹田津 実竹田津 実∥∥∥∥著著著著
K489.5K489.5K489.5K489.5
6666

のねずみポップはおのねずみポップはおのねずみポップはおのねずみポップはお天気天気天気天気はかせはかせはかせはかせ
仁科 幸子仁科 幸子仁科 幸子仁科 幸子∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

KNKNKNKN ぼくらのぼくらのぼくらのぼくらの街街街街にキリンがやってくるにキリンがやってくるにキリンがやってくるにキリンがやってくる 志茂田 景樹志茂田 景樹志茂田 景樹志茂田 景樹∥∥∥∥著著著著
K489.8K489.8K489.8K489.8
7777

わくわくすることわざわくわくすることわざわくわくすることわざわくわくすることわざ

骨骨骨骨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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鉄道鉄道鉄道鉄道のクイズのクイズのクイズのクイズ図鑑図鑑図鑑図鑑 池口 英司池口 英司池口 英司池口 英司∥∥∥∥監修監修監修監修 K536K536K536K536 ルナルナルナルナ
エンリコエンリコエンリコエンリコ====カサローカサローカサローカサロー
ザザザザ∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

接着剤接着剤接着剤接着剤のひみつのひみつのひみつのひみつ
たまだ まさおたまだ まさおたまだ まさおたまだ まさお∥∥∥∥
漫画漫画漫画漫画

K579.1K579.1K579.1K579.1 ガンたちとともにガンたちとともにガンたちとともにガンたちとともに
イレーヌ グリーンイレーヌ グリーンイレーヌ グリーンイレーヌ グリーン
スタインスタインスタインスタイン∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

おやこでおやこでおやこでおやこで作作作作ろうこどもおろうこどもおろうこどもおろうこどもお菓子部菓子部菓子部菓子部 福田 里香福田 里香福田 里香福田 里香∥∥∥∥著著著著
K596.6K596.6K596.6K596.6
5555

きもちきもちきもちきもち
ジャナン  ケインジャナン  ケインジャナン  ケインジャナン  ケイン
∥∥∥∥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

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　　　　1111～～～～4444
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
ベルとブゥおやすみなさいのじかベルとブゥおやすみなさいのじかベルとブゥおやすみなさいのじかベルとブゥおやすみなさいのじか
んんんん

マンディ  サトクリマンディ  サトクリマンディ  サトクリマンディ  サトクリ
フフフフ∥∥∥∥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

いのちのギフトいのちのギフトいのちのギフトいのちのギフト 日野原 重明日野原 重明日野原 重明日野原 重明∥∥∥∥著著著著 K645.6K645.6K645.6K645.6 さみしかったさみしかったさみしかったさみしかった本本本本
ケイト  バーンハケイト  バーンハケイト  バーンハケイト  バーンハ
イマーイマーイマーイマー∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

マングローブのマングローブのマングローブのマングローブの木木木木
スーザン  スーザン  スーザン  スーザン  LLLL....ロスロスロスロス
∥∥∥∥文文文文とコラージュとコラージュとコラージュとコラージュ

K653.4K653.4K653.4K653.4 紙紙紙紙のむすめのむすめのむすめのむすめ
ナタリー  ベルナタリー  ベルナタリー  ベルナタリー  ベル
ハッセンハッセンハッセンハッセン∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

スポーツクラブのひみつスポーツクラブのひみつスポーツクラブのひみつスポーツクラブのひみつ 鳥飼 規世鳥飼 規世鳥飼 規世鳥飼 規世∥∥∥∥漫画漫画漫画漫画
K780.6K780.6K780.6K780.6
7777

石石石石のののの巨人巨人巨人巨人
ジェーン  サトクリジェーン  サトクリジェーン  サトクリジェーン  サトクリ
フフフフ∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

浦田理恵見浦田理恵見浦田理恵見浦田理恵見えないチカラとキセキえないチカラとキセキえないチカラとキセキえないチカラとキセキ 竹内 由美竹内 由美竹内 由美竹内 由美∥∥∥∥著著著著 K783.3K783.3K783.3K783.3 BLUEBIRDBLUEBIRDBLUEBIRDBLUEBIRD
ボブ  スタックボブ  スタックボブ  スタックボブ  スタック∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

メッシ ハンデをのりこえたメッシ ハンデをのりこえたメッシ ハンデをのりこえたメッシ ハンデをのりこえた小小小小さなさなさなさな
ヒーローヒーローヒーローヒーロー

マイケル  パートマイケル  パートマイケル  パートマイケル  パート
∥∥∥∥著著著著

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

ふたつのねがいふたつのねがいふたつのねがいふたつのねがい
ハルメン  ファンハルメン  ファンハルメン  ファンハルメン  ファン
ストラーテンストラーテンストラーテンストラーテン∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

香川真司香川真司香川真司香川真司 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

ぼくのおおじいじぼくのおおじいじぼくのおおじいじぼくのおおじいじ
スティバンヌスティバンヌスティバンヌスティバンヌ∥∥∥∥ささささ
くくくく

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

進進進進めめめめ!!!!サムライブルーサムライブルーサムライブルーサムライブルー 林 壮一林 壮一林 壮一林 壮一∥∥∥∥著著著著
K783.4K783.4K783.4K783.4
7777

まよなかのだいどころまよなかのだいどころまよなかのだいどころまよなかのだいどころ
モーリス  センモーリス  センモーリス  センモーリス  セン
ダックダックダックダック∥∥∥∥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

川島永嗣川島永嗣川島永嗣川島永嗣 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

ひみつのプクプクハイムひみつのプクプクハイムひみつのプクプクハイムひみつのプクプクハイム村村村村
ミヒャエル  ゾーミヒャエル  ゾーミヒャエル  ゾーミヒャエル  ゾー
ヴァヴァヴァヴァ∥∥∥∥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

横綱白鵬横綱白鵬横綱白鵬横綱白鵬 小松 成美小松 成美小松 成美小松 成美∥∥∥∥文文文文 K788.1K788.1K788.1K788.1 はしれはしれはしれはしれ、、、、トトトトトトトト!!!!
チョ ウンヨンチョ ウンヨンチョ ウンヨンチョ ウンヨン∥∥∥∥ささささ
くくくく

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

K789.8K789.8K789.8K789.8 こころやさしいワニこころやさしいワニこころやさしいワニこころやさしいワニ
ルチーア  パンルチーア  パンルチーア  パンルチーア  パン
ツィエーリツィエーリツィエーリツィエーリ∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

たいようのおならたいようのおならたいようのおならたいようのおなら 灰谷 健次郎灰谷 健次郎灰谷 健次郎灰谷 健次郎∥∥∥∥編編編編
K911.5K911.5K911.5K911.5
68686868

ブルンミのねこブルンミのねこブルンミのねこブルンミのねこ
マレーク  ベロニマレーク  ベロニマレーク  ベロニマレーク  ベロニ
カカカカ∥∥∥∥文文文文とととと絵絵絵絵

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 おにいちゃんになるひおにいちゃんになるひおにいちゃんになるひおにいちゃんになるひ
ローラ  ローラ  ローラ  ローラ  MMMM....シェーシェーシェーシェー
ファーファーファーファー∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

ひがし なおこひがし なおこひがし なおこひがし なおこ∥∥∥∥ クラウディア  スクラウディア  スクラウディア  スクラウディア  ス

オコンネルオコンネルオコンネルオコンネル教授教授教授教授とととと風魔忍者風魔忍者風魔忍者風魔忍者のののの野望野望野望野望
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さわさわもみじさわさわもみじさわさわもみじさわさわもみじ
ひがし なおこひがし なおこひがし なおこひがし なおこ∥∥∥∥
さくさくさくさく

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ ナポレオンがおしえてくれたんだナポレオンがおしえてくれたんだナポレオンがおしえてくれたんだナポレオンがおしえてくれたんだ!!!!
クラウディア  スクラウディア  スクラウディア  スクラウディア  ス
フィッリフィッリフィッリフィッリ∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

いちごさんがねいちごさんがねいちごさんがねいちごさんがね…………
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∥∥∥∥
さく  えさく  えさく  えさく  え

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ ぼくぼくぼくぼく、、、、いってくるいってくるいってくるいってくる!!!!
マチュー  モデマチュー  モデマチュー  モデマチュー  モデ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

ぶうぶうぶうぶうぶうぶうぶうぶうぶうぶうぶうぶう
おーなり おーなり おーなり おーなり 由子由子由子由子∥∥∥∥
ぶんぶんぶんぶん

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ
アニメおさるのジョージ としょかんアニメおさるのジョージ としょかんアニメおさるのジョージ としょかんアニメおさるのジョージ としょかん
のおしごとのおしごとのおしごとのおしごと

マーガレット  レイマーガレット  レイマーガレット  レイマーガレット  レイ
∥∥∥∥原作原作原作原作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

エルマーのともだちエルマーのともだちエルマーのともだちエルマーのともだち
デビッド  マッデビッド  マッデビッド  マッデビッド  マッ
キーキーキーキー∥∥∥∥文  絵文  絵文  絵文  絵

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ アニメおさるのジョージ はるよこいアニメおさるのジョージ はるよこいアニメおさるのジョージ はるよこいアニメおさるのジョージ はるよこい
マーガレット  レイマーガレット  レイマーガレット  レイマーガレット  レイ
∥∥∥∥原作原作原作原作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

はーいはーいはーいはーい!!!!
みやにし たつやみやにし たつやみやにし たつやみやにし たつや
∥∥∥∥著著著著

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ ぼくはここにいるぼくはここにいるぼくはここにいるぼくはここにいる
ピーター  レイノピーター  レイノピーター  レイノピーター  レイノ
ルズルズルズルズ∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

またまたはーいまたまたはーいまたまたはーいまたまたはーい!!!!
みやにし たつやみやにし たつやみやにし たつやみやにし たつや
∥∥∥∥著著著著

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ もうなかないよもうなかないよもうなかないよもうなかないよ、、、、クリズラクリズラクリズラクリズラ
ゼバスティアンゼバスティアンゼバスティアンゼバスティアン
ロートロートロートロート∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

アニメおさるのジョージはじめてのアニメおさるのジョージはじめてのアニメおさるのジョージはじめてのアニメおさるのジョージはじめての
えほんえほんえほんえほん「「「「いろいろいろいろ」」」」

マーガレット  レイマーガレット  レイマーガレット  レイマーガレット  レイ
∥∥∥∥原作原作原作原作

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ いやっいやっいやっいやっ!!!!
トレーシー  コートレーシー  コートレーシー  コートレーシー  コー
デュロイデュロイデュロイデュロイ∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

アニメおさるのジョージはじめてのアニメおさるのジョージはじめてのアニメおさるのジョージはじめてのアニメおさるのジョージはじめての
えほんえほんえほんえほん「「「「かずかずかずかず」」」」

マーガレット  レイマーガレット  レイマーガレット  レイマーガレット  レイ
∥∥∥∥原作原作原作原作

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ きょうのシロクマきょうのシロクマきょうのシロクマきょうのシロクマ 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

アニメおさるのジョージはじめてのアニメおさるのジョージはじめてのアニメおさるのジョージはじめてのアニメおさるのジョージはじめての
えほんえほんえほんえほん「「「「かたちかたちかたちかたち」」」」

マーガレット  レイマーガレット  レイマーガレット  レイマーガレット  レイ
∥∥∥∥原作原作原作原作

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ ジャッキーのしんゆうジャッキーのしんゆうジャッキーのしんゆうジャッキーのしんゆう あだち なみあだち なみあだち なみあだち なみ∥∥∥∥絵絵絵絵 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ぼくのぼくのぼくのぼくの手手手手わたしのわたしのわたしのわたしの手手手手
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ｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

だちょうのたまごにいちゃんだちょうのたまごにいちゃんだちょうのたまごにいちゃんだちょうのたまごにいちゃん
あきやま ただしあきやま ただしあきやま ただしあきやま ただし
∥∥∥∥作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ながいかみのむすめチャンファメながいかみのむすめチャンファメながいかみのむすめチャンファメながいかみのむすめチャンファメ
イイイイ

君島 久子君島 久子君島 久子君島 久子∥∥∥∥再話再話再話再話 EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ うぶめうぶめうぶめうぶめ 京極 夏彦京極 夏彦京極 夏彦京極 夏彦∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

こくばんくまさんつきへいくこくばんくまさんつきへいくこくばんくまさんつきへいくこくばんくまさんつきへいく
マーサ  アレクサマーサ  アレクサマーサ  アレクサマーサ  アレクサ
ンダーンダーンダーンダー∥∥∥∥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 おばけにてそうろうおばけにてそうろうおばけにてそうろうおばけにてそうろう
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

ひつじのショーン シャーリーのダひつじのショーン シャーリーのダひつじのショーン シャーリーのダひつじのショーン シャーリーのダ
イエットイエットイエットイエット

アードマン  アニアードマン  アニアードマン  アニアードマン  アニ
メーションズメーションズメーションズメーションズ∥∥∥∥原作原作原作原作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ つきごはんつきごはんつきごはんつきごはん 計良 計良 計良 計良 ふきふきふきふき子子子子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ひつじのショーン ピザがたべたひつじのショーン ピザがたべたひつじのショーン ピザがたべたひつじのショーン ピザがたべた
いいいい!!!!

アードマン  アニアードマン  アニアードマン  アニアードマン  アニ
メーションズメーションズメーションズメーションズ∥∥∥∥原作原作原作原作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ つぎはわたしのばんつぎはわたしのばんつぎはわたしのばんつぎはわたしのばん
いもと ようこいもと ようこいもと ようこいもと ようこ∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

図書館図書館図書館図書館にににに児童室児童室児童室児童室ができたができたができたができた日日日日
ジャン  ピンボジャン  ピンボジャン  ピンボジャン  ピンボ
ローローローロー∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ ねぎぼうずのあさたろうねぎぼうずのあさたろうねぎぼうずのあさたろうねぎぼうずのあさたろう　　　　そのそのそのその9999 飯野 和好飯野 和好飯野 和好飯野 和好∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

おうちにいれちゃだめおうちにいれちゃだめおうちにいれちゃだめおうちにいれちゃだめ!!!!
ケヴィン  ルイスケヴィン  ルイスケヴィン  ルイスケヴィン  ルイス
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ ねずみくんのだいすきなものねずみくんのだいすきなものねずみくんのだいすきなものねずみくんのだいすきなもの 左近 蘭子左近 蘭子左近 蘭子左近 蘭子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ
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やまのばんさんかいやまのばんさんかいやまのばんさんかいやまのばんさんかい
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 しげちゃんしげちゃんしげちゃんしげちゃん((((大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本）））） 室井 滋室井 滋室井 滋室井 滋∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

タッフィーとハッピーのたのしいまタッフィーとハッピーのたのしいまタッフィーとハッピーのたのしいまタッフィーとハッピーのたのしいま
いにちいにちいにちいにち

obetomo∥obetomo∥obetomo∥obetomo∥絵絵絵絵 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ なつのいちにちなつのいちにちなつのいちにちなつのいちにち（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
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ﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

あのなあのなあのなあのな、、、、これはひみつやでこれはひみつやでこれはひみつやでこれはひみつやで!!!!
くすのき しげのりくすのき しげのりくすのき しげのりくすのき しげのり
∥∥∥∥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 パパのくれたおくりものパパのくれたおくりものパパのくれたおくりものパパのくれたおくりもの
芭蕉  芭蕉  芭蕉  芭蕉  みどりみどりみどりみどり∥∥∥∥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

いちにちどうぶついちにちどうぶついちにちどうぶついちにちどうぶつ
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 おつきさまはまあるくなくっちゃおつきさまはまあるくなくっちゃおつきさまはまあるくなくっちゃおつきさまはまあるくなくっちゃ!!!!
ふくだ じゅんこふくだ じゅんこふくだ じゅんこふくだ じゅんこ∥∥∥∥
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

おさかないちばおさかないちばおさかないちばおさかないちば 加藤 休加藤 休加藤 休加藤 休ミミミミ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ちょうちょちょうちょちょうちょちょうちょ 江國 香織江國 香織江國 香織江國 香織∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

おおおお化化化化けのけのけのけの真夏日真夏日真夏日真夏日 川端  誠川端  誠川端  誠川端  誠∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ どんぐりころちゃんどんぐりころちゃんどんぐりころちゃんどんぐりころちゃん
みなみ じゅんこみなみ じゅんこみなみ じゅんこみなみ じゅんこ
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

きみがおしえてくれたきみがおしえてくれたきみがおしえてくれたきみがおしえてくれた。。。。 今西 乃子今西 乃子今西 乃子今西 乃子∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ふしぎなタネやさんふしぎなタネやさんふしぎなタネやさんふしぎなタネやさん
みやにし たつやみやにし たつやみやにし たつやみやにし たつや
∥∥∥∥作絵作絵作絵作絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

じっちょりんのなつのいちにちじっちょりんのなつのいちにちじっちょりんのなつのいちにちじっちょりんのなつのいちにち かとう あじゅかとう あじゅかとう あじゅかとう あじゅ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ヘンテコリンおじさんヘンテコリンおじさんヘンテコリンおじさんヘンテコリンおじさん
みやにし たつやみやにし たつやみやにし たつやみやにし たつや
∥∥∥∥作絵作絵作絵作絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

しりとりさんぽしりとりさんぽしりとりさんぽしりとりさんぽ 石津 石津 石津 石津 ちひろちひろちひろちひろ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ さるくんにぴったりなおうちさるくんにぴったりなおうちさるくんにぴったりなおうちさるくんにぴったりなおうち!!!!!!!!
おおはし えみこおおはし えみこおおはし えみこおおはし えみこ
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

どろぼうがっこうぜんいんだつごくどろぼうがっこうぜんいんだつごくどろぼうがっこうぜんいんだつごくどろぼうがっこうぜんいんだつごく
かこ さとしかこ さとしかこ さとしかこ さとし∥∥∥∥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 アンパンマンとアクビぼうやアンパンマンとアクビぼうやアンパンマンとアクビぼうやアンパンマンとアクビぼうや
やなせ たかしやなせ たかしやなせ たかしやなせ たかし∥∥∥∥
さく  えさく  えさく  えさく  え

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

どろぼうがっこうだいうんどうかいどろぼうがっこうだいうんどうかいどろぼうがっこうだいうんどうかいどろぼうがっこうだいうんどうかい
かこ さとしかこ さとしかこ さとしかこ さとし∥∥∥∥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 アンパンマンとおもちゃてんしアンパンマンとおもちゃてんしアンパンマンとおもちゃてんしアンパンマンとおもちゃてんし
やなせ たかしやなせ たかしやなせ たかしやなせ たかし∥∥∥∥
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

十二支十二支十二支十二支のおのおのおのお節料理節料理節料理節料理 川端 誠川端 誠川端 誠川端 誠∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ アンパンマンとはなのしろアンパンマンとはなのしろアンパンマンとはなのしろアンパンマンとはなのしろ
やなせ たかしやなせ たかしやなせ たかしやなせ たかし∥∥∥∥
さく  えさく  えさく  えさく  え

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

はしるってなにはしるってなにはしるってなにはしるってなに 和合 亮一和合 亮一和合 亮一和合 亮一∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ んんんん 長田 弘長田 弘長田 弘長田 弘∥∥∥∥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

おさわがせフンガくんおさわがせフンガくんおさわがせフンガくんおさわがせフンガくん 国松 国松 国松 国松 エリカエリカエリカエリカ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ 給食番長給食番長給食番長給食番長（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本））））
よしなが こうたくよしなが こうたくよしなが こうたくよしなが こうたく
∥∥∥∥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

おならバスのたーむくんおならバスのたーむくんおならバスのたーむくんおならバスのたーむくん
ささき みおささき みおささき みおささき みお∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ かぼちゃごよみかぼちゃごよみかぼちゃごよみかぼちゃごよみ 川原田 徹川原田 徹川原田 徹川原田 徹∥∥∥∥絵絵絵絵 EEEEﾑﾗｻｷﾑﾗｻｷﾑﾗｻｷﾑﾗｻｷ

かぜフーホッホかぜフーホッホかぜフーホッホかぜフーホッホ
三宮 麻由子三宮 麻由子三宮 麻由子三宮 麻由子∥∥∥∥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 DVDDVDDVDDVD

さかい さちえさかい さちえさかい さちえさかい さちえ∥∥∥∥
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こじかかじっここじかかじっここじかかじっここじかかじっこ
さかい さちえさかい さちえさかい さちえさかい さちえ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ V361.4V361.4V361.4V361.4

つくもがみつくもがみつくもがみつくもがみ 京極 夏彦京極 夏彦京極 夏彦京極 夏彦∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ がんばっぺ・フラガールがんばっぺ・フラガールがんばっぺ・フラガールがんばっぺ・フラガール!!!! 小林 正樹小林 正樹小林 正樹小林 正樹∥∥∥∥監督監督監督監督 V689V689V689V689

でんしゃがきたでんしゃがきたでんしゃがきたでんしゃがきた 竹下 文子竹下 文子竹下 文子竹下 文子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ 天空天空天空天空のののの城城城城ラピュタラピュタラピュタラピュタ
宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿∥∥∥∥原作原作原作原作
脚本 監督脚本 監督脚本 監督脚本 監督

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

ぺったんぺったんぺったんぺったん!!!!サンドイッチサンドイッチサンドイッチサンドイッチ 鈴木 鈴木 鈴木 鈴木 まもるまもるまもるまもる∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ 風風風風のののの谷谷谷谷のナウシカのナウシカのナウシカのナウシカ
宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿∥∥∥∥原作原作原作原作
脚本 監督脚本 監督脚本 監督脚本 監督

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

じゅっぴきでござるじゅっぴきでござるじゅっぴきでござるじゅっぴきでござる
エクトル  シエラエクトル  シエラエクトル  シエラエクトル  シエラ
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

でんしゃにのろうでんしゃにのろうでんしゃにのろうでんしゃにのろう 斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

まちのじどうしゃレースまちのじどうしゃレースまちのじどうしゃレースまちのじどうしゃレース
たしろ ちさとたしろ ちさとたしろ ちさとたしろ ちさと∥∥∥∥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

おしりたんてい ププッレインボーおしりたんてい ププッレインボーおしりたんてい ププッレインボーおしりたんてい ププッレインボー
ダイヤをさがせダイヤをさがせダイヤをさがせダイヤをさがせ!!!!

トロルトロルトロルトロル∥∥∥∥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

きいてるかいオルタきいてるかいオルタきいてるかいオルタきいてるかいオルタ
中川 洋典中川 洋典中川 洋典中川 洋典∥∥∥∥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

おおおお～～～～いいいい、、、、雲雲雲雲よよよよ 長倉 洋海長倉 洋海長倉 洋海長倉 洋海∥∥∥∥著著著著 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

おおきなキャベツおおきなキャベツおおきなキャベツおおきなキャベツ 岡 信子岡 信子岡 信子岡 信子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

きんいろのあめきんいろのあめきんいろのあめきんいろのあめ 立原 立原 立原 立原 えりかえりかえりかえりか∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

よーいよーいよーいよーい、、、、ドンドンドンドン!!!! 中垣 中垣 中垣 中垣 ゆたかゆたかゆたかゆたか∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

もりのおふろもりのおふろもりのおふろもりのおふろ（（（（大型絵本大型絵本大型絵本大型絵本）））） 西村 敏雄西村 敏雄西村 敏雄西村 敏雄∥∥∥∥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

ウリオウリオウリオウリオ 室井 滋室井 滋室井 滋室井 滋∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

おにいちゃんといもうとおにいちゃんといもうとおにいちゃんといもうとおにいちゃんといもうと
シャーロット  ゾロシャーロット  ゾロシャーロット  ゾロシャーロット  ゾロ
トウトウトウトウ∥∥∥∥文文文文

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ
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