
購入図書案内購入図書案内購入図書案内購入図書案内　　　　　　　　１１１１月号月号月号月号 歴史歴史歴史歴史・・・・地理地理地理地理

2013201320132013年年年年11111111月受入分月受入分月受入分月受入分　　　　NoNoNoNo....275275275275　　　　名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館 名著名著名著名著でででで読読読読むむむむ世界史世界史世界史世界史 渡部 昇一渡部 昇一渡部 昇一渡部 昇一∥∥∥∥著著著著 201201201201

総記総記総記総記 第二次世界大戦 影第二次世界大戦 影第二次世界大戦 影第二次世界大戦 影のののの主役主役主役主役
ポールポールポールポール　　　　ケネディケネディケネディケネディ
∥∥∥∥著著著著

209.74209.74209.74209.74

面白面白面白面白いほどいほどいほどいほど詰詰詰詰めめめめ込込込込めるめるめるめる勉強法勉強法勉強法勉強法 小谷野 敦小谷野 敦小谷野 敦小谷野 敦∥∥∥∥著著著著 002.7002.7002.7002.7
学校学校学校学校ではではではでは教教教教えないえないえないえない「「「「社会人社会人社会人社会人のためのためのためのため
のののの現代史現代史現代史現代史」」」」

池上 彰池上 彰池上 彰池上 彰∥∥∥∥著著著著 209.75209.75209.75209.75

ネットのバカネットのバカネットのバカネットのバカ 中川 淳一郎中川 淳一郎中川 淳一郎中川 淳一郎∥∥∥∥著著著著 007.3007.3007.3007.3 逆説逆説逆説逆説のののの日本史日本史日本史日本史　　　　20202020 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

学校経営学校経営学校経営学校経営とととと学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館 野口 武悟野口 武悟野口 武悟野口 武悟∥∥∥∥編著編著編著編著 017.017.017.017. 古田武彦古田武彦古田武彦古田武彦・・・・古代史古代史古代史古代史コレクションコレクションコレクションコレクション　　　　17171717 古田 武彦古田 武彦古田 武彦古田 武彦∥∥∥∥著著著著 210.3210.3210.3210.3

読書読書読書読書HACKSHACKSHACKSHACKS! ! ! ! 知的知的知的知的アウトプットにアウトプットにアウトプットにアウトプットに
つなげるつなげるつなげるつなげる超超超超インプットインプットインプットインプット術術術術

原尻 淳一原尻 淳一原尻 淳一原尻 淳一∥∥∥∥著著著著
B019.1B019.1B019.1B019.1

2222
京都京都京都京都のののの闇 本当闇 本当闇 本当闇 本当はははは怖怖怖怖いいいい「「「「平安京平安京平安京平安京」」」」
観光案内観光案内観光案内観光案内

関 裕二関 裕二関 裕二関 裕二∥∥∥∥著著著著 210.36210.36210.36210.36

子子子子どものどものどものどもの本本本本100100100100問問問問100100100100答答答答
大阪国際児童文学大阪国際児童文学大阪国際児童文学大阪国際児童文学
振興財団振興財団振興財団振興財団∥∥∥∥編編編編

019.5019.5019.5019.5 征西将軍懐良親王征西将軍懐良親王征西将軍懐良親王征西将軍懐良親王のののの生涯生涯生涯生涯 坂井 藤雄坂井 藤雄坂井 藤雄坂井 藤雄∥∥∥∥著著著著 210.45210.45210.45210.45

松居直松居直松居直松居直とととと『『『『こどものともこどものともこどものともこどものとも』』』』 松居 直松居 直松居 直松居 直∥∥∥∥著著著著 019.53019.53019.53019.53 黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛・・・・長政長政長政長政のののの野望野望野望野望 渡邊 大門渡邊 大門渡邊 大門渡邊 大門∥∥∥∥著著著著 210.48210.48210.48210.48

伊藤伊藤伊藤伊藤まさこのまさこのまさこのまさこの雑食雑食雑食雑食よみよみよみよみ 伊藤 伊藤 伊藤 伊藤 まさこまさこまさこまさこ∥∥∥∥著著著著 019.9019.9019.9019.9 彩色江戸彩色江戸彩色江戸彩色江戸のののの暮暮暮暮らしらしらしらし事典事典事典事典
エディキューブエディキューブエディキューブエディキューブ∥∥∥∥
編著編著編著編著

210.5210.5210.5210.5

幅書店幅書店幅書店幅書店のののの88888888冊 冊 冊 冊 あとはあとはあとはあとは血血血血となれとなれとなれとなれ、、、、
肉肉肉肉となれとなれとなれとなれ。。。。

幅 允孝幅 允孝幅 允孝幅 允孝∥∥∥∥著著著著 019.9019.9019.9019.9 レンズがレンズがレンズがレンズが撮撮撮撮らえたらえたらえたらえた150150150150年前年前年前年前のののの日本日本日本日本 小沢 健志小沢 健志小沢 健志小沢 健志∥∥∥∥監修監修監修監修 210.58210.58210.58210.58

ビブリオバトルビブリオバトルビブリオバトルビブリオバトル入門入門入門入門
吉野 英知吉野 英知吉野 英知吉野 英知∥∥∥∥ほかほかほかほか
監修監修監修監修

019.9019.9019.9019.9 臨時軍事費特別会計臨時軍事費特別会計臨時軍事費特別会計臨時軍事費特別会計 鈴木 晟鈴木 晟鈴木 晟鈴木 晟∥∥∥∥著著著著 210.74210.74210.74210.74

忘忘忘忘れられないれられないれられないれられない一冊一冊一冊一冊
週刊朝日編集部週刊朝日編集部週刊朝日編集部週刊朝日編集部
∥∥∥∥編編編編

B019.9B019.9B019.9B019.9 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秋田県秋田県秋田県秋田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 212.4212.4212.4212.4

職業職業職業職業、、、、ブックライターブックライターブックライターブックライター。。。。 上阪 徹上阪 徹上阪 徹上阪 徹∥∥∥∥著著著著 021.3021.3021.3021.3 春夏秋冬江戸春夏秋冬江戸春夏秋冬江戸春夏秋冬江戸っっっっ子子子子のののの知恵知恵知恵知恵 竹内 誠竹内 誠竹内 誠竹内 誠∥∥∥∥著著著著 213.61213.61213.61213.61

西荻窪西荻窪西荻窪西荻窪のののの古本屋古本屋古本屋古本屋さんさんさんさん 広瀬 洋一広瀬 洋一広瀬 洋一広瀬 洋一∥∥∥∥著著著著 024.8024.8024.8024.8 行人坂行人坂行人坂行人坂のののの魔物魔物魔物魔物 町田 徹町田 徹町田 徹町田 徹∥∥∥∥著著著著 213.61213.61213.61213.61

アメリカ・メディア・ウォーズアメリカ・メディア・ウォーズアメリカ・メディア・ウォーズアメリカ・メディア・ウォーズ 大治 朋子大治 朋子大治 朋子大治 朋子∥∥∥∥著著著著 070.253070.253070.253070.253 立立立立ちちちち上上上上がるヒロシマがるヒロシマがるヒロシマがるヒロシマ1952195219521952
岩波書店編集部岩波書店編集部岩波書店編集部岩波書店編集部
∥∥∥∥編編編編

217.6217.6217.6217.6

日本日本日本日本がもっとがもっとがもっとがもっと好好好好きになるきになるきになるきになる尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島

1

哲学哲学哲学哲学・・・・宗教宗教宗教宗教
日本日本日本日本がもっとがもっとがもっとがもっと好好好好きになるきになるきになるきになる尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島
10101010のののの物語物語物語物語

山本 皓一山本 皓一山本 皓一山本 皓一∥∥∥∥著著著著 219.9219.9219.9219.9

ヘーゲルとそのヘーゲルとそのヘーゲルとそのヘーゲルとその時代時代時代時代 権左 武志権左 武志権左 武志権左 武志∥∥∥∥著著著著 134.4134.4134.4134.4 デンマークのデンマークのデンマークのデンマークの歴史教科書歴史教科書歴史教科書歴史教科書
イェンスイェンスイェンスイェンス　　　　オーイェオーイェオーイェオーイェ
ポールセンポールセンポールセンポールセン∥∥∥∥著著著著

238.95238.95238.95238.95

癖癖癖癖のののの心理学 人心理学 人心理学 人心理学 人のクセみてのクセみてのクセみてのクセみて我我我我がクがクがクがク
セなおせセなおせセなおせセなおせ

渋谷 昌三渋谷 昌三渋谷 昌三渋谷 昌三∥∥∥∥著著著著 141.75141.75141.75141.75 ケネディケネディケネディケネディ暗殺暗殺暗殺暗殺50505050年目年目年目年目のののの真実真実真実真実
ビルビルビルビル　　　　オライリーオライリーオライリーオライリー
∥∥∥∥著著著著

253.07253.07253.07253.07

図説近代魔術図説近代魔術図説近代魔術図説近代魔術 吉村 正和吉村 正和吉村 正和吉村 正和∥∥∥∥著著著著 147.1147.1147.1147.1
ケネディケネディケネディケネディ暗殺 暗殺 暗殺 暗殺 ウォーレンウォーレンウォーレンウォーレン委員会委員会委員会委員会
50505050年目年目年目年目のののの証言証言証言証言　　　　上下上下上下上下

フィリップフィリップフィリップフィリップ　　　　シノンシノンシノンシノン
∥∥∥∥著著著著

253.07253.07253.07253.07

くすぶるくすぶるくすぶるくすぶる力力力力 齋藤 孝齋藤 孝齋藤 孝齋藤 孝∥∥∥∥著著著著 159159159159 名軍師名軍師名軍師名軍師ありてありてありてありて、、、、名将名将名将名将ありありありあり 小和田 哲男小和田 哲男小和田 哲男小和田 哲男∥∥∥∥著著著著 281.04281.04281.04281.04

ファストレーンのおファストレーンのおファストレーンのおファストレーンのお金持金持金持金持ちちちち　　　　上下上下上下上下
エムジェーエムジェーエムジェーエムジェー　　　　デマデマデマデマ
ルコルコルコルコ∥∥∥∥著著著著

159159159159 ドイツドイツドイツドイツ王室一王室一王室一王室一〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇年史年史年史年史 関田 淳子関田 淳子関田 淳子関田 淳子∥∥∥∥著著著著 288.49288.49288.49288.49

99999999歳一日一言歳一日一言歳一日一言歳一日一言 むの たけじむの たけじむの たけじむの たけじ∥∥∥∥著著著著 159159159159 黒田官兵衛軍師黒田官兵衛軍師黒田官兵衛軍師黒田官兵衛軍師のののの極意極意極意極意 加来 耕三加来 耕三加来 耕三加来 耕三∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

そのそのそのその科学科学科学科学があなたをがあなたをがあなたをがあなたを変変変変えるえるえるえる
リチャードリチャードリチャードリチャード　　　　ワイズワイズワイズワイズ
マンマンマンマン∥∥∥∥著著著著

159159159159 愛愛愛愛、、、、深深深深きききき淵淵淵淵よりよりよりより。。。。 星野 富弘星野 富弘星野 富弘星野 富弘∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

中山庸子中山庸子中山庸子中山庸子のののの「「「「いいこといいこといいこといいこと」」」」ネタネタネタネタ帳帳帳帳 中山 庸子中山 庸子中山 庸子中山 庸子∥∥∥∥著著著著 159.6159.6159.6159.6
ゼロ なにもないゼロ なにもないゼロ なにもないゼロ なにもない自分自分自分自分にににに小小小小さなイチさなイチさなイチさなイチ
をををを足足足足していくしていくしていくしていく

堀江 貴文堀江 貴文堀江 貴文堀江 貴文∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

50505050歳歳歳歳からのからのからのからの勉強法勉強法勉強法勉強法 童門 冬二童門 冬二童門 冬二童門 冬二∥∥∥∥著著著著 159.79159.79159.79159.79 運命運命運命運命をををを味方味方味方味方にするにするにするにする生生生生きききき方方方方 吉村 作治吉村 作治吉村 作治吉村 作治∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

仏教仏教仏教仏教のののの真実真実真実真実 田上 太秀田上 太秀田上 太秀田上 太秀∥∥∥∥著著著著 180180180180 黒田官兵衛 作黒田官兵衛 作黒田官兵衛 作黒田官兵衛 作られたられたられたられた軍師像軍師像軍師像軍師像 渡邊 大門渡邊 大門渡邊 大門渡邊 大門∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

182.88182.88182.88182.88 蔣蔣蔣蔣介石介石介石介石のののの密使辻政信密使辻政信密使辻政信密使辻政信 渡辺 望渡辺 望渡辺 望渡辺 望∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

坐坐坐坐ればわかる ればわかる ればわかる ればわかる 大安心大安心大安心大安心のののの禅入門禅入門禅入門禅入門 星覚星覚星覚星覚∥∥∥∥著著著著 188.86188.86188.86188.86 ぼくのぼくのぼくのぼくの宝宝宝宝はははは足足足足とととと友友友友 渡利 真渡利 真渡利 真渡利 真∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

名画名画名画名画とあらすじでわかるとあらすじでわかるとあらすじでわかるとあらすじでわかる!!!!旧約聖旧約聖旧約聖旧約聖
書書書書

町田 俊之町田 俊之町田 俊之町田 俊之∥∥∥∥監修監修監修監修 193.1193.1193.1193.1 現代中国現代中国現代中国現代中国のののの父 鄧小平父 鄧小平父 鄧小平父 鄧小平　　　　上下上下上下上下
エズラエズラエズラエズラ　　　　FFFF....ヴォーヴォーヴォーヴォー
ゲルゲルゲルゲル∥∥∥∥著著著著

289.2289.2289.2289.2

「「「「教会教会教会教会」」」」のののの読読読読みみみみ方方方方 RRRR....テイラーテイラーテイラーテイラー∥∥∥∥著著著著 195.3195.3195.3195.3 ケネディケネディケネディケネディ家家家家のののの呪呪呪呪いいいい 越智 道雄越智 道雄越智 道雄越智 道雄∥∥∥∥著著著著 289.3289.3289.3289.3

修道院修道院修道院修道院のおのおのおのお菓子菓子菓子菓子とととと手仕事手仕事手仕事手仕事 柊 柊 柊 柊 こずえこずえこずえこずえ∥∥∥∥著著著著 198.25198.25198.25198.25 世界世界世界世界のふしぎのふしぎのふしぎのふしぎ理想郷理想郷理想郷理想郷spotspotspotspot50505050 渋川 育由渋川 育由渋川 育由渋川 育由∥∥∥∥編編編編 290.87290.87290.87290.87

もっともっともっともっと知知知知りたいりたいりたいりたい日本日本日本日本のののの名僧名僧名僧名僧

1



290.87290.87290.87290.87
新興国中新興国中新興国中新興国中・・・・韓韓韓韓・・・・印印印印・・・・露露露露・ブラジル・ブラジル・ブラジル・ブラジル経経経経
済総済総済総済総くずれくずれくずれくずれ

中原 圭介中原 圭介中原 圭介中原 圭介∥∥∥∥著著著著 333.6333.6333.6333.6

旅旅旅旅のののの深層深層深層深層 組原 洋組原 洋組原 洋組原 洋∥∥∥∥著著著著 290.9290.9290.9290.9
天天天天、、、、共共共共にににに在在在在り アフガニスタンり アフガニスタンり アフガニスタンり アフガニスタン三十三十三十三十
年年年年のののの闘闘闘闘いいいい

中村 哲中村 哲中村 哲中村 哲∥∥∥∥著著著著 333.83333.83333.83333.83

5555日間日間日間日間のののの休休休休みでみでみでみで行行行行けちゃうけちゃうけちゃうけちゃう!!!!楽園楽園楽園楽園・・・・
南南南南のののの島島島島へのへのへのへの旅旅旅旅

A Works∥A Works∥A Works∥A Works∥編集編集編集編集 290.93290.93290.93290.93
仏仏仏仏のののの心心心心でででで鬼鬼鬼鬼になれになれになれになれ。 「。 「。 「。 「上司道上司道上司道上司道」」」」をををを
極極極極めるめるめるめる20202020のののの言葉言葉言葉言葉

田中 健一田中 健一田中 健一田中 健一∥∥∥∥著著著著 336.3336.3336.3336.3

旅旅旅旅のののの賢人賢人賢人賢人たちがつくったたちがつくったたちがつくったたちがつくった海外旅海外旅海外旅海外旅
行最強行最強行最強行最強ナビナビナビナビ

丸山 丸山 丸山 丸山 ゴンザレスゴンザレスゴンザレスゴンザレス
∥∥∥∥編編編編

290.93290.93290.93290.93 しんがり しんがり しんがり しんがり 山一證券最後山一證券最後山一證券最後山一證券最後のののの12121212人人人人 清武 英利清武 英利清武 英利清武 英利∥∥∥∥著著著著 338.17338.17338.17338.17

290.93290.93290.93290.93 超円安時代超円安時代超円安時代超円安時代にににに稼稼稼稼ぐぐぐぐ投資術投資術投資術投資術 岡崎 良介岡崎 良介岡崎 良介岡崎 良介∥∥∥∥著著著著 338.18338.18338.18338.18

290.93290.93290.93290.93 金融政策入門金融政策入門金融政策入門金融政策入門 湯本 雅士湯本 雅士湯本 雅士湯本 雅士∥∥∥∥著著著著 338.3338.3338.3338.3

日本史日本史日本史日本史がががが面白面白面白面白くなるくなるくなるくなる「「「「地名地名地名地名」」」」のののの秘秘秘秘
密密密密

八幡 和郎八幡 和郎八幡 和郎八幡 和郎∥∥∥∥著著著著 291.02291.02291.02291.02 帝国帝国帝国帝国のののの逆襲 金逆襲 金逆襲 金逆襲 金とドルとドルとドルとドル最後最後最後最後のののの闘闘闘闘いいいい 副島 隆彦副島 隆彦副島 隆彦副島 隆彦∥∥∥∥著著著著 338.9338.9338.9338.9

一度一度一度一度はははは行行行行ってみたいってみたいってみたいってみたい日本日本日本日本のののの絶景絶景絶景絶景
日本絶景倶楽部日本絶景倶楽部日本絶景倶楽部日本絶景倶楽部
∥∥∥∥編著編著編著編著

291.09291.09291.09291.09 日本日本日本日本のののの財政財政財政財政 田中 秀明田中 秀明田中 秀明田中 秀明∥∥∥∥著著著著 342.1342.1342.1342.1

日本百富士日本百富士日本百富士日本百富士 敷島 悦朗敷島 悦朗敷島 悦朗敷島 悦朗∥∥∥∥著著著著 291.09291.09291.09291.09
税金官僚税金官僚税金官僚税金官僚からからからから逃逃逃逃がせがせがせがせ隠隠隠隠せせせせ個人資個人資個人資個人資
産産産産

副島 隆彦副島 隆彦副島 隆彦副島 隆彦∥∥∥∥著著著著 345.1345.1345.1345.1

291.37291.37291.37291.37 絆絆絆絆のののの構造 依存構造 依存構造 依存構造 依存とととと自立自立自立自立のののの心理学心理学心理学心理学 高橋 惠子高橋 惠子高橋 惠子高橋 惠子∥∥∥∥著著著著 361.4361.4361.4361.4

京都京都京都京都でででで見見見見つけるとっておきのつけるとっておきのつけるとっておきのつけるとっておきの紅葉紅葉紅葉紅葉
水野 克比古水野 克比古水野 克比古水野 克比古∥∥∥∥写写写写
真真真真

291.62291.62291.62291.62
出身地出身地出身地出身地をををを知知知知らなければらなければらなければらなければ、、、、中国人中国人中国人中国人
はははは分分分分らないらないらないらない

宮崎 正弘宮崎 正弘宮崎 正弘宮崎 正弘∥∥∥∥著著著著 361.42361.42361.42361.42

293.94293.94293.94293.94 日本人日本人日本人日本人はなぜはなぜはなぜはなぜ存在存在存在存在するかするかするかするか 與那覇 潤與那覇 潤與那覇 潤與那覇 潤∥∥∥∥著著著著 361.42361.42361.42361.42

ギリシャギリシャギリシャギリシャ人人人人のののの真実真実真実真実 柳田 富美子柳田 富美子柳田 富美子柳田 富美子∥∥∥∥著著著著 293.95293.95293.95293.95 ヘイトスピーチとたたかうヘイトスピーチとたたかうヘイトスピーチとたたかうヘイトスピーチとたたかう!!!! 有田 芳生有田 芳生有田 芳生有田 芳生∥∥∥∥著著著著 361.65361.65361.65361.65

296.8296.8296.8296.8 英国英国英国英国ののののOFFOFFOFFOFF 入江 敦彦入江 敦彦入江 敦彦入江 敦彦∥∥∥∥著著著著 365.7365.7365.7365.7

社会科学社会科学社会科学社会科学 家事労働家事労働家事労働家事労働ハラスメントハラスメントハラスメントハラスメント 竹信 三恵子竹信 三恵子竹信 三恵子竹信 三恵子∥∥∥∥著著著著 366.38366.38366.38366.38

シリア・レバノンをシリア・レバノンをシリア・レバノンをシリア・レバノンを知知知知るためのるためのるためのるための64646464章章章章 黒木 英充黒木 英充黒木 英充黒木 英充∥∥∥∥編著編著編著編著 302.28302.28302.28302.28 ママのママのママのママの世界世界世界世界はいつもはいつもはいつもはいつも戦争戦争戦争戦争 杉浦 由美子杉浦 由美子杉浦 由美子杉浦 由美子∥∥∥∥著著著著 367.21367.21367.21367.21

おおおお父父父父さんなんかいなくてもさんなんかいなくてもさんなんかいなくてもさんなんかいなくても、、、、全然全然全然全然 オープンブックスオープンブックスオープンブックスオープンブックス

世界 伝説世界 伝説世界 伝説世界 伝説とととと不思議不思議不思議不思議のののの物語物語物語物語

ロングステイロングステイロングステイロングステイ入門入門入門入門ガイドガイドガイドガイド

世界一周世界一周世界一周世界一周TRAVELERTRAVELERTRAVELERTRAVELER''''S VOICES VOICES VOICES VOICE若若若若きききき旅人旅人旅人旅人のののの声声声声

横浜横浜横浜横浜・・・・鎌倉鎌倉鎌倉鎌倉　　　　''''14141414

るるぶクロアチア・スロヴェニアるるぶクロアチア・スロヴェニアるるぶクロアチア・スロヴェニアるるぶクロアチア・スロヴェニア　　　　2013201320132013

るるぶペルーるるぶペルーるるぶペルーるるぶペルー　　　　2013201320132013
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サンダルでサンダルでサンダルでサンダルで歩歩歩歩いたアフリカいたアフリカいたアフリカいたアフリカ大陸大陸大陸大陸 高尾 具成高尾 具成高尾 具成高尾 具成∥∥∥∥著著著著 302.4302.4302.4302.4
おおおお父父父父さんなんかいなくてもさんなんかいなくてもさんなんかいなくてもさんなんかいなくても、、、、全然全然全然全然
大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫。。。。

オープンブックスオープンブックスオープンブックスオープンブックス
編集部編集部編集部編集部∥∥∥∥編編編編

367.4367.4367.4367.4

街場街場街場街場のののの憂国論憂国論憂国論憂国論 内田 樹内田 樹内田 樹内田 樹∥∥∥∥著著著著 304304304304
液晶画面液晶画面液晶画面液晶画面にににに吸吸吸吸いこまれるいこまれるいこまれるいこまれる子子子子どもたどもたどもたどもた
ちちちち

下田 博次下田 博次下田 博次下田 博次∥∥∥∥共著共著共著共著 367.61367.61367.61367.61

国家国家国家国家のののの成熟成熟成熟成熟 榊原 英資榊原 英資榊原 英資榊原 英資∥∥∥∥著著著著 304304304304 55555555歳歳歳歳からのからのからのからの「「「「一生一生一生一生モノモノモノモノ」」」」入門入門入門入門
朝日新聞朝日新聞朝日新聞朝日新聞「「「「55555555プラプラプラプラ
スススス」」」」取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥著著著著

367.7367.7367.7367.7

いまをいまをいまをいまを生生生生きるためのきるためのきるためのきるための政治学政治学政治学政治学 山口 二郎山口 二郎山口 二郎山口 二郎∥∥∥∥著著著著 311.7311.7311.7311.7 自殺自殺自殺自殺 末井 昭末井 昭末井 昭末井 昭∥∥∥∥著著著著 368.3368.3368.3368.3

民主党政権失敗民主党政権失敗民主党政権失敗民主党政権失敗のののの検証検証検証検証
日本再建日本再建日本再建日本再建イニシイニシイニシイニシ
アティブアティブアティブアティブ∥∥∥∥著著著著

312.1312.1312.1312.1
狼狼狼狼のののの牙牙牙牙をををを折折折折れ れ れ れ 史上最大史上最大史上最大史上最大のののの爆破爆破爆破爆破テテテテ
ロにロにロにロに挑挑挑挑んだんだんだんだ警視庁公安部警視庁公安部警視庁公安部警視庁公安部

門田 隆将門田 隆将門田 隆将門田 隆将∥∥∥∥著著著著 368.6368.6368.6368.6

政治政治政治政治のののの起源起源起源起源　　　　上上上上
フランシスフランシスフランシスフランシス　　　　フクヤフクヤフクヤフクヤ
ママママ∥∥∥∥著著著著

313313313313
家族喰家族喰家族喰家族喰い い い い 尼崎連続変死事件尼崎連続変死事件尼崎連続変死事件尼崎連続変死事件のののの
真相真相真相真相

小野 一光小野 一光小野 一光小野 一光∥∥∥∥著著著著 368.61368.61368.61368.61

テロリズムのテロリズムのテロリズムのテロリズムの歴史歴史歴史歴史
フランソワフランソワフランソワフランソワ====ベルナーベルナーベルナーベルナー
ルルルル　　　　ユイグユイグユイグユイグ∥∥∥∥著著著著

316.4316.4316.4316.4 生活保護生活保護生活保護生活保護からからからから考考考考えるえるえるえる 稲葉 剛稲葉 剛稲葉 剛稲葉 剛∥∥∥∥著著著著 369.2369.2369.2369.2

わかりやすいマイナンバーわかりやすいマイナンバーわかりやすいマイナンバーわかりやすいマイナンバー制度制度制度制度 わかりやすいマイナンバーわかりやすいマイナンバーわかりやすいマイナンバーわかりやすいマイナンバー制度制度制度制度
編集委員会編集委員会編集委員会編集委員会∥∥∥∥編集編集編集編集 317.6317.6317.6317.6 論理的論理的論理的論理的にににに考考考考ええええ、、、、書書書書くくくく力力力力 芳沢 光雄芳沢 光雄芳沢 光雄芳沢 光雄∥∥∥∥著著著著 370.4370.4370.4370.4

「「「「活米活米活米活米」」」」というというというという流儀流儀流儀流儀 長島 昭久長島 昭久長島 昭久長島 昭久∥∥∥∥著著著著 319.1319.1319.1319.1 勉強法勉強法勉強法勉強法のののの科学科学科学科学 市川 伸一市川 伸一市川 伸一市川 伸一∥∥∥∥著著著著 371.41371.41371.41371.41

イスラムのイスラムのイスラムのイスラムの人人人人はなぜはなぜはなぜはなぜ日本日本日本日本をををを尊敬尊敬尊敬尊敬すすすす
るのかるのかるのかるのか

宮田 律宮田 律宮田 律宮田 律∥∥∥∥著著著著 319.27319.27319.27319.27 いじめいじめいじめいじめ問題問題問題問題をどうをどうをどうをどう克服克服克服克服するかするかするかするか 尾木 直樹尾木 直樹尾木 直樹尾木 直樹∥∥∥∥著著著著 371.42371.42371.42371.42

独裁者独裁者独裁者独裁者にににに原爆原爆原爆原爆をををを売売売売るるるる男男男男たちたちたちたち 会川 晴之会川 晴之会川 晴之会川 晴之∥∥∥∥著著著著 319.8319.8319.8319.8 人人人人はなぜはなぜはなぜはなぜ「「「「いじめいじめいじめいじめ」」」」るのかるのかるのかるのか 山折 哲雄山折 哲雄山折 哲雄山折 哲雄∥∥∥∥著著著著 371.42371.42371.42371.42

池上彰池上彰池上彰池上彰のののの憲法入門憲法入門憲法入門憲法入門 池上 彰池上 彰池上 彰池上 彰∥∥∥∥著著著著 323.14323.14323.14323.14 教育委員会 何教育委員会 何教育委員会 何教育委員会 何がががが問題問題問題問題かかかか 新藤 宗幸新藤 宗幸新藤 宗幸新藤 宗幸∥∥∥∥著著著著 373.2373.2373.2373.2

QQQQ&&&&AAAA再婚再婚再婚再婚のののの法律相談法律相談法律相談法律相談 冨永 忠祐冨永 忠祐冨永 忠祐冨永 忠祐∥∥∥∥著著著著 324.62324.62324.62324.62 ここがポイントここがポイントここがポイントここがポイント!!!!学校救急処置学校救急処置学校救急処置学校救急処置 草川 功草川 功草川 功草川 功∥∥∥∥監修監修監修監修 374.9374.9374.9374.9

誘蛾灯誘蛾灯誘蛾灯誘蛾灯 青木 理青木 理青木 理青木 理∥∥∥∥著著著著 326.23326.23326.23326.23 勉強勉強勉強勉強のできるのできるのできるのできる子子子子はははは「「「「図図図図」」」」でででで考考考考えるえるえるえる 福嶋 淳史福嶋 淳史福嶋 淳史福嶋 淳史∥∥∥∥著著著著 375375375375

妹妹妹妹はははは3333歳歳歳歳、、、、村村村村におにおにおにお医者医者医者医者さんがいてさんがいてさんがいてさんがいて
くれたならくれたならくれたならくれたなら。。。。

国境国境国境国境なきなきなきなき医師団医師団医師団医師団
日本日本日本日本∥∥∥∥編著編著編著編著

329.36329.36329.36329.36
園園園園・・・・学校学校学校学校でみられるでみられるでみられるでみられる子子子子どものどものどものどもの病気病気病気病気
百科百科百科百科

内海 裕美内海 裕美内海 裕美内海 裕美∥∥∥∥監著監著監著監著 376.14376.14376.14376.14

日本経済図説日本経済図説日本経済図説日本経済図説 宮崎 勇宮崎 勇宮崎 勇宮崎 勇∥∥∥∥著著著著 332.11332.11332.11332.11
阿部直美阿部直美阿部直美阿部直美のうたっておどってのうたっておどってのうたっておどってのうたっておどって楽楽楽楽しししし
いオペレッタいオペレッタいオペレッタいオペレッタ!!!!

阿部 直美阿部 直美阿部 直美阿部 直美∥∥∥∥著著著著 376.16376.16376.16376.16
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工学部工学部工学部工学部ヒラノヒラノヒラノヒラノ名誉教授名誉教授名誉教授名誉教授のののの告白告白告白告白 今野 浩今野 浩今野 浩今野 浩∥∥∥∥著著著著 377.21377.21377.21377.21 骨粗鬆症骨粗鬆症骨粗鬆症骨粗鬆症のののの最新治療最新治療最新治療最新治療 石橋 英明石橋 英明石橋 英明石橋 英明∥∥∥∥監修監修監修監修 493.6493.6493.6493.6

ビーチコーミングをはじめよう ビーチコーミングをはじめよう ビーチコーミングをはじめよう ビーチコーミングをはじめよう 海海海海
辺辺辺辺のののの漂着物漂着物漂着物漂着物さがしさがしさがしさがし

石井 忠石井 忠石井 忠石井 忠∥∥∥∥著著著著 380.4380.4380.4380.4
やめたいのにやめたいのにやめたいのにやめたいのに、、、、やめられない やめられない やめられない やめられない 強強強強
迫性障害迫性障害迫性障害迫性障害はははは自分自分自分自分でででで治治治治せるせるせるせる

岡嶋 美代岡嶋 美代岡嶋 美代岡嶋 美代∥∥∥∥共著共著共著共著 493.74493.74493.74493.74

見聞巷談 宮本常一短編集見聞巷談 宮本常一短編集見聞巷談 宮本常一短編集見聞巷談 宮本常一短編集 宮本 常一宮本 常一宮本 常一宮本 常一∥∥∥∥著著著著 380.4380.4380.4380.4
パーキンソンパーキンソンパーキンソンパーキンソン病 病 病 病 ガイドラインにガイドラインにガイドラインにガイドラインに基基基基づくづくづくづく最新最新最新最新のののの薬薬薬薬
物療法 症状別対処法物療法 症状別対処法物療法 症状別対処法物療法 症状別対処法がががが詳詳詳詳しくわかるしくわかるしくわかるしくわかる 織茂 智之織茂 智之織茂 智之織茂 智之∥∥∥∥監修監修監修監修 493.74493.74493.74493.74

歴史歴史歴史歴史をををを織織織織りなすりなすりなすりなす女性女性女性女性たちのたちのたちのたちの美容美容美容美容
文化史文化史文化史文化史

ジェニージェニージェニージェニー牛山牛山牛山牛山∥∥∥∥
著著著著

383.5383.5383.5383.5 みんなでみんなでみんなでみんなで学学学学ぶパーキンソンぶパーキンソンぶパーキンソンぶパーキンソン病病病病 柏原 健一柏原 健一柏原 健一柏原 健一∥∥∥∥著著著著 493.74493.74493.74493.74

新郎新婦新郎新婦新郎新婦新郎新婦・・・・両親結婚両親結婚両親結婚両親結婚のののの今今今今どきどきどきどき常常常常
識識識識&&&&マナーマナーマナーマナー

粂 美奈子粂 美奈子粂 美奈子粂 美奈子∥∥∥∥監修監修監修監修 385.4385.4385.4385.4 女性女性女性女性のののの体体体体「「「「おおおお悩悩悩悩みみみみ」」」」解決解決解決解決BOOKBOOKBOOKBOOK
あんしんあんしんあんしんあんしん会四谷会四谷会四谷会四谷メディメディメディメディ
カルキューブカルキューブカルキューブカルキューブ∥∥∥∥編著編著編著編著 495495495495

喪主喪主喪主喪主ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック 柴田 典子柴田 典子柴田 典子柴田 典子∥∥∥∥監修監修監修監修 385.6385.6385.6385.6
きれいをつくるきれいをつくるきれいをつくるきれいをつくる女性女性女性女性ホルモンのホルモンのホルモンのホルモンの整整整整
ええええ方方方方

藤永 則雄藤永 則雄藤永 則雄藤永 則雄∥∥∥∥著著著著 495495495495

かんたんかんたんかんたんかんたん、、、、かわいいナチュラルかわいいナチュラルかわいいナチュラルかわいいナチュラル
ラッピングラッピングラッピングラッピング

宮岡 宏会宮岡 宏会宮岡 宏会宮岡 宏会∥∥∥∥著著著著 385.97385.97385.97385.97 50505050歳前歳前歳前歳前からのココカラからのココカラからのココカラからのココカラ手帖手帖手帖手帖 高橋 陽子高橋 陽子高橋 陽子高橋 陽子∥∥∥∥著著著著 495.13495.13495.13495.13

イチバンイチバンイチバンイチバン親切親切親切親切なラッピングのなラッピングのなラッピングのなラッピングの教科教科教科教科
書書書書

宮田 真由美宮田 真由美宮田 真由美宮田 真由美∥∥∥∥著著著著 385.97385.97385.97385.97
イラストでわかるイラストでわかるイラストでわかるイラストでわかる子宮子宮子宮子宮がん・がん・がん・がん・卵巣卵巣卵巣卵巣がががが
んんんん

藤原 恵一藤原 恵一藤原 恵一藤原 恵一∥∥∥∥監修監修監修監修 495.43495.43495.43495.43

年中行事読本年中行事読本年中行事読本年中行事読本 岡田 芳朗岡田 芳朗岡田 芳朗岡田 芳朗∥∥∥∥著著著著 386.1386.1386.1386.1 ブルーライトブルーライトブルーライトブルーライト体内時計体内時計体内時計体内時計へのへのへのへの脅威脅威脅威脅威 坪田 一男坪田 一男坪田 一男坪田 一男∥∥∥∥著著著著 496.1496.1496.1496.1

学校学校学校学校のののの怪談 口承文芸怪談 口承文芸怪談 口承文芸怪談 口承文芸のののの展開展開展開展開とととと諸諸諸諸
相相相相

常光 徹常光 徹常光 徹常光 徹∥∥∥∥著著著著 388.1388.1388.1388.1
かみかみかみかみ合合合合わせがわせがわせがわせが気気気気になったらになったらになったらになったら読読読読むむむむ
本本本本

青木 聡青木 聡青木 聡青木 聡∥∥∥∥著著著著 497.6497.6497.6497.6

中国少数民族民話中国少数民族民話中国少数民族民話中国少数民族民話 辻 元辻 元辻 元辻 元∥∥∥∥訳訳訳訳 388.22388.22388.22388.22
東大病院研修医 駆東大病院研修医 駆東大病院研修医 駆東大病院研修医 駆けけけけ出出出出しししし女医女医女医女医のののの
激闘日記激闘日記激闘日記激闘日記

安川 佳美安川 佳美安川 佳美安川 佳美∥∥∥∥著著著著 498.14498.14498.14498.14

日本日本日本日本のナイチンゲール のナイチンゲール のナイチンゲール のナイチンゲール 従軍看護従軍看護従軍看護従軍看護
婦婦婦婦のののの近代史近代史近代史近代史

澤村 修治澤村 修治澤村 修治澤村 修治∥∥∥∥著著著著 394394394394 「「「「病気病気病気病気」」」」とととと「「「「健康健康健康健康」」」」のののの法則法則法則法則
ロバートロバートロバートロバート　　　　ハシンハシンハシンハシン
ガーガーガーガー∥∥∥∥著著著著

498.3498.3498.3498.3

自然科学自然科学自然科学自然科学 気気気気づいたらづいたらづいたらづいたら100100100100歳歳歳歳、、、、だがねだがねだがねだがね
ぎんさんのぎんさんのぎんさんのぎんさんの娘娘娘娘4444姉姉姉姉
妹妹妹妹∥∥∥∥著著著著

498.38498.38498.38498.38

親子親子親子親子でででで学学学学ぶぶぶぶ科学図鑑科学図鑑科学図鑑科学図鑑
キャロルキャロルキャロルキャロル　　　　ヴォーヴォーヴォーヴォー
ダマンダマンダマンダマン∥∥∥∥ほかほかほかほか著著著著

400400400400 日本人日本人日本人日本人のののの味覚味覚味覚味覚はははは世界一世界一世界一世界一 鈴木 隆一鈴木 隆一鈴木 隆一鈴木 隆一∥∥∥∥著著著著 498.5498.5498.5498.5

世界世界世界世界をををを変変変変えたえたえたえた24242424のののの方程式方程式方程式方程式
デイナデイナデイナデイナ　　　　マッケンマッケンマッケンマッケン
ジージージージー∥∥∥∥著著著著

402402402402
食食食食のののの本棚 栄養満点本棚 栄養満点本棚 栄養満点本棚 栄養満点おいしいおいしいおいしいおいしい人生人生人生人生
をををを与与与与えてくれるえてくれるえてくれるえてくれる70707070冊冊冊冊

河合 知子河合 知子河合 知子河合 知子∥∥∥∥著著著著 498.55498.55498.55498.55

科学科学科学科学のののの宝箱 人宝箱 人宝箱 人宝箱 人にににに話話話話したくなるしたくなるしたくなるしたくなる25252525
のとっておきののとっておきののとっておきののとっておきの豆知識豆知識豆知識豆知識

TBSTBSTBSTBSラジオラジオラジオラジオ∥∥∥∥編編編編 404404404404 医学的根拠医学的根拠医学的根拠医学的根拠とはとはとはとは何何何何かかかか 津田 敏秀津田 敏秀津田 敏秀津田 敏秀∥∥∥∥著著著著 498.6498.6498.6498.6

3

空想科学読本空想科学読本空想科学読本空想科学読本　　　　14141414 柳田 理科雄柳田 理科雄柳田 理科雄柳田 理科雄∥∥∥∥著著著著 404404404404 ハリウッドハリウッドハリウッドハリウッド検視検視検視検視ファイルファイルファイルファイル 山田 敏弘山田 敏弘山田 敏弘山田 敏弘∥∥∥∥著著著著 498.94498.94498.94498.94

宇宙生物学宇宙生物学宇宙生物学宇宙生物学でででで読読読読みみみみ解解解解くくくく「「「「人体人体人体人体」」」」のののの
不思議不思議不思議不思議

吉田 吉田 吉田 吉田 たかよしたかよしたかよしたかよし∥∥∥∥
著著著著

440440440440 技術技術技術技術・・・・実用書実用書実用書実用書

図説地震図説地震図説地震図説地震とととと人間人間人間人間のののの歴史歴史歴史歴史
アンドルーアンドルーアンドルーアンドルー　　　　ロビロビロビロビ
ンソンンソンンソンンソン∥∥∥∥著著著著

453.02453.02453.02453.02 エネルギーをエネルギーをエネルギーをエネルギーを選選選選びなおすびなおすびなおすびなおす 小澤 祥司小澤 祥司小澤 祥司小澤 祥司∥∥∥∥著著著著 501.6501.6501.6501.6

にわかにはにわかにはにわかにはにわかには信信信信じられないじられないじられないじられない遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子
のののの不思議不思議不思議不思議なななな物語物語物語物語

サムサムサムサム　　　　キーンキーンキーンキーン∥∥∥∥著著著著 467.2467.2467.2467.2
ひとめでわかるひとめでわかるひとめでわかるひとめでわかる産業図鑑産業図鑑産業図鑑産業図鑑&&&&業界地業界地業界地業界地
図図図図　　　　BBBB2222BBBB編編編編

イノウイノウイノウイノウ∥∥∥∥編著編著編著編著 509.21509.21509.21509.21

エピゲノムとエピゲノムとエピゲノムとエピゲノムと生命生命生命生命 太田 邦史太田 邦史太田 邦史太田 邦史∥∥∥∥著著著著 467.3467.3467.3467.3 日本型日本型日本型日本型モノづくりのモノづくりのモノづくりのモノづくりの敗北敗北敗北敗北 湯之上 隆湯之上 隆湯之上 隆湯之上 隆∥∥∥∥著著著著 509.5509.5509.5509.5

顔顔顔顔をををを考考考考えるえるえるえる 大塚 信一大塚 信一大塚 信一大塚 信一∥∥∥∥著著著著 469.43469.43469.43469.43 「「「「流域地図流域地図流域地図流域地図」」」」のののの作作作作りりりり方方方方 岸 由二岸 由二岸 由二岸 由二∥∥∥∥著著著著 517517517517

木木木木のののの実実実実のののの呼呼呼呼びびびび名事典名事典名事典名事典
亀田 龍吉亀田 龍吉亀田 龍吉亀田 龍吉∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

471.1471.1471.1471.1
新規事業新規事業新規事業新規事業はははは「「「「環境環境環境環境ビジネスビジネスビジネスビジネス」」」」でででで仕仕仕仕
掛掛掛掛けなさいけなさいけなさいけなさい!!!!

菊池 功菊池 功菊池 功菊池 功∥∥∥∥監修監修監修監修 519.19519.19519.19519.19

光光光光るキノコとるキノコとるキノコとるキノコと夜夜夜夜のののの森森森森 西野 嘉憲西野 嘉憲西野 嘉憲西野 嘉憲∥∥∥∥写真写真写真写真 474.85474.85474.85474.85 柱 柱 柱 柱 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 森 郁夫森 郁夫森 郁夫森 郁夫∥∥∥∥著著著著 521521521521

日本水族館紀行日本水族館紀行日本水族館紀行日本水族館紀行 島 泰三島 泰三島 泰三島 泰三∥∥∥∥文文文文 480.76480.76480.76480.76 526.9526.9526.9526.9

水族館水族館水族館水族館のののの歴史歴史歴史歴史
ベアントベアントベアントベアント　　　　ブルンブルンブルンブルン
ナーナーナーナー∥∥∥∥著著著著

480.76480.76480.76480.76 家家家家がおしえてくれることがおしえてくれることがおしえてくれることがおしえてくれること 小川 奈緒小川 奈緒小川 奈緒小川 奈緒∥∥∥∥著著著著 527527527527

素顔素顔素顔素顔のののの山中伸弥山中伸弥山中伸弥山中伸弥
毎日新聞科学環毎日新聞科学環毎日新聞科学環毎日新聞科学環
境部境部境部境部∥∥∥∥著著著著

491.11491.11491.11491.11
自然素材自然素材自然素材自然素材でつくるでつくるでつくるでつくる50505050年後年後年後年後もももも価値価値価値価値
あるあるあるある家家家家

考建研究所考建研究所考建研究所考建研究所∥∥∥∥著著著著 527527527527

筋肉筋肉筋肉筋肉とととと関節関節関節関節のしくみがわかるのしくみがわかるのしくみがわかるのしくみがわかる事典事典事典事典 竹井 仁竹井 仁竹井 仁竹井 仁∥∥∥∥監修監修監修監修 491.16491.16491.16491.16 トコトンやさしいエコハウスのトコトンやさしいエコハウスのトコトンやさしいエコハウスのトコトンやさしいエコハウスの本本本本
鈴木 八十二鈴木 八十二鈴木 八十二鈴木 八十二∥∥∥∥監監監監
修修修修

527527527527

ママもパパもママもパパもママもパパもママもパパも知知知知っておきたいよくっておきたいよくっておきたいよくっておきたいよく
わかるオチンチンのわかるオチンチンのわかるオチンチンのわかるオチンチンの話話話話

岩室 紳也岩室 紳也岩室 紳也岩室 紳也∥∥∥∥監修監修監修監修 491.35491.35491.35491.35 527527527527

拡張拡張拡張拡張するするするする脳脳脳脳 藤井 直敬藤井 直敬藤井 直敬藤井 直敬∥∥∥∥著著著著 491.37491.37491.37491.37 タニタはこうしてタニタはこうしてタニタはこうしてタニタはこうして世界一世界一世界一世界一になったになったになったになった 谷田 大輔谷田 大輔谷田 大輔谷田 大輔∥∥∥∥著著著著 535.4535.4535.4535.4

病病病病のののの起源 起源 起源 起源 がんとがんとがんとがんと脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中 NHKNHKNHKNHK取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥著著著著 491.65491.65491.65491.65 鉄道車両鉄道車両鉄道車両鉄道車両のデザインのデザインのデザインのデザイン 南井 健治南井 健治南井 健治南井 健治∥∥∥∥著著著著 536536536536

491.69491.69491.69491.69
きちんときちんときちんときちんと知知知知りたいりたいりたいりたい!!!!自動車自動車自動車自動車メカニズメカニズメカニズメカニズ
ムのムのムのムの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識

橋田 卓也橋田 卓也橋田 卓也橋田 卓也∥∥∥∥著著著著 537.1537.1537.1537.1遺伝遺伝遺伝遺伝とゲノムどこまでわかるのかとゲノムどこまでわかるのかとゲノムどこまでわかるのかとゲノムどこまでわかるのか

巨大高層建築巨大高層建築巨大高層建築巨大高層建築のののの科学科学科学科学

決定版男決定版男決定版男決定版男のガレージのガレージのガレージのガレージ&&&&工房工房工房工房
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ジェットジェットジェットジェット旅客機旅客機旅客機旅客機をつくるをつくるをつくるをつくる技術技術技術技術 青木 謙知青木 謙知青木 謙知青木 謙知∥∥∥∥著著著著 538.68538.68538.68538.68 ジャムとおいしくジャムとおいしくジャムとおいしくジャムとおいしく暮暮暮暮らすらすらすらす本本本本 飯田 順子飯田 順子飯田 順子飯田 順子∥∥∥∥監修監修監修監修 596596596596

メイド・イン・ジャパンメイド・イン・ジャパンメイド・イン・ジャパンメイド・イン・ジャパン逆襲逆襲逆襲逆襲のシナリのシナリのシナリのシナリ
オオオオ

NHKNHKNHKNHK取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥著著著著 540.9540.9540.9540.9 今日今日今日今日のスープとのスープとのスープとのスープと煮込煮込煮込煮込みみみみ 家家家家のののの光協会光協会光協会光協会∥∥∥∥編編編編 596596596596

プロメテウスのプロメテウスのプロメテウスのプロメテウスの罠罠罠罠　　　　1 1 1 1 明明明明かされなかされなかされなかされな
かったかったかったかった福島原発事故福島原発事故福島原発事故福島原発事故のののの真実真実真実真実

朝日新聞特別報朝日新聞特別報朝日新聞特別報朝日新聞特別報
道部道部道部道部∥∥∥∥著著著著

543.5543.5543.5543.5
バターマニア バターマニア バターマニア バターマニア 愛愛愛愛しししし続続続続けてけてけてけて50505050年年年年「「「「カカカカ
ルピスルピスルピスルピス((((株株株株))))特撰特撰特撰特撰バターバターバターバター」」」」

カルピスカルピスカルピスカルピス株式会株式会株式会株式会
社社社社∥∥∥∥監修監修監修監修

596596596596

プロメテウスのプロメテウスのプロメテウスのプロメテウスの罠罠罠罠　　　　2 2 2 2 検証検証検証検証!!!!福島原福島原福島原福島原
発事故発事故発事故発事故のののの真実真実真実真実

朝日新聞特別報朝日新聞特別報朝日新聞特別報朝日新聞特別報
道部道部道部道部∥∥∥∥著著著著

543.5543.5543.5543.5 コウケンテツのおかずザベストコウケンテツのおかずザベストコウケンテツのおかずザベストコウケンテツのおかずザベスト コウ ケンテツコウ ケンテツコウ ケンテツコウ ケンテツ∥∥∥∥著著著著 596596596596

プロメテウスのプロメテウスのプロメテウスのプロメテウスの罠罠罠罠　　　　3 3 3 3 福島原発事福島原発事福島原発事福島原発事
故故故故、、、、新新新新たなるたなるたなるたなる真実真実真実真実

朝日新聞特別報朝日新聞特別報朝日新聞特別報朝日新聞特別報
道部道部道部道部∥∥∥∥著著著著

543.5543.5543.5543.5 四季四季四季四季ごはんをごはんをごはんをごはんを、、、、まめまめしくまめまめしくまめまめしくまめまめしく。。。。 塩山 奈央塩山 奈央塩山 奈央塩山 奈央∥∥∥∥著著著著 596596596596

プロメテウスのプロメテウスのプロメテウスのプロメテウスの罠罠罠罠　　　　4 4 4 4 徹底究明徹底究明徹底究明徹底究明!!!!福福福福
島原発事故島原発事故島原発事故島原発事故のののの裏側裏側裏側裏側

朝日新聞特別報朝日新聞特別報朝日新聞特別報朝日新聞特別報
道部道部道部道部∥∥∥∥著著著著

543.5543.5543.5543.5 プリザービング プリザービング プリザービング プリザービング 四季四季四季四季のののの保存食保存食保存食保存食
オーディドオーディドオーディドオーディド　　　　シュシュシュシュ
ウォーツウォーツウォーツウォーツ∥∥∥∥著著著著

596596596596

プロメテウスのプロメテウスのプロメテウスのプロメテウスの罠罠罠罠　　　　5 5 5 5 福島原発事福島原発事福島原発事福島原発事
故故故故、、、、渾身渾身渾身渾身のののの調査報道調査報道調査報道調査報道

朝日新聞特別報朝日新聞特別報朝日新聞特別報朝日新聞特別報
道部道部道部道部∥∥∥∥著著著著

543.5543.5543.5543.5
あのあのあのあの名店名店名店名店からからからから定食屋定食屋定食屋定食屋までまでまでまで!!!!ヒミツのヒミツのヒミツのヒミツの
味味味味つけつけつけつけ手帖手帖手帖手帖

主婦主婦主婦主婦のののの友社友社友社友社∥∥∥∥編編編編 596596596596

原発原発原発原発をををを止止止止めるめるめるめる人人人人々々々々 小熊 英二小熊 英二小熊 英二小熊 英二∥∥∥∥編著編著編著編著 543.5543.5543.5543.5
作作作作りおきりおきりおきりおき生地生地生地生地でででで1111週間分週間分週間分週間分!!!!すぐにおすぐにおすぐにおすぐにお
いしいいしいいしいいしい簡単簡単簡単簡単レシピレシピレシピレシピ

真藤 舞衣子真藤 舞衣子真藤 舞衣子真藤 舞衣子∥∥∥∥著著著著 596596596596

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無線通信無線通信無線通信無線通信のののの本本本本 若井 一顕若井 一顕若井 一顕若井 一顕∥∥∥∥著著著著 547.5547.5547.5547.5
完食完食完食完食ごはん ごはん ごはん ごはん 好好好好きききき嫌嫌嫌嫌いがなくなるいがなくなるいがなくなるいがなくなる
とっておきレシピとっておきレシピとっておきレシピとっておきレシピ

haco∥haco∥haco∥haco∥著著著著 596596596596

造船造船造船造船のののの技術技術技術技術 池田 良穂池田 良穂池田 良穂池田 良穂∥∥∥∥著著著著 550550550550
ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと作作作作れるれるれるれる!!!!昔昔昔昔ながらのおながらのおながらのおながらのお母母母母ささささ
んのおかずんのおかずんのおかずんのおかず

橋本 加名子橋本 加名子橋本 加名子橋本 加名子∥∥∥∥著著著著 596596596596

手手手手づくりアロマワックスバーづくりアロマワックスバーづくりアロマワックスバーづくりアロマワックスバー 藤村 藤村 藤村 藤村 りょうりょうりょうりょう子子子子∥∥∥∥著著著著 576.6576.6576.6576.6 思思思思いいいい出出出出のののの先先先先にはいつもにはいつもにはいつもにはいつも家庭料理家庭料理家庭料理家庭料理
寛仁親王妃信子寛仁親王妃信子寛仁親王妃信子寛仁親王妃信子
∥∥∥∥料理料理料理料理&&&&エッセイエッセイエッセイエッセイ

596596596596

食食食食いしんいしんいしんいしん坊坊坊坊のためののためののためののための調味料調味料調味料調味料マニマニマニマニ
アアアア。。。。

武井 義明武井 義明武井 義明武井 義明∥∥∥∥著著著著 588.6588.6588.6588.6 森崎友紀森崎友紀森崎友紀森崎友紀のののの100100100100円満腹円満腹円満腹円満腹レシピレシピレシピレシピ 森崎 友紀森崎 友紀森崎 友紀森崎 友紀∥∥∥∥著著著著 596596596596

スタイルのあるスタイルのあるスタイルのあるスタイルのある女女女女はははは、、、、脱脱脱脱・・・・無難無難無難無難!!!! 古泉 洋子古泉 洋子古泉 洋子古泉 洋子∥∥∥∥著著著著 589.2589.2589.2589.2
一流一流一流一流シェフたちのカンタンまかなシェフたちのカンタンまかなシェフたちのカンタンまかなシェフたちのカンタンまかな
いレシピいレシピいレシピいレシピ

森脇 慶子森脇 慶子森脇 慶子森脇 慶子∥∥∥∥著著著著 596596596596

きもののきもののきもののきものの仕立仕立仕立仕立てててて方方方方 小田 美代子小田 美代子小田 美代子小田 美代子∥∥∥∥著著著著 593.1593.1593.1593.1 からだがよろこぶからだがよろこぶからだがよろこぶからだがよろこぶ!!!!菌活菌活菌活菌活レシピレシピレシピレシピ 柚木 柚木 柚木 柚木 さとみさとみさとみさとみ∥∥∥∥著著著著 596596596596

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簡単手芸簡単手芸簡単手芸簡単手芸
レベッカレベッカレベッカレベッカ　　　　ジロージロージロージロー
∥∥∥∥著著著著

594594594594 596596596596

くまモンをかわいくくまモンをかわいくくまモンをかわいくくまモンをかわいく作作作作るモンるモンるモンるモン 寺西 恵里子寺西 恵里子寺西 恵里子寺西 恵里子∥∥∥∥著著著著 594594594594 596596596596

1111週間週間週間週間でカンタンでカンタンでカンタンでカンタン!!!!しあわせいっぱしあわせいっぱしあわせいっぱしあわせいっぱ

きちんとおつまみきちんとおつまみきちんとおつまみきちんとおつまみ

きちんときちんときちんときちんと常備菜常備菜常備菜常備菜

作作作作ってみたいってみたいってみたいってみたい!!!!圧力鍋圧力鍋圧力鍋圧力鍋でスグできでスグできでスグできでスグでき人気人気人気人気おかずベストおかずベストおかずベストおかずベスト
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1111週間週間週間週間でカンタンでカンタンでカンタンでカンタン!!!!しあわせいっぱしあわせいっぱしあわせいっぱしあわせいっぱ
いベビーニットいベビーニットいベビーニットいベビーニット

岡本 啓子岡本 啓子岡本 啓子岡本 啓子∥∥∥∥著著著著 594.3594.3594.3594.3 596596596596

かぎかぎかぎかぎ針針針針あみとってもキュートなベあみとってもキュートなベあみとってもキュートなベあみとってもキュートなベ
ビーニットビーニットビーニットビーニット

川路 川路 川路 川路 ゆみこゆみこゆみこゆみこ∥∥∥∥著著著著 594.3594.3594.3594.3 ひさしぶりのひさしぶりのひさしぶりのひさしぶりの海苔弁海苔弁海苔弁海苔弁 平松 洋子平松 洋子平松 洋子平松 洋子∥∥∥∥著著著著 596.04596.04596.04596.04

アランアランアランアラン編編編編みのちいさなニットみのちいさなニットみのちいさなニットみのちいさなニット
Clooth‐Na‐BareClooth‐Na‐BareClooth‐Na‐BareClooth‐Na‐Bare
∥∥∥∥編編編編

594.3594.3594.3594.3 チヂミチヂミチヂミチヂミ100100100100
チョン テキョンチョン テキョンチョン テキョンチョン テキョン∥∥∥∥
著著著著

596.22596.22596.22596.22

ラトビアのラトビアのラトビアのラトビアの手編手編手編手編みミトンみミトンみミトンみミトン 中田 早苗中田 早苗中田 早苗中田 早苗∥∥∥∥編編編編 594.3594.3594.3594.3
ル・マンジュ・トゥール・マンジュ・トゥール・マンジュ・トゥール・マンジュ・トゥー谷昇谷昇谷昇谷昇シェフのシェフのシェフのシェフの
ビストロビストロビストロビストロ流流流流ベーシック・レシピベーシック・レシピベーシック・レシピベーシック・レシピ

谷 昇谷 昇谷 昇谷 昇∥∥∥∥著著著著 596.23596.23596.23596.23

クリスマスのまえのよるクリスマスのまえのよるクリスマスのまえのよるクリスマスのまえのよる ほし みつきほし みつきほし みつきほし みつき∥∥∥∥著著著著 594.3594.3594.3594.3 「「「「粗食粗食粗食粗食」」」」のきほんのきほんのきほんのきほん 佐藤 初女佐藤 初女佐藤 初女佐藤 初女∥∥∥∥著著著著 596.3596.3596.3596.3

シェットランドのたからものニットシェットランドのたからものニットシェットランドのたからものニットシェットランドのたからものニット miro press∥miro press∥miro press∥miro press∥編編編編 594.3594.3594.3594.3 乾物乾物乾物乾物のののの本本本本 南風食堂南風食堂南風食堂南風食堂∥∥∥∥著著著著 596.3596.3596.3596.3

594.3594.3594.3594.3 アボカドアボカドアボカドアボカド三昧三昧三昧三昧 宮城 尚史宮城 尚史宮城 尚史宮城 尚史∥∥∥∥著著著著 596.3596.3596.3596.3

594.3594.3594.3594.3 86868686のおいしいのおいしいのおいしいのおいしい雑炊雑炊雑炊雑炊 武蔵 裕子武蔵 裕子武蔵 裕子武蔵 裕子∥∥∥∥著著著著 596.3596.3596.3596.3

594.3594.3594.3594.3
サルビアサルビアサルビアサルビア給食室給食室給食室給食室のおいしいのおいしいのおいしいのおいしい燻製燻製燻製燻製
レシピレシピレシピレシピ

ワタナベ マキワタナベ マキワタナベ マキワタナベ マキ∥∥∥∥
著著著著

596.3596.3596.3596.3

594.3594.3594.3594.3 596.33596.33596.33596.33

はじめてのはじめてのはじめてのはじめての手手手手づくりタッセルづくりタッセルづくりタッセルづくりタッセル SAAYA∥SAAYA∥SAAYA∥SAAYA∥著著著著 594.4594.4594.4594.4 超超超超かんたんかんたんかんたんかんたん!!!!食食食食べるフィッシングべるフィッシングべるフィッシングべるフィッシング 上田 歩上田 歩上田 歩上田 歩∥∥∥∥著著著著 596.35596.35596.35596.35

羊毛羊毛羊毛羊毛フェルトでつくるウチのコそっフェルトでつくるウチのコそっフェルトでつくるウチのコそっフェルトでつくるウチのコそっ
くりかわいいくりかわいいくりかわいいくりかわいい子猫子猫子猫子猫

佐藤 法雪佐藤 法雪佐藤 法雪佐藤 法雪∥∥∥∥著著著著 594.9594.9594.9594.9 TTTT''''ssssレストランレストランレストランレストラン奇跡奇跡奇跡奇跡のごちそうのごちそうのごちそうのごちそう
TTTT''''ssssレストランレストランレストランレストラン∥∥∥∥編編編編
著著著著

596.37596.37596.37596.37

おうちでおうちでおうちでおうちで育育育育てるてるてるてる、、、、手作手作手作手作りハーブコりハーブコりハーブコりハーブコ
スメスメスメスメ

高浜 真理子高浜 真理子高浜 真理子高浜 真理子∥∥∥∥著著著著 595595595595 きのこできのこできのこできのこで毎日菌活毎日菌活毎日菌活毎日菌活レシピレシピレシピレシピ 浜内 千波浜内 千波浜内 千波浜内 千波∥∥∥∥著著著著 596.37596.37596.37596.37

キッチンでキッチンでキッチンでキッチンで作作作作るナチュラルパックるナチュラルパックるナチュラルパックるナチュラルパック チェ ユナチェ ユナチェ ユナチェ ユナ∥∥∥∥著著著著 595.5595.5595.5595.5 安安安安くてかんたんやさいくてかんたんやさいくてかんたんやさいくてかんたんやさい飯飯飯飯 へるしへるしへるしへるし～～～～どいどいどいどい∥∥∥∥著著著著 596.37596.37596.37596.37

まいにちのまいにちのまいにちのまいにちの鍋 作鍋 作鍋 作鍋 作りやすくてりやすくてりやすくてりやすくて、、、、野菜野菜野菜野菜
たっぷりたっぷりたっぷりたっぷり、、、、しみじみやさしいしみじみやさしいしみじみやさしいしみじみやさしい

青山 有紀青山 有紀青山 有紀青山 有紀∥∥∥∥著著著著 596596596596 596.37596.37596.37596.37

かんたんがおいしいかんたんがおいしいかんたんがおいしいかんたんがおいしい! ! ! ! スーパースーパースーパースーパー主主主主
婦婦婦婦・・・・足立足立足立足立さんのおさんのおさんのおさんのお助助助助けレシピけレシピけレシピけレシピ

足立 洋子足立 洋子足立 洋子足立 洋子∥∥∥∥著著著著 596596596596
朝日屋朝日屋朝日屋朝日屋ベーカリーのベーカリーのベーカリーのベーカリーの四季四季四季四季のののの天然天然天然天然
酵母酵母酵母酵母パンパンパンパン

朝日屋朝日屋朝日屋朝日屋ベーカベーカベーカベーカ
リーリーリーリー∥∥∥∥著著著著

596.63596.63596.63596.63

いちばんよくわかるかぎいちばんよくわかるかぎいちばんよくわかるかぎいちばんよくわかるかぎ針針針針あみのモチーフとモチーあみのモチーフとモチーあみのモチーフとモチーあみのモチーフとモチー
フつなぎフつなぎフつなぎフつなぎ

かわいいモチーフかわいいモチーフかわいいモチーフかわいいモチーフ小小小小ものものものもの

すぐすぐすぐすぐ編編編編めてめてめてめて、、、、すぐすぐすぐすぐ使使使使えるえるえるえる!!!!シンプルなシンプルなシンプルなシンプルな指指指指なしなしなしなし手袋手袋手袋手袋とリスとリスとリスとリス
トウォーマートウォーマートウォーマートウォーマー

秋冬手編秋冬手編秋冬手編秋冬手編みこものみこものみこものみこもの&&&&ウエアウエアウエアウエア

作作作作ってみたいってみたいってみたいってみたい!!!!圧力鍋圧力鍋圧力鍋圧力鍋でスグできでスグできでスグできでスグでき人気人気人気人気おかずベストおかずベストおかずベストおかずベスト
100100100100

きちんとおきちんとおきちんとおきちんとお肉肉肉肉

きちんときちんときちんときちんと野菜野菜野菜野菜
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浜内千波浜内千波浜内千波浜内千波のののの1111分分分分こねパンこねパンこねパンこねパン 浜内 千波浜内 千波浜内 千波浜内 千波∥∥∥∥著著著著 596.63596.63596.63596.63
不動産不動産不動産不動産ビジネスはますますビジネスはますますビジネスはますますビジネスはますます面白面白面白面白くくくく
なるなるなるなる

ニッセイニッセイニッセイニッセイ基礎研究所不基礎研究所不基礎研究所不基礎研究所不
動産投資動産投資動産投資動産投資チームチームチームチーム∥∥∥∥著著著著 673.99673.99673.99673.99

いちばんやさしいいちばんやさしいいちばんやさしいいちばんやさしい!!!!いちばんおいいちばんおいいちばんおいいちばんおい
しいしいしいしい!!!!フレンチトーストフレンチトーストフレンチトーストフレンチトースト&&&&ホットサンドホットサンドホットサンドホットサンド

みなくち なほこみなくち なほこみなくち なほこみなくち なほこ∥∥∥∥
著著著著

596.63596.63596.63596.63 成長成長成長成長からからからから成熟成熟成熟成熟へへへへ 天野 祐吉天野 祐吉天野 祐吉天野 祐吉∥∥∥∥著著著著 674.04674.04674.04674.04

ミアズブレッドのパンとサンドイッミアズブレッドのパンとサンドイッミアズブレッドのパンとサンドイッミアズブレッドのパンとサンドイッ
チチチチ

森田 三和森田 三和森田 三和森田 三和∥∥∥∥著著著著 596.63596.63596.63596.63 かわいいかわいいかわいいかわいい缶缶缶缶のののの本本本本 Yuzuko∥Yuzuko∥Yuzuko∥Yuzuko∥著著著著 675.18675.18675.18675.18

おいしいかわいいちいさいパンおいしいかわいいちいさいパンおいしいかわいいちいさいパンおいしいかわいいちいさいパン 吉永 麻衣子吉永 麻衣子吉永 麻衣子吉永 麻衣子∥∥∥∥著著著著 596.63596.63596.63596.63 パラダイスパラダイスパラダイスパラダイス山元山元山元山元のののの飛行機飛行機飛行機飛行機のののの乗乗乗乗りりりり方方方方
パラダイスパラダイスパラダイスパラダイス山元山元山元山元∥∥∥∥
著著著著

687.04687.04687.04687.04

ケーキみたいなケーキみたいなケーキみたいなケーキみたいな新新新新しいスコーンしいスコーンしいスコーンしいスコーン 大場 美江大場 美江大場 美江大場 美江∥∥∥∥著著著著 596.65596.65596.65596.65 数字数字数字数字でみるでみるでみるでみる航空航空航空航空　　　　2013201320132013
国土交通省航空国土交通省航空国土交通省航空国土交通省航空
局局局局∥∥∥∥監修監修監修監修

687.21687.21687.21687.21

シチリアのシチリアのシチリアのシチリアの伝統菓子伝統菓子伝統菓子伝統菓子とマンマのとマンマのとマンマのとマンマの手手手手
作作作作りりりり菓子菓子菓子菓子

佐藤 礼子佐藤 礼子佐藤 礼子佐藤 礼子∥∥∥∥著著著著 596.65596.65596.65596.65 694.6694.6694.6694.6

手手手手づくりがづくりがづくりがづくりが楽楽楽楽しいときめきおしいときめきおしいときめきおしいときめきお菓子菓子菓子菓子
のののの家家家家

中村 佳瑞子中村 佳瑞子中村 佳瑞子中村 佳瑞子∥∥∥∥著著著著 596.65596.65596.65596.65
原発原発原発原発のののの是非是非是非是非をををを問問問問うこととうこととうこととうことと、、、、わたしたわたしたわたしたわたした
ちがやるべきことちがやるべきことちがやるべきことちがやるべきこと

堀 潤堀 潤堀 潤堀 潤∥∥∥∥著著著著 699.21699.21699.21699.21

素朴素朴素朴素朴でおいしいまいにちマフィンでおいしいまいにちマフィンでおいしいまいにちマフィンでおいしいまいにちマフィン 宮野 真知子宮野 真知子宮野 真知子宮野 真知子∥∥∥∥著著著著 596.65596.65596.65596.65 僕僕僕僕がメディアでがメディアでがメディアでがメディアで伝伝伝伝えたいことえたいことえたいことえたいこと 堀 潤堀 潤堀 潤堀 潤∥∥∥∥著著著著 699.64699.64699.64699.64

ミニミニミニミニ書斎書斎書斎書斎をつくろうをつくろうをつくろうをつくろう 杉浦 伝宗杉浦 伝宗杉浦 伝宗杉浦 伝宗∥∥∥∥著著著著 597597597597 芸術芸術芸術芸術・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ

597597597597 草魚草魚草魚草魚バスターズバスターズバスターズバスターズ 真板 昭夫真板 昭夫真板 昭夫真板 昭夫∥∥∥∥著著著著 702.17702.17702.17702.17

これだけはこれだけはこれだけはこれだけは知知知知っておきたいっておきたいっておきたいっておきたい!!!!「「「「緊急緊急緊急緊急
手当手当手当手当」」」」のののの早引早引早引早引きききき便利帳便利帳便利帳便利帳

ホームライフホームライフホームライフホームライフ取材取材取材取材
班班班班∥∥∥∥編編編編

598.5598.5598.5598.5 新編風新編風新編風新編風のののの旅旅旅旅 星野 富弘星野 富弘星野 富弘星野 富弘∥∥∥∥著著著著 723.1723.1723.1723.1

イキイキイキイキイキイキイキイキ赤赤赤赤ちゃんちゃんちゃんちゃん体操体操体操体操&&&&ベビーベビーベビーベビー
マッサージマッサージマッサージマッサージ

山口 千恵子山口 千恵子山口 千恵子山口 千恵子∥∥∥∥著著著著 599.5599.5599.5599.5 引引引引きききき裂裂裂裂かれたかれたかれたかれた絵絵絵絵のののの真相真相真相真相 村松 和明村松 和明村松 和明村松 和明∥∥∥∥著著著著 723.1723.1723.1723.1

おしゃれなおしゃれなおしゃれなおしゃれな和和和和のののの年賀状年賀状年賀状年賀状 日貿出版社日貿出版社日貿出版社日貿出版社∥∥∥∥編編編編 724724724724

会社四季報業界地図会社四季報業界地図会社四季報業界地図会社四季報業界地図　　　　2014201420142014年版年版年版年版
東洋経済新報社東洋経済新報社東洋経済新報社東洋経済新報社
∥∥∥∥編編編編

602.1602.1602.1602.1 励励励励まされたいときのスヌーピーまされたいときのスヌーピーまされたいときのスヌーピーまされたいときのスヌーピー
チャールズ チャールズ チャールズ チャールズ MMMM....
シュルツシュルツシュルツシュルツ∥∥∥∥作作作作

726.1726.1726.1726.1

キレイゴトぬきのキレイゴトぬきのキレイゴトぬきのキレイゴトぬきの農業論農業論農業論農業論 久松 達央久松 達央久松 達央久松 達央∥∥∥∥著著著著 611.7611.7611.7611.7 『『『『はだしのゲンはだしのゲンはだしのゲンはだしのゲン』』』』をををを読読読読んでみたんでみたんでみたんでみた 後藤 寿一後藤 寿一後藤 寿一後藤 寿一∥∥∥∥著著著著 726.1726.1726.1726.1

世界農業遺産世界農業遺産世界農業遺産世界農業遺産 武内 和彦武内 和彦武内 和彦武内 和彦∥∥∥∥著著著著 612612612612 おちゃめなおちゃめなおちゃめなおちゃめな老後老後老後老後 田村 田村 田村 田村 セツコセツコセツコセツコ∥∥∥∥著著著著 726.5726.5726.5726.5

佐佐佐佐々々々々木木木木マキ アナーキーなナンセマキ アナーキーなナンセマキ アナーキーなナンセマキ アナーキーなナンセ

はじめてのはじめてのはじめてのはじめての人人人人のためのスマートフォンがもっとのためのスマートフォンがもっとのためのスマートフォンがもっとのためのスマートフォンがもっと使使使使えるえるえるえる
ようになるようになるようになるようになる本本本本

小小小小さなコーナーからさなコーナーからさなコーナーからさなコーナーから始始始始めるめるめるめる飾飾飾飾りりりり方方方方テクニックテクニックテクニックテクニック100100100100

産業産業産業産業
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すべてがわかるすべてがわかるすべてがわかるすべてがわかる!!!!「「「「豆類豆類豆類豆類」」」」事典事典事典事典 加藤 淳加藤 淳加藤 淳加藤 淳∥∥∥∥監修監修監修監修 616.7616.7616.7616.7
佐佐佐佐々々々々木木木木マキ アナーキーなナンセマキ アナーキーなナンセマキ アナーキーなナンセマキ アナーキーなナンセ
ンスンスンスンス詩人詩人詩人詩人

佐佐佐佐々々々々木 木 木 木 マキマキマキマキ∥∥∥∥著著著著 726.6726.6726.6726.6

フルーツひとつばなしフルーツひとつばなしフルーツひとつばなしフルーツひとつばなし 田中 修田中 修田中 修田中 修∥∥∥∥著著著著 625625625625 日本語日本語日本語日本語のロゴのロゴのロゴのロゴ フレアフレアフレアフレア∥∥∥∥編編編編 727.8727.8727.8727.8

626.9626.9626.9626.9 金澤翔子金澤翔子金澤翔子金澤翔子、、、、涙涙涙涙のののの般若心経般若心経般若心経般若心経 金澤 泰子金澤 泰子金澤 泰子金澤 泰子∥∥∥∥著著著著 728.21728.21728.21728.21

プロがプロがプロがプロが教教教教えるバラのすべてえるバラのすべてえるバラのすべてえるバラのすべて
京成京成京成京成バラバラバラバラ園芸園芸園芸園芸∥∥∥∥
監修監修監修監修

627.77627.77627.77627.77
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&&&&スタンプアートスタンプアートスタンプアートスタンプアート魔魔魔魔
法法法法のテクニックのテクニックのテクニックのテクニック

スタンプカーニバルスタンプカーニバルスタンプカーニバルスタンプカーニバル
実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会∥∥∥∥監修監修監修監修 736736736736

よくよくよくよく咲咲咲咲くくくく鉢鉢鉢鉢バラのバラのバラのバラの育育育育てててて方方方方 鈴木 満男鈴木 満男鈴木 満男鈴木 満男∥∥∥∥監修監修監修監修 627.77627.77627.77627.77 748748748748

629.75629.75629.75629.75
ちいさなブロカントちいさなブロカントちいさなブロカントちいさなブロカント雑貨雑貨雑貨雑貨のつくりかのつくりかのつくりかのつくりか
たたたた

柳 美菜子柳 美菜子柳 美菜子柳 美菜子∥∥∥∥著著著著 750750750750

ありがとうありがとうありがとうありがとう!!!!わさびちゃんわさびちゃんわさびちゃんわさびちゃん わさびちゃんわさびちゃんわさびちゃんわさびちゃん∥∥∥∥著著著著 645.7645.7645.7645.7
アクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー作作作作りのためのレジンりのためのレジンりのためのレジンりのためのレジン
のののの教科書教科書教科書教科書

熊崎 堅一熊崎 堅一熊崎 堅一熊崎 堅一∥∥∥∥監修監修監修監修 751.9751.9751.9751.9

マンガでわかるインコのマンガでわかるインコのマンガでわかるインコのマンガでわかるインコの気持気持気持気持ちちちち 細川 博昭細川 博昭細川 博昭細川 博昭∥∥∥∥著著著著 646.8646.8646.8646.8 かごかごかごかご編編編編みのみのみのみの技法大全技法大全技法大全技法大全 佐佐佐佐々々々々木 麗子木 麗子木 麗子木 麗子∥∥∥∥著著著著 754.6754.6754.6754.6

知知知知っておいしいっておいしいっておいしいっておいしい肉事典肉事典肉事典肉事典
実業之日本社実業之日本社実業之日本社実業之日本社∥∥∥∥
編編編編

648.2648.2648.2648.2 手手手手づくりするづくりするづくりするづくりする竹竹竹竹のかごとのかごとのかごとのかごと器器器器 嶋崎 千秋嶋崎 千秋嶋崎 千秋嶋崎 千秋∥∥∥∥著著著著 754.7754.7754.7754.7

大人大人大人大人のののの樹木学樹木学樹木学樹木学 石井 誠治石井 誠治石井 誠治石井 誠治∥∥∥∥著著著著 653.2653.2653.2653.2 器器器器のおりがみのおりがみのおりがみのおりがみ 加藤 幸吉加藤 幸吉加藤 幸吉加藤 幸吉∥∥∥∥著著著著 754.9754.9754.9754.9

旬旬旬旬のののの魚魚魚魚カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー 上田 勝彦上田 勝彦上田 勝彦上田 勝彦∥∥∥∥監修監修監修監修 664.6664.6664.6664.6 恐竜恐竜恐竜恐竜のおりがみのおりがみのおりがみのおりがみ 高井 弘明高井 弘明高井 弘明高井 弘明∥∥∥∥著著著著 754.9754.9754.9754.9

魚魚魚魚のののの本 本 本 本 からだによくからだによくからだによくからだによく効効効効くくくく旬旬旬旬のののの食材食材食材食材 講談社講談社講談社講談社∥∥∥∥編編編編 664.6664.6664.6664.6 ノスタルジックなノスタルジックなノスタルジックなノスタルジックな切切切切りりりり紙紙紙紙&&&&モビールモビールモビールモビール
はたお きょうこはたお きょうこはたお きょうこはたお きょうこ∥∥∥∥
著著著著

754.9754.9754.9754.9

かつおかつおかつおかつお節節節節とととと日本人日本人日本人日本人 宮内 泰介宮内 泰介宮内 泰介宮内 泰介∥∥∥∥著著著著 667.2667.2667.2667.2 変変変変りりりり兜 戦国兜 戦国兜 戦国兜 戦国ののののCOOL DESIGNCOOL DESIGNCOOL DESIGNCOOL DESIGN 橋本 麻里橋本 麻里橋本 麻里橋本 麻里∥∥∥∥著著著著 756.7756.7756.7756.7

真珠真珠真珠真珠のののの世界史世界史世界史世界史 山田 篤美山田 篤美山田 篤美山田 篤美∥∥∥∥著著著著 668.8668.8668.8668.8
カラーカラーカラーカラー写真写真写真写真でよくわかるでよくわかるでよくわかるでよくわかる色色色色のののの便利便利便利便利
帳帳帳帳

永田 泰弘永田 泰弘永田 泰弘永田 泰弘∥∥∥∥著著著著 757.3757.3757.3757.3

売売売売るるるる力 心力 心力 心力 心をつかむをつかむをつかむをつかむ仕事術仕事術仕事術仕事術 鈴木 敏文鈴木 敏文鈴木 敏文鈴木 敏文∥∥∥∥著著著著 673.87673.87673.87673.87
こけし こけし こけし こけし 旅先旅先旅先旅先でででで恋恋恋恋したしたしたした古古古古くてくてくてくて新新新新しいしいしいしい
こけしワールドこけしワールドこけしワールドこけしワールド

やまもと ゆみやまもと ゆみやまもと ゆみやまもと ゆみ∥∥∥∥
監修監修監修監修

759.9759.9759.9759.9

中古住宅中古住宅中古住宅中古住宅をををを宝宝宝宝のののの山山山山にににに変変変変えるえるえるえる
日経日経日経日経ホームビルホームビルホームビルホームビル
ダーダーダーダー∥∥∥∥編編編編

673.99673.99673.99673.99 魂魂魂魂のののの旋律旋律旋律旋律----佐村河内守佐村河内守佐村河内守佐村河内守 古賀 淳也古賀 淳也古賀 淳也古賀 淳也∥∥∥∥著著著著 762.1762.1762.1762.1

世界世界世界世界でいちばんでいちばんでいちばんでいちばん美美美美しいしいしいしい街街街街、、、、愛愛愛愛らしいらしいらしいらしい村村村村

畑畑畑畑のトラブルのトラブルのトラブルのトラブル一発解消一発解消一発解消一発解消!!!!土土土土づくりガイドブックづくりガイドブックづくりガイドブックづくりガイドブック

木漏木漏木漏木漏れれれれ日日日日のやさしいのやさしいのやさしいのやさしい雑木雑木雑木雑木のののの庭庭庭庭づくりづくりづくりづくり
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まるごとハーモニカのまるごとハーモニカのまるごとハーモニカのまるごとハーモニカの本本本本 山内 秀紀山内 秀紀山内 秀紀山内 秀紀∥∥∥∥著著著著 763.79763.79763.79763.79 そうだそうだそうだそうだ、、、、やっぱりやっぱりやっぱりやっぱり愛愛愛愛なんだなんだなんだなんだ 柴門 柴門 柴門 柴門 ふみふみふみふみ∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

流星流星流星流星ひとつひとつひとつひとつ 沢木 耕太郎沢木 耕太郎沢木 耕太郎沢木 耕太郎∥∥∥∥著著著著 767.8767.8767.8767.8 月月月月をををを見見見見あげてあげてあげてあげて 佐伯 一麦佐伯 一麦佐伯 一麦佐伯 一麦∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

ボブ・ディラン ロックのボブ・ディラン ロックのボブ・ディラン ロックのボブ・ディラン ロックの精霊精霊精霊精霊 湯浅 学湯浅 学湯浅 学湯浅 学∥∥∥∥著著著著 767.8767.8767.8767.8 日本人日本人日本人日本人へへへへ　　　　危機危機危機危機からのからのからのからの脱出篇脱出篇脱出篇脱出篇 塩野 七生塩野 七生塩野 七生塩野 七生∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

歌舞伎 家歌舞伎 家歌舞伎 家歌舞伎 家とととと血血血血とととと藝藝藝藝 中川 右介中川 右介中川 右介中川 右介∥∥∥∥著著著著 774.26774.26774.26774.26 根源根源根源根源へへへへ 執行 草舟執行 草舟執行 草舟執行 草舟∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

あかんやつら あかんやつら あかんやつら あかんやつら 東映京都撮影所血東映京都撮影所血東映京都撮影所血東映京都撮影所血
風録風録風録風録

春日 太一春日 太一春日 太一春日 太一∥∥∥∥著著著著 778.21778.21778.21778.21 人生人生人生人生のぬくもりのぬくもりのぬくもりのぬくもり 津村 節子津村 節子津村 節子津村 節子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

アメリカアメリカアメリカアメリカ帝国帝国帝国帝国のののの滅亡滅亡滅亡滅亡をををを予言予言予言予言するするするする 副島 隆彦副島 隆彦副島 隆彦副島 隆彦∥∥∥∥著著著著 778.25778.25778.25778.25 東京東京東京東京のののの片隅片隅片隅片隅 常盤 新平常盤 新平常盤 新平常盤 新平∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

東京東京東京東京オリンピック オリンピック オリンピック オリンピック 完全復刻完全復刻完全復刻完全復刻アサヒアサヒアサヒアサヒ
グラフグラフグラフグラフ

朝日新聞出版週刊朝朝日新聞出版週刊朝朝日新聞出版週刊朝朝日新聞出版週刊朝
日編集部日編集部日編集部日編集部∥∥∥∥編編編編

780.69780.69780.69780.69 いまいまいまいま語語語語りえぬことのためにりえぬことのためにりえぬことのためにりえぬことのために 辺見 庸辺見 庸辺見 庸辺見 庸∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

東京五輪東京五輪東京五輪東京五輪1964196419641964 佐藤 次郎佐藤 次郎佐藤 次郎佐藤 次郎∥∥∥∥著著著著 780.69780.69780.69780.69 蚊蚊蚊蚊がいるがいるがいるがいる 穂村 弘穂村 弘穂村 弘穂村 弘∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

なぜなぜなぜなぜ東京五輪招致東京五輪招致東京五輪招致東京五輪招致はははは成功成功成功成功したのしたのしたのしたの
かかかか????

松瀬 学松瀬 学松瀬 学松瀬 学∥∥∥∥著著著著 780.69780.69780.69780.69 行儀行儀行儀行儀のののの悪悪悪悪いいいい人生人生人生人生
マークスマークスマークスマークス寿子寿子寿子寿子∥∥∥∥
著著著著

914.6914.6914.6914.6

箱根駅伝 青春群像箱根駅伝 青春群像箱根駅伝 青春群像箱根駅伝 青春群像 佐藤 三武朗佐藤 三武朗佐藤 三武朗佐藤 三武朗∥∥∥∥著著著著 782.3782.3782.3782.3 別別別別れのれのれのれの挨拶挨拶挨拶挨拶 丸谷 才一丸谷 才一丸谷 才一丸谷 才一∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

絶望絶望絶望絶望なんかでなんかでなんかでなんかで夢夢夢夢はははは死死死死なないなないなないなない 杉山 新杉山 新杉山 新杉山 新∥∥∥∥著著著著 783.47783.47783.47783.47
はじめからそのはじめからそのはじめからそのはじめからその話話話話をすればよかっをすればよかっをすればよかっをすればよかっ
たたたた

宮下 奈都宮下 奈都宮下 奈都宮下 奈都∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

北北北北のののの山河抄山河抄山河抄山河抄 新谷 暁生新谷 暁生新谷 暁生新谷 暁生∥∥∥∥著著著著 786.1786.1786.1786.1 危機危機危機危機とととと日本人日本人日本人日本人 山折 哲雄山折 哲雄山折 哲雄山折 哲雄∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

山山山山とととと渓渓渓渓にににに遊遊遊遊んでんでんでんで 高桑 信一高桑 信一高桑 信一高桑 信一∥∥∥∥著著著著 786.1786.1786.1786.1 すばらしいすばらしいすばらしいすばらしい日日日日々々々々
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

914.6914.6914.6914.6

乗馬乗馬乗馬乗馬はじめましたはじめましたはじめましたはじめました。。。。 平島 文江平島 文江平島 文江平島 文江∥∥∥∥著著著著 789.6789.6789.6789.6 アジアアジアアジアアジア全方位全方位全方位全方位 四方田 犬彦四方田 犬彦四方田 犬彦四方田 犬彦∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

言語言語言語言語 915.6915.6915.6915.6

字幕屋字幕屋字幕屋字幕屋にににに「、」「、」「、」「、」はないはないはないはない 太田 直子太田 直子太田 直子太田 直子∥∥∥∥著著著著 801.7801.7801.7801.7 私私私私おおおお先先先先にゆきますわにゆきますわにゆきますわにゆきますわ 武元 弘文武元 弘文武元 弘文武元 弘文∥∥∥∥著著著著 916916916916

司馬遼太郎司馬遼太郎司馬遼太郎司馬遼太郎のののの街道街道街道街道　　　　1 1 1 1 奈良奈良奈良奈良////近江近江近江近江////仙台仙台仙台仙台・・・・石巻石巻石巻石巻////
白河白河白河白河・・・・会津会津会津会津
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辞書辞書辞書辞書のののの仕事仕事仕事仕事 増井 元増井 元増井 元増井 元∥∥∥∥著著著著 813.1813.1813.1813.1 全然大丈夫全然大丈夫全然大丈夫全然大丈夫じゃないじゃないじゃないじゃない!!!! 田坂 真理田坂 真理田坂 真理田坂 真理∥∥∥∥著著著著 916916916916

あいさつ・あいづち・あいきょうであいさつ・あいづち・あいきょうであいさつ・あいづち・あいきょうであいさつ・あいづち・あいきょうで3333
倍話倍話倍話倍話せるせるせるせる英会話英会話英会話英会話

遠田 和子遠田 和子遠田 和子遠田 和子∥∥∥∥著著著著 837.8837.8837.8837.8 それでもそれでもそれでもそれでも私私私私にできることにできることにできることにできること。。。。
スーザンスーザンスーザンスーザン　　　　スペンサースペンサースペンサースペンサー
====ウェンデルウェンデルウェンデルウェンデル∥∥∥∥著著著著

936936936936

文学文学文学文学 アノスミアアノスミアアノスミアアノスミア
モリーモリーモリーモリー　　　　バーンババーンババーンババーンバ
ウムウムウムウム∥∥∥∥著著著著

936936936936

日本推理小説論争史日本推理小説論争史日本推理小説論争史日本推理小説論争史 郷原 宏郷原 宏郷原 宏郷原 宏∥∥∥∥著著著著 910.26910.26910.26910.26

みんなみんなみんなみんな酒場酒場酒場酒場でででで大大大大きくなったきくなったきくなったきくなった 太田 和彦太田 和彦太田 和彦太田 和彦∥∥∥∥著著著著 910.26910.26910.26910.26

『『『『啄木日記啄木日記啄木日記啄木日記』』』』公刊過程公刊過程公刊過程公刊過程のののの真相真相真相真相 長浜 功長浜 功長浜 功長浜 功∥∥∥∥著著著著 910.27910.27910.27910.27

じぶんのためのじぶんのためのじぶんのためのじぶんのための子守歌子守歌子守歌子守歌 工藤 直子工藤 直子工藤 直子工藤 直子∥∥∥∥著著著著 911.56911.56911.56911.56

千度呼千度呼千度呼千度呼べばべばべばべば 新川 和江新川 和江新川 和江新川 和江∥∥∥∥著著著著 911.56911.56911.56911.56

八木重吉八木重吉八木重吉八木重吉のことばのことばのことばのことば 八木 重吉八木 重吉八木 重吉八木 重吉∥∥∥∥著著著著 911.56911.56911.56911.56

源氏物語男君源氏物語男君源氏物語男君源氏物語男君とととと女君女君女君女君のののの接近接近接近接近 安原 盛彦安原 盛彦安原 盛彦安原 盛彦∥∥∥∥著著著著 913.36913.36913.36913.36

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

異性異性異性異性 角田 光代角田 光代角田 光代角田 光代∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

ためないためないためないためない心心心心のののの整理術整理術整理術整理術 岸本 葉子岸本 葉子岸本 葉子岸本 葉子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

人生人生人生人生のずるのずるのずるのずる休休休休みみみみ 北 杜夫北 杜夫北 杜夫北 杜夫∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

ヒトにヒトにヒトにヒトに問問問問うううう 倉本 聰倉本 聰倉本 聰倉本 聰∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6

歩歩歩歩くようなくようなくようなくような速速速速さでさでさでさで 是枝 裕和是枝 裕和是枝 裕和是枝 裕和∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6
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小説小説小説小説（（（（日本日本日本日本）））） 猫猫猫猫をををを拾拾拾拾いにいにいにいに 川上 弘美川上 弘美川上 弘美川上 弘美∥∥∥∥著著著著 NNNN

卯月卯月卯月卯月のののの雪雪雪雪のレター・レターのレター・レターのレター・レターのレター・レター 相沢 沙呼相沢 沙呼相沢 沙呼相沢 沙呼∥∥∥∥著著著著 NNNN 真田十忍抄真田十忍抄真田十忍抄真田十忍抄 菊地 秀行菊地 秀行菊地 秀行菊地 秀行∥∥∥∥著著著著 NNNN

「「「「幽霊幽霊幽霊幽霊」」」」がががが隣隣隣隣でででで聞聞聞聞いているいているいているいている 蒼井 上鷹蒼井 上鷹蒼井 上鷹蒼井 上鷹∥∥∥∥著著著著 NNNN 岳飛伝岳飛伝岳飛伝岳飛伝　　　　7777 北方 謙三北方 謙三北方 謙三北方 謙三∥∥∥∥著著著著 NNNN

天使天使天使天使にかけるにかけるにかけるにかける橋橋橋橋 赤川 次郎赤川 次郎赤川 次郎赤川 次郎∥∥∥∥著著著著 NNNN 社員社員社員社員たちたちたちたち 北野 勇作北野 勇作北野 勇作北野 勇作∥∥∥∥著著著著 NNNN

とうへんぼくでとうへんぼくでとうへんぼくでとうへんぼくで、、、、ばかったればかったればかったればかったれ 朝倉 朝倉 朝倉 朝倉 かすみかすみかすみかすみ∥∥∥∥著著著著 NNNN 二重螺旋二重螺旋二重螺旋二重螺旋のののの誘拐誘拐誘拐誘拐 喜多 喜久喜多 喜久喜多 喜久喜多 喜久∥∥∥∥著著著著 NNNN

伊良湖岬殺人水道伊良湖岬殺人水道伊良湖岬殺人水道伊良湖岬殺人水道 梓 林太郎梓 林太郎梓 林太郎梓 林太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN 悪医悪医悪医悪医 久坂部 羊久坂部 羊久坂部 羊久坂部 羊∥∥∥∥著著著著 NNNN

光光光光のののの王国王国王国王国 梓澤 要梓澤 要梓澤 要梓澤 要∥∥∥∥著著著著 NNNN 雨雨雨雨のなまえのなまえのなまえのなまえ 窪 美澄窪 美澄窪 美澄窪 美澄∥∥∥∥著著著著 NNNN

Deluxe EditionDeluxe EditionDeluxe EditionDeluxe Edition 阿部 和重阿部 和重阿部 和重阿部 和重∥∥∥∥著著著著 NNNN 江戸湾封鎖江戸湾封鎖江戸湾封鎖江戸湾封鎖 熊谷 敬太郎熊谷 敬太郎熊谷 敬太郎熊谷 敬太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

イン・ザ・ヘブンイン・ザ・ヘブンイン・ザ・ヘブンイン・ザ・ヘブン 新井 素子新井 素子新井 素子新井 素子∥∥∥∥著著著著 NNNN かにみそかにみそかにみそかにみそ 倉狩 聡倉狩 聡倉狩 聡倉狩 聡∥∥∥∥著著著著 NNNN

限界捜査限界捜査限界捜査限界捜査 安東 能明安東 能明安東 能明安東 能明∥∥∥∥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

鏡鏡鏡鏡のののの城城城城のののの美女美女美女美女 石崎 幸二石崎 幸二石崎 幸二石崎 幸二∥∥∥∥著著著著 NNNN いつかかえるになるいつかかえるになるいつかかえるになるいつかかえるになる日日日日までまでまでまで 栗本 薫栗本 薫栗本 薫栗本 薫∥∥∥∥著著著著 NNNN

黎明黎明黎明黎明にににに起起起起つつつつ 伊東 潤伊東 潤伊東 潤伊東 潤∥∥∥∥著著著著 NNNN ターミナル・デイターミナル・デイターミナル・デイターミナル・デイ 小杉 英了小杉 英了小杉 英了小杉 英了∥∥∥∥著著著著 NNNN

騙騙騙騙しししし絵絵絵絵 犬飼 六岐犬飼 六岐犬飼 六岐犬飼 六岐∥∥∥∥著著著著 NNNN 団塊団塊団塊団塊のののの秋秋秋秋 堺屋 太一堺屋 太一堺屋 太一堺屋 太一∥∥∥∥著著著著 NNNN

ほろびぬほろびぬほろびぬほろびぬ姫姫姫姫 井上 荒野井上 荒野井上 荒野井上 荒野∥∥∥∥著著著著 NNNN 世界泥棒世界泥棒世界泥棒世界泥棒 桜井 晴也桜井 晴也桜井 晴也桜井 晴也∥∥∥∥著著著著 NNNN

さようならさようならさようならさようなら、、、、オレンジオレンジオレンジオレンジ 岩城 岩城 岩城 岩城 けいけいけいけい∥∥∥∥著著著著 NNNN 明日明日明日明日 佐倉 淳一佐倉 淳一佐倉 淳一佐倉 淳一∥∥∥∥著著著著 NNNN

唐人唐人唐人唐人さんがやってさんがやってさんがやってさんがやって来来来来るるるる 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 好好好好きってきってきってきって言葉言葉言葉言葉がががが咲咲咲咲いたいたいたいた朝朝朝朝 笹木 一彦笹木 一彦笹木 一彦笹木 一彦∥∥∥∥著著著著 NNNN
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名名名名もなきもなきもなきもなき日日日日々々々々をををを 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 獅子獅子獅子獅子のののの城塞城塞城塞城塞 佐佐佐佐々々々々木 譲木 譲木 譲木 譲∥∥∥∥著著著著 NNNN

チャオとのチャオとのチャオとのチャオとの夜明夜明夜明夜明けけけけ 内田 謙二内田 謙二内田 謙二内田 謙二∥∥∥∥著著著著 NNNN 水路水路水路水路のののの記憶記憶記憶記憶 佐多 央佐多 央佐多 央佐多 央∥∥∥∥著著著著 NNNN

はなとゆめはなとゆめはなとゆめはなとゆめ 冲方 丁冲方 丁冲方 丁冲方 丁∥∥∥∥著著著著 NNNN 卑弥呼卑弥呼卑弥呼卑弥呼のののの密室密室密室密室 獅子宮 敏彦獅子宮 敏彦獅子宮 敏彦獅子宮 敏彦∥∥∥∥著著著著 NNNN

おおおお前前前前たちのたちのたちのたちの中中中中にににに鬼鬼鬼鬼がいるがいるがいるがいる 梅原 涼梅原 涼梅原 涼梅原 涼∥∥∥∥著著著著 NNNN 宵鳴宵鳴宵鳴宵鳴 柴村 仁柴村 仁柴村 仁柴村 仁∥∥∥∥著著著著 NNNN

ようこそようこそようこそようこそ授賞式授賞式授賞式授賞式のののの夕夕夕夕べにべにべにべに 大崎 梢大崎 梢大崎 梢大崎 梢∥∥∥∥著著著著 NNNN 花咲小路一丁目花咲小路一丁目花咲小路一丁目花咲小路一丁目のののの刑事刑事刑事刑事 小路 幸也小路 幸也小路 幸也小路 幸也∥∥∥∥著著著著 NNNN

果果果果てしなくてしなくてしなくてしなく流流流流れるれるれるれる砂砂砂砂のののの歌歌歌歌 大森 葉音大森 葉音大森 葉音大森 葉音∥∥∥∥著著著著 NNNN 誰誰誰誰にににに見見見見しょとてしょとてしょとてしょとて 菅 浩江菅 浩江菅 浩江菅 浩江∥∥∥∥著著著著 NNNN

幻夏幻夏幻夏幻夏 太田 愛太田 愛太田 愛太田 愛∥∥∥∥著著著著 NNNN 月月月月とととと太陽太陽太陽太陽 瀬名 秀明瀬名 秀明瀬名 秀明瀬名 秀明∥∥∥∥著著著著 NNNN

渡良瀬川渡良瀬川渡良瀬川渡良瀬川 大鹿 卓大鹿 卓大鹿 卓大鹿 卓∥∥∥∥著著著著 NNNN スクールミッションスクールミッションスクールミッションスクールミッション 高橋 大樹高橋 大樹高橋 大樹高橋 大樹∥∥∥∥著著著著 NNNN

晩年様式集晩年様式集晩年様式集晩年様式集((((イン・レイト・スタイルイン・レイト・スタイルイン・レイト・スタイルイン・レイト・スタイル)))) 大江 健三郎大江 健三郎大江 健三郎大江 健三郎∥∥∥∥著著著著 NNNN 世界世界世界世界をまわろうよをまわろうよをまわろうよをまわろうよ 竹長 吉正竹長 吉正竹長 吉正竹長 吉正∥∥∥∥著著著著 NNNN

伊藤博文邸伊藤博文邸伊藤博文邸伊藤博文邸のののの怪事件怪事件怪事件怪事件 岡田 秀文岡田 秀文岡田 秀文岡田 秀文∥∥∥∥著著著著 NNNN 燃燃燃燃えるえるえるえる家家家家 田中 慎弥田中 慎弥田中 慎弥田中 慎弥∥∥∥∥著著著著 NNNN

小小小小さいおじさんさいおじさんさいおじさんさいおじさん 尾崎 英子尾崎 英子尾崎 英子尾崎 英子∥∥∥∥著著著著 NNNN 甘甘甘甘いもんでもおひとついもんでもおひとついもんでもおひとついもんでもおひとつ 田牧 大和田牧 大和田牧 大和田牧 大和∥∥∥∥著著著著 NNNN

あなたのあなたのあなたのあなたの人生人生人生人生、、、、片片片片づけますづけますづけますづけます 垣谷 美雨垣谷 美雨垣谷 美雨垣谷 美雨∥∥∥∥著著著著 NNNN 独走独走独走独走 堂場 瞬一堂場 瞬一堂場 瞬一堂場 瞬一∥∥∥∥著著著著 NNNN

うたかたエマノンうたかたエマノンうたかたエマノンうたかたエマノン 梶尾 真治梶尾 真治梶尾 真治梶尾 真治∥∥∥∥著著著著 NNNN 新検察捜査新検察捜査新検察捜査新検察捜査 中嶋 博行中嶋 博行中嶋 博行中嶋 博行∥∥∥∥著著著著 NNNN

奇動捜査奇動捜査奇動捜査奇動捜査ウルフォースウルフォースウルフォースウルフォース 霞 流一霞 流一霞 流一霞 流一∥∥∥∥著著著著 NNNN 追憶追憶追憶追憶のののの夜想曲夜想曲夜想曲夜想曲((((ノクターンノクターンノクターンノクターン)))) 中山 七里中山 七里中山 七里中山 七里∥∥∥∥著著著著 NNNN

こちらこちらこちらこちら警視庁美術犯罪捜査班警視庁美術犯罪捜査班警視庁美術犯罪捜査班警視庁美術犯罪捜査班 門井 慶喜門井 慶喜門井 慶喜門井 慶喜∥∥∥∥著著著著 NNNN 離婚男子離婚男子離婚男子離婚男子 中場 利一中場 利一中場 利一中場 利一∥∥∥∥著著著著 NNNN

窓際窓際窓際窓際ドクタードクタードクタードクター 川渕 圭一川渕 圭一川渕 圭一川渕 圭一∥∥∥∥著著著著 NNNN 冬虫夏草冬虫夏草冬虫夏草冬虫夏草 梨木 香歩梨木 香歩梨木 香歩梨木 香歩∥∥∥∥著著著著 NNNN
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玉繭玉繭玉繭玉繭のののの道道道道 仁志 耕一郎仁志 耕一郎仁志 耕一郎仁志 耕一郎∥∥∥∥著著著著 NNNN 小説小説小説小説くじけないでくじけないでくじけないでくじけないで 山室 有紀子山室 有紀子山室 有紀子山室 有紀子∥∥∥∥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　　　　31313131

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 大江戸恐龍伝大江戸恐龍伝大江戸恐龍伝大江戸恐龍伝　　　　1111・・・・2222 夢枕 獏夢枕 獏夢枕 獏夢枕 獏∥∥∥∥著著著著 NNNN

十津川警部犯人十津川警部犯人十津川警部犯人十津川警部犯人はははは京阪宇治線京阪宇治線京阪宇治線京阪宇治線にににに
乗乗乗乗ったったったった

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 指指指指のののの紋章紋章紋章紋章 渡辺 房男渡辺 房男渡辺 房男渡辺 房男∥∥∥∥著著著著 NNNN

北天北天北天北天のののの馬馬馬馬たちたちたちたち 貫井 徳郎貫井 徳郎貫井 徳郎貫井 徳郎∥∥∥∥著著著著 NNNN 村上海賊村上海賊村上海賊村上海賊のののの娘娘娘娘　　　　上下上下上下上下 和田 竜和田 竜和田 竜和田 竜∥∥∥∥著著著著 NNNN

公園通公園通公園通公園通りのクロエりのクロエりのクロエりのクロエ 野中 柊野中 柊野中 柊野中 柊∥∥∥∥著著著著 NNNN 大江戸大江戸大江戸大江戸ドクタードクタードクタードクター 和田 和田 和田 和田 はつはつはつはつ子子子子∥∥∥∥著著著著 NNNN

新釈新釈新釈新釈にっぽんにっぽんにっぽんにっぽん昔話昔話昔話昔話 乃南 乃南 乃南 乃南 アサアサアサアサ∥∥∥∥著著著著 NNNN 小説小説小説小説（（（（外国外国外国外国））））

武蔵武蔵武蔵武蔵　　　　2222 花村 萬月花村 萬月花村 萬月花村 萬月∥∥∥∥著著著著 NNNN シークレットシークレットシークレットシークレット
LLLL....マリー  アデラマリー  アデラマリー  アデラマリー  アデラ
インインインイン∥∥∥∥著著著著

FFFF

潮鳴潮鳴潮鳴潮鳴りりりり 葉室 麟葉室 麟葉室 麟葉室 麟∥∥∥∥著著著著 NNNN ひとりのひとりのひとりのひとりの体体体体でででで　　　　上下上下上下上下
ジョン  アーヴィンジョン  アーヴィンジョン  アーヴィンジョン  アーヴィン
ググググ∥∥∥∥著著著著

FFFF

ハラボジのハラボジのハラボジのハラボジの手紙手紙手紙手紙 K∥K∥K∥K∥著著著著 NNNN 日記日記日記日記はははは囁囁囁囁くくくく
イザベル  アベイザベル  アベイザベル  アベイザベル  アベ
ディディディディ∥∥∥∥著著著著

FFFF

探偵部探偵部探偵部探偵部へのへのへのへの挑戦状挑戦状挑戦状挑戦状 東川 篤哉東川 篤哉東川 篤哉東川 篤哉∥∥∥∥著著著著 NNNN 虹虹虹虹のののの少年少年少年少年たちたちたちたち
アンドレア  ヒラタアンドレア  ヒラタアンドレア  ヒラタアンドレア  ヒラタ
∥∥∥∥著著著著

FFFF

失敗屋失敗屋失敗屋失敗屋ファーザーファーザーファーザーファーザー 樋口 卓治樋口 卓治樋口 卓治樋口 卓治∥∥∥∥著著著著 NNNN フィルスフィルスフィルスフィルス
アーヴィン  ウェアーヴィン  ウェアーヴィン  ウェアーヴィン  ウェ
ルシュルシュルシュルシュ∥∥∥∥著著著著

FFFF

気骨稜気骨稜気骨稜気骨稜々々々々なりなりなりなり 火坂 雅志火坂 雅志火坂 雅志火坂 雅志∥∥∥∥著著著著 NNNN 別別別別れれれれ
フアン  カルロスフアン  カルロスフアン  カルロスフアン  カルロス
オネッティオネッティオネッティオネッティ∥∥∥∥著著著著

FFFF

愛愛愛愛をををを振振振振りりりり込込込込むむむむ 蛭田 亜紗子蛭田 亜紗子蛭田 亜紗子蛭田 亜紗子∥∥∥∥著著著著 NNNN 名名名名もなきもなきもなきもなき人人人人たちのテーブルたちのテーブルたちのテーブルたちのテーブル
マイケル  オンマイケル  オンマイケル  オンマイケル  オン
ダーチェダーチェダーチェダーチェ∥∥∥∥著著著著

FFFF

オーブランのオーブランのオーブランのオーブランの少女少女少女少女 深緑 野分深緑 野分深緑 野分深緑 野分∥∥∥∥著著著著 NNNN タラース・ブーリバタラース・ブーリバタラース・ブーリバタラース・ブーリバ
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

人類資金人類資金人類資金人類資金　　　　上上上上 福井 晴敏福井 晴敏福井 晴敏福井 晴敏∥∥∥∥著著著著 NNNN オートラントオートラントオートラントオートラント綺譚綺譚綺譚綺譚
ロベルト  コトロロベルト  コトロロベルト  コトロロベルト  コトロ
ネーオネーオネーオネーオ∥∥∥∥著著著著

FFFF

潜航潜航潜航潜航せよせよせよせよ 福田 和代福田 和代福田 和代福田 和代∥∥∥∥著著著著 NNNN あたしのカルマのあたしのカルマのあたしのカルマのあたしのカルマの旅旅旅旅
ダーヴィット  ザダーヴィット  ザダーヴィット  ザダーヴィット  ザ
フィアフィアフィアフィア∥∥∥∥著著著著

FFFF

スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・ ゲイリー  シュタイゲイリー  シュタイゲイリー  シュタイゲイリー  シュタイ

8

探偵探偵探偵探偵のののの流儀流儀流儀流儀 福田 栄一福田 栄一福田 栄一福田 栄一∥∥∥∥著著著著 NNNN
スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・スーパー・サッド・トゥルー・ラブ・
ストーリーストーリーストーリーストーリー

ゲイリー  シュタイゲイリー  シュタイゲイリー  シュタイゲイリー  シュタイ
ンガートンガートンガートンガート∥∥∥∥著著著著

FFFF

君君君君のいたのいたのいたのいた日日日日々々々々 藤野 千夜藤野 千夜藤野 千夜藤野 千夜∥∥∥∥著著著著 NNNN バンバンバンバン、、、、バンバンバンバン!!!!はいはいはいはい死死死死んだんだんだんだ
ミュリエル  スパーミュリエル  スパーミュリエル  スパーミュリエル  スパー
クククク∥∥∥∥著著著著

FFFF

士道残照士道残照士道残照士道残照 藤本 藤本 藤本 藤本 ひとみひとみひとみひとみ∥∥∥∥著著著著 NNNN イエロー・バードイエロー・バードイエロー・バードイエロー・バード
ケヴィン  パワーケヴィン  パワーケヴィン  パワーケヴィン  パワー
ズズズズ∥∥∥∥著著著著

FFFF

世界世界世界世界でいちばんでいちばんでいちばんでいちばん美美美美しいしいしいしい 藤谷 治藤谷 治藤谷 治藤谷 治∥∥∥∥著著著著 NNNN 大尉大尉大尉大尉のののの娘娘娘娘
アレクサンドル  セルゲーエヴィアレクサンドル  セルゲーエヴィアレクサンドル  セルゲーエヴィアレクサンドル  セルゲーエヴィ
チ  プーシキンチ  プーシキンチ  プーシキンチ  プーシキン∥∥∥∥著著著著 FFFF

潜入調査潜入調査潜入調査潜入調査 藤田 宜永藤田 宜永藤田 宜永藤田 宜永∥∥∥∥著著著著 NNNN インフェルノインフェルノインフェルノインフェルノ　　　　上下上下上下上下
ダン  ブラウンダン  ブラウンダン  ブラウンダン  ブラウン∥∥∥∥
著著著著

FFFF

背徳背徳背徳背徳のぐるりよざのぐるりよざのぐるりよざのぐるりよざ 古野 古野 古野 古野 まほろまほろまほろまほろ∥∥∥∥著著著著 NNNN 砂砂砂砂
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
ヘルンドルフヘルンドルフヘルンドルフヘルンドルフ∥∥∥∥著著著著

FFFF

みずうみのみずうみのみずうみのみずうみの歌歌歌歌
ほしお さなえほしお さなえほしお さなえほしお さなえ∥∥∥∥
著著著著

NNNN WWWWあるいはあるいはあるいはあるいは子供子供子供子供のののの頃頃頃頃のののの思思思思いいいい出出出出
ジョルジュ  ペレッジョルジュ  ペレッジョルジュ  ペレッジョルジュ  ペレッ
クククク∥∥∥∥著著著著

FFFF

グリードグリードグリードグリード　　　　上下上下上下上下 真山 仁真山 仁真山 仁真山 仁∥∥∥∥著著著著 NNNN 時鐘時鐘時鐘時鐘のののの翼翼翼翼
ルカ  マサーリルカ  マサーリルカ  マサーリルカ  マサーリ∥∥∥∥
著著著著

FFFF

貴族探偵対女探偵貴族探偵対女探偵貴族探偵対女探偵貴族探偵対女探偵 麻耶 雄嵩麻耶 雄嵩麻耶 雄嵩麻耶 雄嵩∥∥∥∥著著著著 NNNN 竜竜竜竜とのとのとのとの舞踏舞踏舞踏舞踏　　　　2222
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

まほろまほろまほろまほろ駅前狂騒曲駅前狂騒曲駅前狂騒曲駅前狂騒曲 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 背教背教背教背教のファラオのファラオのファラオのファラオ
スコット  マリアースコット  マリアースコット  マリアースコット  マリアー
ニニニニ∥∥∥∥著著著著

FFFF

致死量未満致死量未満致死量未満致死量未満のののの殺人殺人殺人殺人 三沢 陽一三沢 陽一三沢 陽一三沢 陽一∥∥∥∥著著著著 NNNN あなたはまだあなたはまだあなたはまだあなたはまだ何何何何もももも知知知知らないらないらないらない
ヴィルジニー  ムヴィルジニー  ムヴィルジニー  ムヴィルジニー  ム
ザザザザ∥∥∥∥著著著著

FFFF

ハナカマキリのハナカマキリのハナカマキリのハナカマキリの祈祈祈祈りりりり 美輪 和音美輪 和音美輪 和音美輪 和音∥∥∥∥著著著著 NNNN スワンプランディアスワンプランディアスワンプランディアスワンプランディア!!!!
カレン  ラッセルカレン  ラッセルカレン  ラッセルカレン  ラッセル
∥∥∥∥著著著著

FFFF

天使天使天使天使のののの柩柩柩柩 村山 由佳村山 由佳村山 由佳村山 由佳∥∥∥∥著著著著 NNNN ハヤブサがハヤブサがハヤブサがハヤブサが守守守守るるるる家家家家
ランサム  リグズランサム  リグズランサム  リグズランサム  リグズ
∥∥∥∥著著著著

FFFF

キウイキウイキウイキウイγγγγはははは時計仕掛時計仕掛時計仕掛時計仕掛けけけけ 森 博嗣森 博嗣森 博嗣森 博嗣∥∥∥∥著著著著 NNNN ジャック・リッチーのあのジャック・リッチーのあのジャック・リッチーのあのジャック・リッチーのあの手手手手このこのこのこの手手手手
ジャック  リッチージャック  リッチージャック  リッチージャック  リッチー
∥∥∥∥著著著著

FFFF

なぎさなぎさなぎさなぎさ 山本 文緒山本 文緒山本 文緒山本 文緒∥∥∥∥著著著著 NNNN 刑事刑事刑事刑事コロンボコロンボコロンボコロンボ13131313のののの事件簿事件簿事件簿事件簿
ウィリアム  リンクウィリアム  リンクウィリアム  リンクウィリアム  リンク
∥∥∥∥著著著著

FFFF

我我我我にににに秘薬秘薬秘薬秘薬ありありありあり 山崎 光夫山崎 光夫山崎 光夫山崎 光夫∥∥∥∥著著著著 NNNN
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文庫文庫文庫文庫 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））））

地下迷宮地下迷宮地下迷宮地下迷宮のののの魔術師 魔術師 魔術師 魔術師 ロンドンロンドンロンドンロンドン警視警視警視警視
庁特殊犯罪課庁特殊犯罪課庁特殊犯罪課庁特殊犯罪課3333

ベン  アーロノベン  アーロノベン  アーロノベン  アーロノ
ヴィッチヴィッチヴィッチヴィッチ∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF ゆうかんなゆうかんなゆうかんなゆうかんな女女女女のののの子子子子ラモーナラモーナラモーナラモーナ
ベバリイ  クリアベバリイ  クリアベバリイ  クリアベバリイ  クリア
リーリーリーリー∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF

エンダーのゲームエンダーのゲームエンダーのゲームエンダーのゲーム　　　　上下上下上下上下
オースン  スコットオースン  スコットオースン  スコットオースン  スコット
カードカードカードカード∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF
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下下下下
巻巻巻巻

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

暗殺者暗殺者暗殺者暗殺者のののの鎮魂鎮魂鎮魂鎮魂
マーク  グリーマーク  グリーマーク  グリーマーク  グリー
ニーニーニーニー∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF カンヴァスのカンヴァスのカンヴァスのカンヴァスの向向向向こうこうこうこう側側側側
フィン  セッテホフィン  セッテホフィン  セッテホフィン  セッテホ
ルムルムルムルム∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF

私私私私のののの職場職場職場職場はラスベガスはラスベガスはラスベガスはラスベガス
デボラ  クーンツデボラ  クーンツデボラ  クーンツデボラ  クーンツ
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF ユリシーズ・ムーアとユリシーズ・ムーアとユリシーズ・ムーアとユリシーズ・ムーアと空想空想空想空想のののの旅人旅人旅人旅人
PierdomenicoPierdomenicoPierdomenicoPierdomenico
Baccalario∥Baccalario∥Baccalario∥Baccalario∥著著著著

KFKFKFKF

デーモンデーモンデーモンデーモン　　　　上下上下上下上下
ダニエル  スアダニエル  スアダニエル  スアダニエル  スア
レースレースレースレース∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF 魔法魔法魔法魔法のつえのつえのつえのつえ
ジョン  バッカンジョン  バッカンジョン  バッカンジョン  バッカン
∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF

戦戦戦戦いのいのいのいの虚空 老人虚空 老人虚空 老人虚空 老人とととと宇宙宇宙宇宙宇宙5555
ジョン  スコルジョン  スコルジョン  スコルジョン  スコル
ジージージージー∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF
タイムスリップタイムスリップタイムスリップタイムスリップ海賊海賊海賊海賊サム・シルバーサム・シルバーサム・シルバーサム・シルバー
2222

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

KFKFKFKF

ツーリストのツーリストのツーリストのツーリストの帰還帰還帰還帰還　　　　上下上下上下上下
オレン  スタインオレン  スタインオレン  スタインオレン  スタイン
ハウアーハウアーハウアーハウアー∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF 危険危険危険危険なななな旅旅旅旅
ジョン  バニヤンジョン  バニヤンジョン  バニヤンジョン  バニヤン
∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF

静静静静かなかなかなかな水水水水のなかでのなかでのなかでのなかで
ヴィヴェカ  ステンヴィヴェカ  ステンヴィヴェカ  ステンヴィヴェカ  ステン
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF 青青青青いいいい鳥鳥鳥鳥
メーテルリンクメーテルリンクメーテルリンクメーテルリンク∥∥∥∥
作作作作

KFKFKFKF

煙煙煙煙とととと骨骨骨骨のののの魔法少女魔法少女魔法少女魔法少女
レイニ  テイラーレイニ  テイラーレイニ  テイラーレイニ  テイラー
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF ぼくらのミステリータウンぼくらのミステリータウンぼくらのミステリータウンぼくらのミステリータウン　　　　10101010 ロン  ロイロン  ロイロン  ロイロン  ロイ∥∥∥∥作作作作 KFKFKFKF

変数人間 変数人間 変数人間 変数人間 ディックディックディックディック短篇傑作選短篇傑作選短篇傑作選短篇傑作選
フィリップ  フィリップ  フィリップ  フィリップ  KKKK....
ディックディックディックディック∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF がむしゃらがむしゃらがむしゃらがむしゃら落語落語落語落語
赤羽 赤羽 赤羽 赤羽 じゅんこじゅんこじゅんこじゅんこ∥∥∥∥
作作作作

KNKNKNKN

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　　　　7777～～～～11111111
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 ルルとララのクリスマスルルとララのクリスマスルルとララのクリスマスルルとララのクリスマス
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
∥∥∥∥作  絵作  絵作  絵作  絵

KNKNKNKN

ねじれたねじれたねじれたねじれた文字文字文字文字、、、、ねじれたねじれたねじれたねじれた路路路路
トム  フランクリントム  フランクリントム  フランクリントム  フランクリン
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF 新妖界新妖界新妖界新妖界ナビ・ルナナビ・ルナナビ・ルナナビ・ルナ　　　　9999 池田 美代子池田 美代子池田 美代子池田 美代子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

空空空空のグラスのグラスのグラスのグラス JJJJ....IIII....ベイカーベイカーベイカーベイカー∥∥∥∥著著著著 BFBFBFBF おしゃれおしゃれおしゃれおしゃれ怪盗怪盗怪盗怪盗クリスタルクリスタルクリスタルクリスタル　　　　3333 伊藤 伊藤 伊藤 伊藤 クミコクミコクミコクミコ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

ブラインドサイトブラインドサイトブラインドサイトブラインドサイト　　　　上下上下上下上下
ピーター  ワッツピーター  ワッツピーター  ワッツピーター  ワッツ
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF からっぽぽっぽからっぽぽっぽからっぽぽっぽからっぽぽっぽ!!!! うどん あこうどん あこうどん あこうどん あこ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

かっぱかっぱかっぱかっぱ夫婦 樽屋三四郎言上帳夫婦 樽屋三四郎言上帳夫婦 樽屋三四郎言上帳夫婦 樽屋三四郎言上帳
11111111

井川 香四郎井川 香四郎井川 香四郎井川 香四郎∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN ようかいとりものちょうようかいとりものちょうようかいとりものちょうようかいとりものちょう　　　　1111 大崎 悌造大崎 悌造大崎 悌造大崎 悌造∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN
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彼女彼女彼女彼女のためのためのためのため生生生生まれたまれたまれたまれた 浦賀 和宏浦賀 和宏浦賀 和宏浦賀 和宏∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN 小学校小学校小学校小学校のののの秘密秘密秘密秘密のののの通路通路通路通路 岡田 淳岡田 淳岡田 淳岡田 淳∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

パロのパロのパロのパロの暗黒 暗黒 暗黒 暗黒 グイン・サーガグイン・サーガグイン・サーガグイン・サーガ131131131131 五代 五代 五代 五代 ゆうゆうゆうゆう∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN 水水水水のののの精精精精とふしぎなカヌーとふしぎなカヌーとふしぎなカヌーとふしぎなカヌー 岡田 淳岡田 淳岡田 淳岡田 淳∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

ショートショートのショートショートのショートショートのショートショートの花束花束花束花束　　　　5555 阿刀田 高阿刀田 高阿刀田 高阿刀田 高∥∥∥∥編編編編 BNBNBNBN 怪談怪談怪談怪談オウマガドキオウマガドキオウマガドキオウマガドキ学園学園学園学園　　　　3333～～～～5555
常光 徹常光 徹常光 徹常光 徹∥∥∥∥責任編責任編責任編責任編
集集集集

KNKNKNKN

鳥少年鳥少年鳥少年鳥少年 皆川 博子皆川 博子皆川 博子皆川 博子∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN 21212121世紀世紀世紀世紀へのへのへのへの旅行旅行旅行旅行
科学技術庁科学技術庁科学技術庁科学技術庁∥∥∥∥監監監監
修修修修

KNKNKNKN

黒猫黒猫黒猫黒猫のののの刹那刹那刹那刹那あるいはあるいはあるいはあるいは卒論指導卒論指導卒論指導卒論指導 森 晶麿森 晶麿森 晶麿森 晶麿∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN 霊界霊界霊界霊界のののの宿題宿題宿題宿題 加藤 一加藤 一加藤 一加藤 一∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

もぐら もぐら もぐら もぐら 凱凱凱凱　　　　上下上下上下上下 矢月 秀作矢月 秀作矢月 秀作矢月 秀作∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN
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　　　　2222時間目時間目時間目時間目・・・・3333
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

彩雲国物語彩雲国物語彩雲国物語彩雲国物語　　　　17171717上下 紫闇上下 紫闇上下 紫闇上下 紫闇のののの玉座玉座玉座玉座 雪乃 紗衣雪乃 紗衣雪乃 紗衣雪乃 紗衣∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN パペットパペットパペットパペット探偵団事件探偵団事件探偵団事件探偵団事件ファイルファイルファイルファイル　　　　1111 如月 如月 如月 如月 かずさかずさかずさかずさ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

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）））） 黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛はははは名探偵名探偵名探偵名探偵!!!!!!!! 楠木 誠一郎楠木 誠一郎楠木 誠一郎楠木 誠一郎∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

C4C4C4C4 魔女魔女魔女魔女のののの診療所診療所診療所診療所　　　　7777・・・・8888 倉橋 燿子倉橋 燿子倉橋 燿子倉橋 燿子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料 秘密秘密秘密秘密のののの花占花占花占花占いいいい 小林 深雪小林 深雪小林 深雪小林 深雪∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

更地更地更地更地のののの向向向向こうこうこうこう側側側側
東北学院大学東北学院大学東北学院大学東北学院大学トポフィリトポフィリトポフィリトポフィリ
アプロジェクトアプロジェクトアプロジェクトアプロジェクト∥∥∥∥編編編編

M212.M212.M212.M212.
3333

さらばさらばさらばさらば自由自由自由自由とととと放埓放埓放埓放埓のののの日日日日々々々々 佐藤 佐藤 佐藤 佐藤 まどかまどかまどかまどか∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

れっつれっつれっつれっつ!!!!シュートシュートシュートシュート!!!!!!!! 次良丸 忍次良丸 忍次良丸 忍次良丸 忍∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

あのこもともだちやまだまやあのこもともだちやまだまやあのこもともだちやまだまやあのこもともだちやまだまや 杉本 深由起杉本 深由起杉本 深由起杉本 深由起∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

わすれもののおつかいわすれもののおつかいわすれもののおつかいわすれもののおつかい 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

悪悪悪悪ガキガキガキガキ7777　　　　2222 宗田 理宗田 理宗田 理宗田 理∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

こよみのくにのこよみのくにのこよみのくにのこよみのくにの魔法魔法魔法魔法つかいつかいつかいつかい!!!!
たざわ りいこたざわ りいこたざわ りいこたざわ りいこ∥∥∥∥文文文文
絵絵絵絵

KNKNKNKN

ゼンリンゼンリンゼンリンゼンリン住宅地図 仙台市 太白区住宅地図 仙台市 太白区住宅地図 仙台市 太白区住宅地図 仙台市 太白区　　　　201310201310201310201310
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ひみつのひみつのひみつのひみつの花便花便花便花便りりりり 田村 理江田村 理江田村 理江田村 理江∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 絵本絵本絵本絵本

パティシエパティシエパティシエパティシエ☆☆☆☆すばる すばる すばる すばる 誕生日誕生日誕生日誕生日ケーケーケーケー
キのキのキのキの秘密秘密秘密秘密

つくも ようこつくも ようこつくも ようこつくも ようこ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN ぺんぎんたいそうぺんぎんたいそうぺんぎんたいそうぺんぎんたいそう 齋藤 槇齋藤 槇齋藤 槇齋藤 槇∥∥∥∥さくさくさくさく EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

トイプードルトイプードルトイプードルトイプードル警察犬警察犬警察犬警察犬カリンとフーガカリンとフーガカリンとフーガカリンとフーガ 中村 文人中村 文人中村 文人中村 文人∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN ぴたっぴたっぴたっぴたっ!!!!
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

ラ・プッツン・エルラ・プッツン・エルラ・プッツン・エルラ・プッツン・エル 名木田 恵子名木田 恵子名木田 恵子名木田 恵子∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN ならんだならんだならんだならんだならんだならんだならんだならんだ
やすえ りえやすえ りえやすえ りえやすえ りえ∥∥∥∥ぶぶぶぶ
んんんん

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

トリシアはトリシアはトリシアはトリシアは魔法魔法魔法魔法のおのおのおのお医者医者医者医者さんさんさんさん!!!!!!!!　　　　6666 南房 秀久南房 秀久南房 秀久南房 秀久∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN こりすのかくれんぼこりすのかくれんぼこりすのかくれんぼこりすのかくれんぼ 西村 豊西村 豊西村 豊西村 豊∥∥∥∥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

せかいでいちばんせかいでいちばんせかいでいちばんせかいでいちばん大大大大きなおいもきなおいもきなおいもきなおいも 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 ばばばあちゃんのクリスマスかざりばばばあちゃんのクリスマスかざりばばばあちゃんのクリスマスかざりばばばあちゃんのクリスマスかざり さとう わきこさとう わきこさとう わきこさとう わきこ∥∥∥∥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

たまたま・たまちゃんたまたま・たまちゃんたまたま・たまちゃんたまたま・たまちゃん 服部 千春服部 千春服部 千春服部 千春∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN あめふらしあめふらしあめふらしあめふらし グリムグリムグリムグリム∥∥∥∥著著著著 EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ

はるかなるはるかなるはるかなるはるかなる絆絆絆絆のバトンのバトンのバトンのバトン 小倉 明小倉 明小倉 明小倉 明∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN うさぎとかめうさぎとかめうさぎとかめうさぎとかめ イソップイソップイソップイソップ∥∥∥∥原作原作原作原作 EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ

黒黒黒黒ずきんちゃんずきんちゃんずきんちゃんずきんちゃん 稗島 千江稗島 千江稗島 千江稗島 千江∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN やまやまのへっぴりじさまやまやまのへっぴりじさまやまやまのへっぴりじさまやまやまのへっぴりじさま 小林 輝子小林 輝子小林 輝子小林 輝子∥∥∥∥再話再話再話再話 EEEEｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛｷｲﾛ

天使天使天使天使がががが知知知知っているっているっているっている
藤本 藤本 藤本 藤本 ひとみひとみひとみひとみ∥∥∥∥原原原原
作作作作

KNKNKNKN
ああああああああ神神神神さまさまさまさま、、、、わたしノスリだったらわたしノスリだったらわたしノスリだったらわたしノスリだったら
よかったよかったよかったよかった

ポーリー  グリーポーリー  グリーポーリー  グリーポーリー  グリー
ンバーグンバーグンバーグンバーグ∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

てのひらてのひらてのひらてのひら咲咲咲咲いたいたいたいた 別司 芳子別司 芳子別司 芳子別司 芳子∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN わたしのすてきなクリスマスツリーわたしのすてきなクリスマスツリーわたしのすてきなクリスマスツリーわたしのすてきなクリスマスツリー
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

ひいきにかんぱいひいきにかんぱいひいきにかんぱいひいきにかんぱい!!!! 宮川 宮川 宮川 宮川 ひろひろひろひろ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN あたまのうえにとりがいますよあたまのうえにとりがいますよあたまのうえにとりがいますよあたまのうえにとりがいますよ
モー  ウィレムズモー  ウィレムズモー  ウィレムズモー  ウィレムズ
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

岳岳岳岳ちゃんはロボットじゃないちゃんはロボットじゃないちゃんはロボットじゃないちゃんはロボットじゃない 三輪 裕子三輪 裕子三輪 裕子三輪 裕子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN としょかんのよるとしょかんのよるとしょかんのよるとしょかんのよる
ローレンツ  パウリローレンツ  パウリローレンツ  パウリローレンツ  パウリ
∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

なぞかけときじろうなぞかけときじろうなぞかけときじろうなぞかけときじろう
もとした いづみもとした いづみもとした いづみもとした いづみ∥∥∥∥
作作作作

KNKNKNKN ナースになりたいクレメンタインナースになりたいクレメンタインナースになりたいクレメンタインナースになりたいクレメンタイン
サイモン  ジェーサイモン  ジェーサイモン  ジェーサイモン  ジェー
ムズムズムズムズ∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

かいてんずしのきょうふかいてんずしのきょうふかいてんずしのきょうふかいてんずしのきょうふ
やまもと しょうぞうやまもと しょうぞうやまもと しょうぞうやまもと しょうぞう
∥∥∥∥作  絵作  絵作  絵作  絵

KNKNKNKN もりのおきゃくさまもりのおきゃくさまもりのおきゃくさまもりのおきゃくさま
ブリントン  タークブリントン  タークブリントン  タークブリントン  ターク
ルルルル∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

100100100100%%%%ガールズガールズガールズガールズ　　　　3333rd seasonrd seasonrd seasonrd season 吉野 万理子吉野 万理子吉野 万理子吉野 万理子∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN きいろいふうせんきいろいふうせんきいろいふうせんきいろいふうせん
シャルロット  デマシャルロット  デマシャルロット  デマシャルロット  デマ
トーントーントーントーン∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ
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チームつばさチームつばさチームつばさチームつばさ 吉野 万理子吉野 万理子吉野 万理子吉野 万理子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 「「「「ニャオニャオニャオニャオ」」」」とウシがなきましたとウシがなきましたとウシがなきましたとウシがなきました エマ  ドッドエマ  ドッドエマ  ドッドエマ  ドッド∥∥∥∥作作作作 EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

チームみらいチームみらいチームみらいチームみらい 吉野 万理子吉野 万理子吉野 万理子吉野 万理子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN ゆきのうえゆきのしたゆきのうえゆきのしたゆきのうえゆきのしたゆきのうえゆきのした
ケイト  メスナーケイト  メスナーケイト  メスナーケイト  メスナー∥∥∥∥
文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

まさかわたしがプリンセスまさかわたしがプリンセスまさかわたしがプリンセスまさかわたしがプリンセス!!!!????　　　　2222 吉野 紅伽吉野 紅伽吉野 紅伽吉野 紅伽∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN
ともだちはすんごくすんごくおっきともだちはすんごくすんごくおっきともだちはすんごくすんごくおっきともだちはすんごくすんごくおっき
なきょうりゅうくんなきょうりゅうくんなきょうりゅうくんなきょうりゅうくん

リチャード  バーリチャード  バーリチャード  バーリチャード  バー
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

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）））） おかあさんのおかあさんのおかあさんのおかあさんの顔顔顔顔
ロディ  ドイルロディ  ドイルロディ  ドイルロディ  ドイル∥∥∥∥
文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

図書館図書館図書館図書館のトリセツのトリセツのトリセツのトリセツ 福本 友美子福本 友美子福本 友美子福本 友美子∥∥∥∥著著著著 K015K015K015K015 クリスマスをみにいったヤシのクリスマスをみにいったヤシのクリスマスをみにいったヤシのクリスマスをみにいったヤシの木木木木
マチュー  シルマチュー  シルマチュー  シルマチュー  シル
ヴァンデールヴァンデールヴァンデールヴァンデール∥∥∥∥
文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

K304K304K304K304 スノーマンとスノードッグスノーマンとスノードッグスノーマンとスノードッグスノーマンとスノードッグ
レイモンド  ブリッグズレイモンド  ブリッグズレイモンド  ブリッグズレイモンド  ブリッグズ∥∥∥∥
キャラクターげんあんキャラクターげんあんキャラクターげんあんキャラクターげんあん EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

国際理解国際理解国際理解国際理解にににに役立役立役立役立つつつつ世界世界世界世界のおのおのおのお金図金図金図金図
鑑鑑鑑鑑　　　　1111～～～～3333

佐藤 英人佐藤 英人佐藤 英人佐藤 英人∥∥∥∥協力協力協力協力 K337K337K337K337 まじょのウィニーまじょのウィニーまじょのウィニーまじょのウィニー
ヴァレリー  トーマヴァレリー  トーマヴァレリー  トーマヴァレリー  トーマ
スススス∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

正正正正しいしいしいしい保健体育保健体育保健体育保健体育　　　　2222 みうら じゅんみうら じゅんみうら じゅんみうら じゅん∥∥∥∥著著著著 K367.9K367.9K367.9K367.9
まじょのウィニーおたんじょうびおまじょのウィニーおたんじょうびおまじょのウィニーおたんじょうびおまじょのウィニーおたんじょうびお
めでとうめでとうめでとうめでとう

ヴァレリー  トーマヴァレリー  トーマヴァレリー  トーマヴァレリー  トーマ
スススス∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

災害災害災害災害にににに負負負負けないけないけないけない防災防災防災防災ハンドブックハンドブックハンドブックハンドブック 堀 清和堀 清和堀 清和堀 清和∥∥∥∥著著著著 K369.3K369.3K369.3K369.3
もじゃひげせんちょうとかいぞくたもじゃひげせんちょうとかいぞくたもじゃひげせんちょうとかいぞくたもじゃひげせんちょうとかいぞくた
ちちちち

コルネーリア  フコルネーリア  フコルネーリア  フコルネーリア  フ
ンケンケンケンケ∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

被爆医師被爆医師被爆医師被爆医師のヒロシマのヒロシマのヒロシマのヒロシマ 肥田 舜太郎肥田 舜太郎肥田 舜太郎肥田 舜太郎∥∥∥∥著著著著
K369.3K369.3K369.3K369.3
7777

ぼくたちのピーナッツぼくたちのピーナッツぼくたちのピーナッツぼくたちのピーナッツ
サイモン  リカサイモン  リカサイモン  リカサイモン  リカ
ティーティーティーティー∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

これからのエネルギーこれからのエネルギーこれからのエネルギーこれからのエネルギー 槌屋 治紀槌屋 治紀槌屋 治紀槌屋 治紀∥∥∥∥著著著著 K501.6K501.6K501.6K501.6
いちばんちいさなクリスマスプレいちばんちいさなクリスマスプレいちばんちいさなクリスマスプレいちばんちいさなクリスマスプレ
ゼントゼントゼントゼント

ピーター  レイノピーター  レイノピーター  レイノピーター  レイノ
ルズルズルズルズ∥∥∥∥ぶん  えぶん  えぶん  えぶん  え

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ

若者若者若者若者のためのまちづくりのためのまちづくりのためのまちづくりのためのまちづくり 服部 圭郎服部 圭郎服部 圭郎服部 圭郎∥∥∥∥著著著著 K518.8K518.8K518.8K518.8
がんばれがんばれがんばれがんばれ!!!!ルルロロ あわあわおばルルロロ あわあわおばルルロロ あわあわおばルルロロ あわあわおば
けけけけ

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∥∥∥∥文文文文

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ラスト・チャンスラスト・チャンスラスト・チャンスラスト・チャンス!!!! 児玉 小枝児玉 小枝児玉 小枝児玉 小枝∥∥∥∥著著著著 K645.6K645.6K645.6K645.6 がんばれがんばれがんばれがんばれ!!!!ルルロロ ママがおねつルルロロ ママがおねつルルロロ ママがおねつルルロロ ママがおねつ
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∥∥∥∥文文文文

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ドキドキめいろのくにドキドキめいろのくにドキドキめいろのくにドキドキめいろのくに
深見 春夫深見 春夫深見 春夫深見 春夫∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

K798K798K798K798 だましえだいくだましえだいくだましえだいくだましえだいく
青山 邦彦青山 邦彦青山 邦彦青山 邦彦∥∥∥∥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

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

サンドイッチいただきますサンドイッチいただきますサンドイッチいただきますサンドイッチいただきます
岡村 志満子岡村 志満子岡村 志満子岡村 志満子∥∥∥∥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

フルーツケーキいただきますフルーツケーキいただきますフルーツケーキいただきますフルーツケーキいただきます
岡村 志満子岡村 志満子岡村 志満子岡村 志満子∥∥∥∥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

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　　　　19 19 19 19 谷川俊太郎谷川俊太郎谷川俊太郎谷川俊太郎

報道写真報道写真報道写真報道写真でわかるでわかるでわかるでわかる朝日新聞必読朝日新聞必読朝日新聞必読朝日新聞必読ニュースニュースニュースニュース　　　　2013201320132013年年年年
版版版版
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おふろのかたつむりおふろのかたつむりおふろのかたつむりおふろのかたつむり 牧野 夏子牧野 夏子牧野 夏子牧野 夏子∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ぼくうまれたよぼくうまれたよぼくうまれたよぼくうまれたよ
花之内 雅吉花之内 雅吉花之内 雅吉花之内 雅吉∥∥∥∥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

のせてよのせてよのせてよのせてよ!!!! 笠野 裕一笠野 裕一笠野 裕一笠野 裕一∥∥∥∥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 きょうはハロウィンきょうはハロウィンきょうはハロウィンきょうはハロウィン 平山 暉彦平山 暉彦平山 暉彦平山 暉彦∥∥∥∥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

ふゆやさいのふゆやすみふゆやさいのふゆやすみふゆやさいのふゆやすみふゆやさいのふゆやすみ 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 おいしいおとおいしいおとおいしいおとおいしいおと!!!!なんのおとなんのおとなんのおとなんのおと????
ふくざわ ゆみこふくざわ ゆみこふくざわ ゆみこふくざわ ゆみこ
∥∥∥∥さく  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

魚助魚助魚助魚助さんさんさんさん
きむら よしおきむら よしおきむら よしおきむら よしお∥∥∥∥
著著著著

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おかしのくにのバレリーナおかしのくにのバレリーナおかしのくにのバレリーナおかしのくにのバレリーナ 犬飼 由美恵犬飼 由美恵犬飼 由美恵犬飼 由美恵∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

おつきさんのぼうしおつきさんのぼうしおつきさんのぼうしおつきさんのぼうし 高木 高木 高木 高木 さんごさんごさんごさんご∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ ぼくはうんてんしぼくはうんてんしぼくはうんてんしぼくはうんてんし くさの たきくさの たきくさの たきくさの たき∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ほしぞらでんしゃりゅうせいごうほしぞらでんしゃりゅうせいごうほしぞらでんしゃりゅうせいごうほしぞらでんしゃりゅうせいごう
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 ゆきがふるゆきがふるゆきがふるゆきがふる 蜂飼 耳蜂飼 耳蜂飼 耳蜂飼 耳∥∥∥∥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

恐竜恐竜恐竜恐竜トリケラトプスうみをわたるトリケラトプスうみをわたるトリケラトプスうみをわたるトリケラトプスうみをわたる
黒川 黒川 黒川 黒川 みつひろみつひろみつひろみつひろ∥∥∥∥
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
れいぞうこのなかのなっとうざむられいぞうこのなかのなっとうざむられいぞうこのなかのなっとうざむられいぞうこのなかのなっとうざむら
いいいい

漫画兄弟漫画兄弟漫画兄弟漫画兄弟∥∥∥∥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

かなとやまのおたからかなとやまのおたからかなとやまのおたからかなとやまのおたから 土田 佳代子土田 佳代子土田 佳代子土田 佳代子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ うめぼしくんのおうちうめぼしくんのおうちうめぼしくんのおうちうめぼしくんのおうち モカモカモカモカ子子子子∥∥∥∥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

ぞうはどこへもいかないぞうはどこへもいかないぞうはどこへもいかないぞうはどこへもいかない 五味 太郎五味 太郎五味 太郎五味 太郎∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ どこどこどこどこ???? 山形 明美山形 明美山形 明美山形 明美∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

やねうらホテルやねうらホテルやねうらホテルやねうらホテル いとう せつこいとう せつこいとう せつこいとう せつこ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ くまさぶろうくまさぶろうくまさぶろうくまさぶろう もり ひさしもり ひさしもり ひさしもり ひさし∥∥∥∥著著著著 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

しろうさぎとりんごのしろうさぎとりんごのしろうさぎとりんごのしろうさぎとりんごの木木木木 石井 睦美石井 睦美石井 睦美石井 睦美∥∥∥∥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 おによりつよいおよめさんおによりつよいおよめさんおによりつよいおよめさんおによりつよいおよめさん 井上 井上 井上 井上 ようようようよう子子子子∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ティニーティニーティニーティニー
かわむら げんきかわむら げんきかわむら げんきかわむら げんき
∥∥∥∥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 ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

ポコポコドーナツポコポコドーナツポコポコドーナツポコポコドーナツ
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 V626V626V626V626

おむかえワニさんおむかえワニさんおむかえワニさんおむかえワニさん
陣崎 草子陣崎 草子陣崎 草子陣崎 草子∥∥∥∥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 おもひでぽろぽろおもひでぽろぽろおもひでぽろぽろおもひでぽろぽろ
高畑 勲高畑 勲高畑 勲高畑 勲∥∥∥∥脚本脚本脚本脚本
監督監督監督監督

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

フルーツがきるフルーツがきるフルーツがきるフルーツがきる!!!! 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 耳耳耳耳をすませばをすませばをすませばをすませば 近藤 喜文近藤 喜文近藤 喜文近藤 喜文∥∥∥∥監督監督監督監督
V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

おつかいくんおつかいくんおつかいくんおつかいくん
鈴木 鈴木 鈴木 鈴木 のりたけのりたけのりたけのりたけ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ 魔女魔女魔女魔女のののの宅急便宅急便宅急便宅急便
宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿宮崎 駿∥∥∥∥ﾌﾟﾛﾌﾟﾛﾌﾟﾛﾌﾟﾛ
ﾃﾞｭｰｽ ﾃﾞｭｰｽ ﾃﾞｭｰｽ ﾃﾞｭｰｽ 脚本 監督脚本 監督脚本 監督脚本 監督

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

鈴木 鈴木 鈴木 鈴木 のりたけのりたけのりたけのりたけ∥∥∥∥ ﾐｯｼｪﾙ･ｵｽﾛﾐｯｼｪﾙ･ｵｽﾛﾐｯｼｪﾙ･ｵｽﾛﾐｯｼｪﾙ･ｵｽﾛ∥∥∥∥脚脚脚脚 V778.7V778.7V778.7V778.7

野菜野菜野菜野菜づくりのコツとづくりのコツとづくりのコツとづくりのコツと裏裏裏裏ワザワザワザワザ　　　　1111・・・・2222
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ぼくのふとんぼくのふとんぼくのふとんぼくのふとん
鈴木 鈴木 鈴木 鈴木 のりたけのりたけのりたけのりたけ∥∥∥∥
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 夜夜夜夜のとばりののとばりののとばりののとばりの物語物語物語物語
ﾐｯｼｪﾙ･ｵｽﾛﾐｯｼｪﾙ･ｵｽﾛﾐｯｼｪﾙ･ｵｽﾛﾐｯｼｪﾙ･ｵｽﾛ∥∥∥∥脚脚脚脚
本 監督本 監督本 監督本 監督

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

ヤッホーホイホーヤッホーホイホーヤッホーホイホーヤッホーホイホー
スズキ コージスズキ コージスズキ コージスズキ コージ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

クリスマスのおばけクリスマスのおばけクリスマスのおばけクリスマスのおばけ
せな けいこせな けいこせな けいこせな けいこ∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

はーくしょいはーくしょいはーくしょいはーくしょい
せな けいこせな けいこせな けいこせな けいこ∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

あめのひのくまちゃんあめのひのくまちゃんあめのひのくまちゃんあめのひのくまちゃん 高橋 和枝高橋 和枝高橋 和枝高橋 和枝∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

クレヨンどうぶつなぁーにクレヨンどうぶつなぁーにクレヨンどうぶつなぁーにクレヨンどうぶつなぁーに????
高氏 雅昭高氏 雅昭高氏 雅昭高氏 雅昭∥∥∥∥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

しろちゃんとはりちゃんしろちゃんとはりちゃんしろちゃんとはりちゃんしろちゃんとはりちゃん
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
絵絵絵絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

つんつくせんせいとまほうのじゅうつんつくせんせいとまほうのじゅうつんつくせんせいとまほうのじゅうつんつくせんせいとまほうのじゅう
たんたんたんたん

たかどの ほうこたかどの ほうこたかどの ほうこたかどの ほうこ∥∥∥∥
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

まよいみちこさんまよいみちこさんまよいみちこさんまよいみちこさん
もとした いづみもとした いづみもとした いづみもとした いづみ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

こいしがどしーんこいしがどしーんこいしがどしーんこいしがどしーん
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

そらとぶアヒルそらとぶアヒルそらとぶアヒルそらとぶアヒル
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

うんこしりとりうんこしりとりうんこしりとりうんこしりとり
tupera tupera∥tupera tupera∥tupera tupera∥tupera tupera∥
著著著著

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ぼくのへやのりすくんぼくのへやのりすくんぼくのへやのりすくんぼくのへやのりすくん とりごえ まりとりごえ まりとりごえ まりとりごえ まり∥∥∥∥著著著著 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ないたあかおにないたあかおにないたあかおにないたあかおに 浜田 廣介浜田 廣介浜田 廣介浜田 廣介∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

おばけのドレスおばけのドレスおばけのドレスおばけのドレス
はせがわ さとみはせがわ さとみはせがわ さとみはせがわ さとみ
∥∥∥∥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

ごあいさつなあにごあいさつなあにごあいさつなあにごあいさつなあに
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∥∥∥∥
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
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