
購入図書案内購入図書案内購入図書案内購入図書案内　　　　　　　　2222月号月号月号月号 大久保家秘蔵写真大久保家秘蔵写真大久保家秘蔵写真大久保家秘蔵写真
大久保 利泰大久保 利泰大久保 利泰大久保 利泰∥∥∥∥監監監監
修修修修

288.3288.3288.3288.3

2013201320132013年年年年12121212月受入分月受入分月受入分月受入分　　　　NoNoNoNo....276276276276　　　　名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館名 取 市 図 書 館 今上天皇今上天皇今上天皇今上天皇つくらざるつくらざるつくらざるつくらざる尊厳尊厳尊厳尊厳 明石 元紹明石 元紹明石 元紹明石 元紹∥∥∥∥著著著著 288.41288.41288.41288.41

総記総記総記総記
万葉集万葉集万葉集万葉集があばくがあばくがあばくがあばく捏造捏造捏造捏造されたされたされたされた天皇天皇天皇天皇・・・・
天智天智天智天智　　　　上下上下上下上下

渡辺 康則渡辺 康則渡辺 康則渡辺 康則∥∥∥∥著著著著 288.41288.41288.41288.41

「「「「いいねいいねいいねいいね!!!!」」」」がががが社会社会社会社会をををを破壊破壊破壊破壊するするするする 楡 周平楡 周平楡 周平楡 周平∥∥∥∥著著著著 007.3007.3007.3007.3
熔熔熔熔けるけるけるける　　　　大王製紙前会長井川意大王製紙前会長井川意大王製紙前会長井川意大王製紙前会長井川意
高高高高のののの懺悔録懺悔録懺悔録懺悔録

井川 意高井川 意高井川 意高井川 意高∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

いちばんやさしいアルゴリズムのいちばんやさしいアルゴリズムのいちばんやさしいアルゴリズムのいちばんやさしいアルゴリズムの
本本本本

みわ よしこみわ よしこみわ よしこみわ よしこ∥∥∥∥著著著著 007.64007.64007.64007.64
白洲次郎白洲次郎白洲次郎白洲次郎のののの 　　　　日本日本日本日本のののの属国化属国化属国化属国化をををを
背負背負背負背負ったったったった「「「「売国者売国者売国者売国者ジョンジョンジョンジョン」」」」

鬼塚 英昭鬼塚 英昭鬼塚 英昭鬼塚 英昭∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

図書館図書館図書館図書館とととと表現表現表現表現のののの自由自由自由自由 松井 茂記松井 茂記松井 茂記松井 茂記∥∥∥∥著著著著 010.1010.1010.1010.1 黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛　　　　知知知知とととと情情情情のののの軍師軍師軍師軍師 童門 冬二童門 冬二童門 冬二童門 冬二∥∥∥∥著著著著 289.1289.1289.1289.1

私私私私のののの出合出合出合出合ったったったった人人人人・・・・本本本本・・・・山山山山 平川 千宏平川 千宏平川 千宏平川 千宏∥∥∥∥著著著著 010.4010.4010.4010.4
わたしはマララわたしはマララわたしはマララわたしはマララ　　　　教育教育教育教育のためにのためにのためにのために立立立立ちちちち
上上上上がりがりがりがり、、、、タリバンにタリバンにタリバンにタリバンに撃撃撃撃たれたたれたたれたたれた少女少女少女少女

マララマララマララマララ　　　　ユスフザユスフザユスフザユスフザ
イイイイ∥∥∥∥著著著著

289.2289.2289.2289.2

017.017.017.017.
皇帝皇帝皇帝皇帝フリードリッヒフリードリッヒフリードリッヒフリードリッヒ二世二世二世二世のののの生涯生涯生涯生涯　　　　上上上上
下下下下

塩野 七生塩野 七生塩野 七生塩野 七生∥∥∥∥著著著著 289.3289.3289.3289.3

鳥取鳥取鳥取鳥取・・・・羽合小羽合小羽合小羽合小「「「「アロハアロハアロハアロハ図書館図書館図書館図書館タイタイタイタイ
ムムムム」」」」はじめますはじめますはじめますはじめます。。。。

北田 明美北田 明美北田 明美北田 明美∥∥∥∥著著著著 017.2017.2017.2017.2
ヴェルヌのヴェルヌのヴェルヌのヴェルヌの『『『『八十日間世界一周八十日間世界一周八十日間世界一周八十日間世界一周』』』』
にににに挑挑挑挑むむむむ

マシューマシューマシューマシュー　　　　グッドグッドグッドグッド
マンマンマンマン∥∥∥∥著著著著

290.9290.9290.9290.9

学校図書館活用学校図書館活用学校図書館活用学校図書館活用あらかわモデルあらかわモデルあらかわモデルあらかわモデル
プランプランプランプラン

荒川区荒川区荒川区荒川区∥∥∥∥編編編編 017.2017.2017.2017.2 世界世界世界世界のののの秘境秘境秘境秘境40404040 西遊旅行西遊旅行西遊旅行西遊旅行∥∥∥∥編編編編 290.93290.93290.93290.93

一冊一冊一冊一冊のののの本本本本がががが学級学級学級学級をををを変変変変えるえるえるえる 多賀 一郎多賀 一郎多賀 一郎多賀 一郎∥∥∥∥著著著著 019.2019.2019.2019.2 291.36291.36291.36291.36

楽楽楽楽しいしいしいしい豆本豆本豆本豆本のののの作作作作りかたりかたりかたりかた 赤井 都赤井 都赤井 都赤井 都∥∥∥∥著著著著 022.8022.8022.8022.8 291.36291.36291.36291.36

本本本本をををを愛愛愛愛しすぎたしすぎたしすぎたしすぎた男男男男
アリソンアリソンアリソンアリソン　　　　フーヴァーフーヴァーフーヴァーフーヴァー
バートレットバートレットバートレットバートレット∥∥∥∥著著著著 024.9024.9024.9024.9 えんじょもんのえんじょもんのえんじょもんのえんじょもんの金沢逍遙金沢逍遙金沢逍遙金沢逍遙 丸山 久美子丸山 久美子丸山 久美子丸山 久美子∥∥∥∥著著著著 291.43291.43291.43291.43

アカシックファイルアカシックファイルアカシックファイルアカシックファイル 明石 散人明石 散人明石 散人明石 散人∥∥∥∥著著著著 049.049.049.049.
京都京都京都京都てくてくちょっとてくてくちょっとてくてくちょっとてくてくちょっと大人大人大人大人のはんのはんのはんのはん
なりなりなりなり散歩散歩散歩散歩

伊藤 伊藤 伊藤 伊藤 まさこまさこまさこまさこ∥∥∥∥著著著著 291.62291.62291.62291.62

2020202020202020年新聞年新聞年新聞年新聞はははは生生生生きききき残残残残れるかれるかれるかれるか 長谷川 幸洋長谷川 幸洋長谷川 幸洋長谷川 幸洋∥∥∥∥著著著著 070.1070.1070.1070.1 あたらしいあたらしいあたらしいあたらしい沖縄旅行沖縄旅行沖縄旅行沖縄旅行
セソコ マサユキセソコ マサユキセソコ マサユキセソコ マサユキ
∥∥∥∥著著著著

291.99291.99291.99291.99

哲学哲学哲学哲学・・・・宗教宗教宗教宗教 インドインドインドインド通通通通 大谷 幸三大谷 幸三大谷 幸三大谷 幸三∥∥∥∥著著著著 292.5292.5292.5292.5

もしもしもしもし僕僕僕僕がいまがいまがいまがいま25252525歳歳歳歳ならならならなら、、、、こんなこんなこんなこんな50505050 イタリアでのことイタリアでのことイタリアでのことイタリアでのこと　　　　旅旅旅旅でででで出会出会出会出会ったったったった、、、、

はじめようはじめようはじめようはじめよう学校図書館学校図書館学校図書館学校図書館　　　　7777・・・・8888

るるぶるるぶるるぶるるぶ東京駅東京駅東京駅東京駅　　　　2013201320132013

超詳細超詳細超詳細超詳細!!!!東京東京東京東京さんぽさんぽさんぽさんぽ地図地図地図地図
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もしもしもしもし僕僕僕僕がいまがいまがいまがいま25252525歳歳歳歳ならならならなら、、、、こんなこんなこんなこんな50505050
のやりたいことがあるのやりたいことがあるのやりたいことがあるのやりたいことがある。。。。

松浦 弥太郎松浦 弥太郎松浦 弥太郎松浦 弥太郎∥∥∥∥著著著著 159159159159
イタリアでのことイタリアでのことイタリアでのことイタリアでのこと　　　　旅旅旅旅でででで出会出会出会出会ったったったった、、、、
マンマとヴィーノとパッシオーネマンマとヴィーノとパッシオーネマンマとヴィーノとパッシオーネマンマとヴィーノとパッシオーネ

平澤 平澤 平澤 平澤 まりこまりこまりこまりこ∥∥∥∥著著著著 293.7293.7293.7293.7

ビジネスをつくるビジネスをつくるビジネスをつくるビジネスをつくる仕事仕事仕事仕事 小林 敬幸小林 敬幸小林 敬幸小林 敬幸∥∥∥∥著著著著 159.4159.4159.4159.4 ロシアロシアロシアロシア四季暦四季暦四季暦四季暦 小宮 豊小宮 豊小宮 豊小宮 豊∥∥∥∥編著編著編著編著 293.8293.8293.8293.8

働働働働くくくく。。。。なぜなぜなぜなぜ???? 中澤 二朗中澤 二朗中澤 二朗中澤 二朗∥∥∥∥著著著著 159.4159.4159.4159.4 カナダ・カナダ・カナダ・カナダ・寄寄寄寄りりりり道回道回道回道回りりりり道道道道 落合 晴江落合 晴江落合 晴江落合 晴江∥∥∥∥著著著著 295.1295.1295.1295.1

死死死死をををを越越越越えてえてえてえて　「　「　「　「生生生生きかたきかたきかたきかた上手上手上手上手」」」」のののの言言言言
葉葉葉葉150150150150

日野原 重明日野原 重明日野原 重明日野原 重明∥∥∥∥著著著著 159.79159.79159.79159.79 はじめてはじめてはじめてはじめて出会出会出会出会うカナダうカナダうカナダうカナダ
日本日本日本日本カナダカナダカナダカナダ学会学会学会学会
∥∥∥∥編編編編

295.1295.1295.1295.1

おおおお伊勢参伊勢参伊勢参伊勢参りとりとりとりと熊野詣熊野詣熊野詣熊野詣 池田 雅之池田 雅之池田 雅之池田 雅之∥∥∥∥編著編著編著編著 175.8175.8175.8175.8 カナダカナダカナダカナダ「「「「地域地域地域地域」」」」とととと「「「「国国国国」」」」をををを旅旅旅旅するするするする 真壁 知子真壁 知子真壁 知子真壁 知子∥∥∥∥著著著著 295.1295.1295.1295.1

熊野信仰熊野信仰熊野信仰熊野信仰のののの世界世界世界世界 豊島 修豊島 修豊島 修豊島 修∥∥∥∥著著著著 175.97175.97175.97175.97 プリンス・エドワードプリンス・エドワードプリンス・エドワードプリンス・エドワード島島島島 吉村 和敏吉村 和敏吉村 和敏吉村 和敏∥∥∥∥著著著著 295.13295.13295.13295.13

歴史歴史歴史歴史・・・・地理地理地理地理 草原草原草原草原につづくにつづくにつづくにつづく赤赤赤赤いいいい道道道道 吉村 和敏吉村 和敏吉村 和敏吉村 和敏∥∥∥∥著著著著 295.13295.13295.13295.13

エミシとヤマトエミシとヤマトエミシとヤマトエミシとヤマト　　　　鉄鉄鉄鉄とととと馬馬馬馬とととと黄金黄金黄金黄金のののの争争争争
奪奪奪奪

千城 央千城 央千城 央千城 央∥∥∥∥著著著著 210.3210.3210.3210.3 二二二二つのつのつのつの言葉言葉言葉言葉のののの町町町町モントリオールモントリオールモントリオールモントリオール 原 章二原 章二原 章二原 章二∥∥∥∥著著著著 295.14295.14295.14295.14

キリシタンキリシタンキリシタンキリシタン将軍伊達政宗将軍伊達政宗将軍伊達政宗将軍伊達政宗 大泉 光一大泉 光一大泉 光一大泉 光一∥∥∥∥著著著著 210.52210.52210.52210.52
バンクーバーはなぜバンクーバーはなぜバンクーバーはなぜバンクーバーはなぜ世界一住世界一住世界一住世界一住みみみみ
やすいやすいやすいやすい都市都市都市都市なのかなのかなのかなのか

香川 貴志香川 貴志香川 貴志香川 貴志∥∥∥∥著著著著 295.17295.17295.17295.17

日本人日本人日本人日本人はなぜはなぜはなぜはなぜ特攻特攻特攻特攻をををを選選選選んだのかんだのかんだのかんだのか 黄 文雄黄 文雄黄 文雄黄 文雄∥∥∥∥著著著著 210.75210.75210.75210.75 295.17295.17295.17295.17

夕凪夕凪夕凪夕凪((((ゆーどぅりぃゆーどぅりぃゆーどぅりぃゆーどぅりぃ))))のののの島島島島 大田 静男大田 静男大田 静男大田 静男∥∥∥∥著著著著 219.9219.9219.9219.9
THIS IS GUIDE BOOK INTHIS IS GUIDE BOOK INTHIS IS GUIDE BOOK INTHIS IS GUIDE BOOK IN
HawaiiHawaiiHawaiiHawaii

赤澤 赤澤 赤澤 赤澤 かおりかおりかおりかおり∥∥∥∥著著著著 297.6297.6297.6297.6

琉球王国琉球王国琉球王国琉球王国がわかるがわかるがわかるがわかる!!!! 吉成 直樹吉成 直樹吉成 直樹吉成 直樹∥∥∥∥監修監修監修監修 219.9219.9219.9219.9 北極男北極男北極男北極男 荻田 泰永荻田 泰永荻田 泰永荻田 泰永∥∥∥∥著著著著 297.8297.8297.8297.8

インダスインダスインダスインダス文明文明文明文明のののの謎謎謎謎 長田 俊樹長田 俊樹長田 俊樹長田 俊樹∥∥∥∥著著著著 225.02225.02225.02225.02 社会科学社会科学社会科学社会科学

カナダのカナダのカナダのカナダの歴史歴史歴史歴史　　　　大英帝国大英帝国大英帝国大英帝国のののの忠誠忠誠忠誠忠誠
なななな長女長女長女長女

木村 和男木村 和男木村 和男木村 和男∥∥∥∥ほかほかほかほか
著著著著

251251251251 ミャンマーをミャンマーをミャンマーをミャンマーを知知知知るためのるためのるためのるための60606060章章章章 田村 克己田村 克己田村 克己田村 克己∥∥∥∥編著編著編著編著 302.24302.24302.24302.24

自分史自分史自分史自分史のののの書書書書きききき方方方方 立花 隆立花 隆立花 隆立花 隆∥∥∥∥著著著著 280.7280.7280.7280.7 イタリアをイタリアをイタリアをイタリアを知知知知るためのるためのるためのるための62626262章章章章 村上 義和村上 義和村上 義和村上 義和∥∥∥∥編著編著編著編著 302.37302.37302.37302.37

玄人玄人玄人玄人ですものですものですものですもの　　　　室井滋室井滋室井滋室井滋のオシゴトのオシゴトのオシゴトのオシゴト
探検探検探検探検

室井 滋室井 滋室井 滋室井 滋∥∥∥∥著著著著 281.04281.04281.04281.04 カナダをカナダをカナダをカナダを知知知知るためのるためのるためのるための60606060章章章章 綾部 恒雄綾部 恒雄綾部 恒雄綾部 恒雄∥∥∥∥編著編著編著編著 302.51302.51302.51302.51

バンクーバー・カナディアンロッキーバンクーバー・カナディアンロッキーバンクーバー・カナディアンロッキーバンクーバー・カナディアンロッキー

1



現代現代現代現代カナダをカナダをカナダをカナダを知知知知るためのるためのるためのるための57575757章章章章 飯野 正子飯野 正子飯野 正子飯野 正子∥∥∥∥編著編著編著編著 302.51302.51302.51302.51 被災地被災地被災地被災地からからからから問問問問うこのうこのうこのうこの国国国国のかたちのかたちのかたちのかたち 玄侑 宗久玄侑 宗久玄侑 宗久玄侑 宗久∥∥∥∥著著著著 369.36369.36369.36369.36

304304304304 脱脱脱脱フクシマフクシマフクシマフクシマ論論論論 星 亮一星 亮一星 亮一星 亮一∥∥∥∥著著著著 369.36369.36369.36369.36

角栄角栄角栄角栄のおのおのおのお庭番朝賀昭庭番朝賀昭庭番朝賀昭庭番朝賀昭 中澤 雄大中澤 雄大中澤 雄大中澤 雄大∥∥∥∥著著著著 312.1312.1312.1312.1 変身変身変身変身　　　　メルトダウンメルトダウンメルトダウンメルトダウン後後後後のののの世界世界世界世界 堀 潤堀 潤堀 潤堀 潤∥∥∥∥著著著著 369.36369.36369.36369.36

田中角栄田中角栄田中角栄田中角栄にににに消消消消えたえたえたえた闇闇闇闇ガネガネガネガネ 森 省歩森 省歩森 省歩森 省歩∥∥∥∥著著著著 312.1312.1312.1312.1 子子子子どものどものどものどもの心心心心がががが聞聞聞聞こえますかこえますかこえますかこえますか???? 長谷部 葉子長谷部 葉子長谷部 葉子長谷部 葉子∥∥∥∥著著著著 371.45371.45371.45371.45

「「「「人間人間人間人間のののの復興復興復興復興」」」」へへへへ　Ｖｏｌ．　Ｖｏｌ．　Ｖｏｌ．　Ｖｏｌ．１１１１・・・・２２２２
公明新聞  東日公明新聞  東日公明新聞  東日公明新聞  東日
本大震災取材班本大震災取材班本大震災取材班本大震災取材班

315.1315.1315.1315.1 好好好好きなのにはワケがあるきなのにはワケがあるきなのにはワケがあるきなのにはワケがある 岩宮 恵子岩宮 恵子岩宮 恵子岩宮 恵子∥∥∥∥著著著著 371.47371.47371.47371.47

道州制道州制道州制道州制でででで日本日本日本日本はこうはこうはこうはこう変変変変わるわるわるわる 田村 秀田村 秀田村 秀田村 秀∥∥∥∥著著著著 318.18318.18318.18318.18 学校安全学校安全学校安全学校安全とととと危機管理危機管理危機管理危機管理 渡邉 正樹渡邉 正樹渡邉 正樹渡邉 正樹∥∥∥∥編著編著編著編著 374374374374

改革派知事改革派知事改革派知事改革派知事のののの時代時代時代時代 川竹 大輔川竹 大輔川竹 大輔川竹 大輔∥∥∥∥著著著著 318.2318.2318.2318.2
教室教室教室教室・・・・校庭校庭校庭校庭・・・・行事行事行事行事をををを飾飾飾飾るカラフルるカラフルるカラフルるカラフル
バルーンアートバルーンアートバルーンアートバルーンアート

大石 亜由美大石 亜由美大石 亜由美大石 亜由美∥∥∥∥著著著著 376.16376.16376.16376.16

自治体自治体自治体自治体のののの個人情報保護個人情報保護個人情報保護個人情報保護とととと共有共有共有共有のののの
実務実務実務実務

岡本 正岡本 正岡本 正岡本 正∥∥∥∥編著編著編著編著 318.5318.5318.5318.5
アスペルガーアスペルガーアスペルガーアスペルガー症候群症候群症候群症候群へのへのへのへの支援支援支援支援
思春期編思春期編思春期編思春期編

ブレンダブレンダブレンダブレンダ　　　　スミススミススミススミス
マイルズマイルズマイルズマイルズ∥∥∥∥著著著著

378378378378

日中反目日中反目日中反目日中反目のののの連鎖連鎖連鎖連鎖をををを断断断断とうとうとうとう 浅野 勝人浅野 勝人浅野 勝人浅野 勝人∥∥∥∥著著著著 319.1319.1319.1319.1 ほめてほめてほめてほめて伸伸伸伸ばそうアスペルガーのばそうアスペルガーのばそうアスペルガーのばそうアスペルガーの子子子子 ジョンジョンジョンジョン　　　　スミススミススミススミス∥∥∥∥著著著著 378378378378

男男男男のののの離婚読本離婚読本離婚読本離婚読本　　　　損損損損せずせずせずせず別別別別れるれるれるれる 飯野 飯野 飯野 飯野 たからたからたからたから∥∥∥∥著著著著 324.62324.62324.62324.62 自閉症自閉症自閉症自閉症のののの子子子子どものどものどものどもの指導法指導法指導法指導法
クリスティクリスティクリスティクリスティ　　　　LLLL....マグマグマグマグ
ナセンナセンナセンナセン∥∥∥∥著著著著

378378378378

私私私私はははは負負負負けないけないけないけない　「　「　「　「郵便不正事件郵便不正事件郵便不正事件郵便不正事件」」」」
はこうしてはこうしてはこうしてはこうして作作作作られたられたられたられた

村木 厚子村木 厚子村木 厚子村木 厚子∥∥∥∥著著著著 326.21326.21326.21326.21
ママママママママ、、、、言言言言わないでわないでわないでわないで!!!!子子子子どもがどもがどもがどもが自信自信自信自信
をををを失失失失うううう言葉言葉言葉言葉66666666

曽田 照子曽田 照子曽田 照子曽田 照子∥∥∥∥著著著著 379.9379.9379.9379.9

塀塀塀塀のののの中中中中のののの患者様患者様患者様患者様　　　　刑務所医師刑務所医師刑務所医師刑務所医師がががが
見見見見たたたた驚驚驚驚きのきのきのきの獄中生活獄中生活獄中生活獄中生活

日向 正光日向 正光日向 正光日向 正光∥∥∥∥著著著著 326.52326.52326.52326.52
小学校入学前小学校入学前小学校入学前小学校入学前にことばのにことばのにことばのにことばの力力力力をつをつをつをつ
けるけるけるける魔法魔法魔法魔法のののの本棚本棚本棚本棚

中島 克治中島 克治中島 克治中島 克治∥∥∥∥著著著著 379.9379.9379.9379.9

裁判員裁判員裁判員裁判員にににに選選選選ばれたらばれたらばれたらばれたら 田中 克人田中 克人田中 克人田中 克人∥∥∥∥著著著著
B327.6B327.6B327.6B327.6

7777
カナダカナダカナダカナダ先住民先住民先住民先住民のののの世界世界世界世界 浅井 晃浅井 晃浅井 晃浅井 晃∥∥∥∥著著著著 382.51382.51382.51382.51

329.3329.3329.3329.3
明治明治明治明治のこころのこころのこころのこころ　　　　モースがモースがモースがモースが見見見見たたたた庶民庶民庶民庶民
のくらしのくらしのくらしのくらし

小林 淳一小林 淳一小林 淳一小林 淳一∥∥∥∥編著編著編著編著 383.93383.93383.93383.93

329.3329.3329.3329.3 デキるデキるデキるデキる大人大人大人大人のののの振振振振るるるる舞舞舞舞いいいい大全大全大全大全
なるほどなるほどなるほどなるほど倶楽部倶楽部倶楽部倶楽部
∥∥∥∥編編編編

385.9385.9385.9385.9

EUEUEUEU<<<<欧州連合欧州連合欧州連合欧州連合>>>>をををを知知知知るためのるためのるためのるための63636363章章章章
羽場 久美子羽場 久美子羽場 久美子羽場 久美子∥∥∥∥編編編編
著著著著

329.37329.37329.37329.37 白山信仰白山信仰白山信仰白山信仰のののの謎謎謎謎とととと被差別部落被差別部落被差別部落被差別部落 前田 速夫前田 速夫前田 速夫前田 速夫∥∥∥∥著著著著 387387387387

小宮一慶小宮一慶小宮一慶小宮一慶のののの1111分分分分でででで読読読読むむむむ!!!!「「「「日経新日経新日経新日経新 最後最後最後最後のゼロファイターのゼロファイターのゼロファイターのゼロファイター　　　　本田稔本田稔本田稔本田稔・・・・

国際協力機構 年次報告 国際協力機構 年次報告 国際協力機構 年次報告 国際協力機構 年次報告 2013 2013 2013 2013 別冊別冊別冊別冊((((資料編資料編資料編資料編))))

文藝春秋文藝春秋文藝春秋文藝春秋オピニオンオピニオンオピニオンオピニオン2014201420142014年年年年のののの論点論点論点論点100100100100

国際協力機構 年次報告書 国際協力機構 年次報告書 国際協力機構 年次報告書 国際協力機構 年次報告書 2013201320132013
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小宮一慶小宮一慶小宮一慶小宮一慶のののの1111分分分分でででで読読読読むむむむ!!!!「「「「日経新日経新日経新日経新
聞聞聞聞」」」」最大活用術最大活用術最大活用術最大活用術

小宮 一慶小宮 一慶小宮 一慶小宮 一慶∥∥∥∥著著著著 330330330330
最後最後最後最後のゼロファイターのゼロファイターのゼロファイターのゼロファイター　　　　本田稔本田稔本田稔本田稔・・・・
元海軍少尉元海軍少尉元海軍少尉元海軍少尉「「「「空戦空戦空戦空戦のののの記録記録記録記録」」」」

井上 和彦井上 和彦井上 和彦井上 和彦∥∥∥∥著著著著 391.21391.21391.21391.21

日本日本日本日本のののの地籍地籍地籍地籍　　　　そのそのそのその歴史歴史歴史歴史とととと展望展望展望展望 鮫島 信行鮫島 信行鮫島 信行鮫島 信行∥∥∥∥著著著著 334.6334.6334.6334.6 自然科学自然科学自然科学自然科学

情報漏洩情報漏洩情報漏洩情報漏洩9999割割割割はあなたのうっかりミはあなたのうっかりミはあなたのうっかりミはあなたのうっかりミ
スススス

中田 亨中田 亨中田 亨中田 亨∥∥∥∥著著著著 336.17336.17336.17336.17 ソフィー・スコットのソフィー・スコットのソフィー・スコットのソフィー・スコットの南極日記南極日記南極日記南極日記
アリソンアリソンアリソンアリソン　　　　レスターレスターレスターレスター
∥∥∥∥作作作作

402.98402.98402.98402.98

世界世界世界世界のののの資産家資産家資産家資産家はなぜスリランカにはなぜスリランカにはなぜスリランカにはなぜスリランカに
投資投資投資投資するのかするのかするのかするのか

清水 孝則清水 孝則清水 孝則清水 孝則∥∥∥∥著著著著 338.92338.92338.92338.92 文系文系文系文系のためののためののためののための理系読書術理系読書術理系読書術理系読書術 齋藤 孝齋藤 孝齋藤 孝齋藤 孝∥∥∥∥著著著著 404404404404

15151515歳歳歳歳からのからのからのからの労働組合入門労働組合入門労働組合入門労働組合入門 東海林 智東海林 智東海林 智東海林 智∥∥∥∥著著著著 366.02366.02366.02366.02 ノーベルノーベルノーベルノーベル賞賞賞賞でたどるでたどるでたどるでたどる物理物理物理物理のののの歴史歴史歴史歴史 小山 慶太小山 慶太小山 慶太小山 慶太∥∥∥∥著著著著 420.2420.2420.2420.2

知知知知らないとらないとらないとらないと損損損損するパートするパートするパートするパート&&&&契約社契約社契約社契約社
員員員員のののの労働法労働法労働法労働法

清水 直子清水 直子清水 直子清水 直子∥∥∥∥著著著著 366.14366.14366.14366.14
いのちといのちといのちといのちと重金属重金属重金属重金属　　　　人人人人とととと地球地球地球地球のののの長長長長いいいい
物語物語物語物語

渡邉 泉渡邉 泉渡邉 泉渡邉 泉∥∥∥∥著著著著 436436436436

中学生中学生中学生中学生・・・・高校生高校生高校生高校生のののの仕事仕事仕事仕事ガイドガイドガイドガイド
2014201420142014----2015201520152015年版年版年版年版

進路情報研究会進路情報研究会進路情報研究会進路情報研究会
∥∥∥∥編編編編

366.29366.29366.29366.29
スリランカのスリランカのスリランカのスリランカの赤赤赤赤いいいい雨雨雨雨　　　　生命生命生命生命はははは宇宙宇宙宇宙宇宙
からからからから飛来飛来飛来飛来するかするかするかするか

松井 孝典松井 孝典松井 孝典松井 孝典∥∥∥∥著著著著 440440440440

誕生日誕生日誕生日誕生日をををを知知知知らないらないらないらない女女女女のののの子子子子　　　　虐待虐待虐待虐待----
そのそのそのその後後後後のののの子子子子どもたちどもたちどもたちどもたち

黒川 祥子黒川 祥子黒川 祥子黒川 祥子∥∥∥∥著著著著 367.61367.61367.61367.61
宇宙宇宙宇宙宇宙がががが始始始始まるまるまるまる前前前前にはにはにはには何何何何があったがあったがあったがあった
のかのかのかのか????

ローレンスローレンスローレンスローレンス　　　　クラウクラウクラウクラウ
スススス∥∥∥∥著著著著

443.9443.9443.9443.9

やさしさをまとったやさしさをまとったやさしさをまとったやさしさをまとった殲滅殲滅殲滅殲滅のののの時代時代時代時代 堀井 憲一郎堀井 憲一郎堀井 憲一郎堀井 憲一郎∥∥∥∥著著著著 367.68367.68367.68367.68 ナチュラル・ナビゲーションナチュラル・ナビゲーションナチュラル・ナビゲーションナチュラル・ナビゲーション
トリスタントリスタントリスタントリスタン　　　　グーグーグーグー
リーリーリーリー∥∥∥∥著著著著

448.9448.9448.9448.9

おひとりさまのおひとりさまのおひとりさまのおひとりさまの「「「「法律法律法律法律」」」」とととと「「「「おおおお金金金金」」」」 中澤 中澤 中澤 中澤 まゆみまゆみまゆみまゆみ∥∥∥∥著著著著 367.75367.75367.75367.75 気象年鑑気象年鑑気象年鑑気象年鑑　　　　2013201320132013年版年版年版年版
気象業務支援気象業務支援気象業務支援気象業務支援セセセセ
ンターンターンターンター∥∥∥∥編集編集編集編集

451.91451.91451.91451.91

老人漂流社会老人漂流社会老人漂流社会老人漂流社会　　　　他人事他人事他人事他人事ではないではないではないではない
““““老後老後老後老後のののの現実現実現実現実””””

NHKNHKNHKNHKスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル
取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥著著著著

367.75367.75367.75367.75
地球地球地球地球ウォッチングウォッチングウォッチングウォッチング　　　　地球地球地球地球のののの成成成成りりりり立立立立
ちちちち見見見見てててて歩歩歩歩きききき

古儀 君男古儀 君男古儀 君男古儀 君男∥∥∥∥著著著著 455455455455

下下下下ネタのネタのネタのネタの品格品格品格品格 文藝春秋文藝春秋文藝春秋文藝春秋∥∥∥∥編編編編 B367.9B367.9B367.9B367.9 図解図解図解図解・プレートテクトニクス・プレートテクトニクス・プレートテクトニクス・プレートテクトニクス入門入門入門入門 木村 学木村 学木村 学木村 学∥∥∥∥著著著著 455.8455.8455.8455.8

振振振振りりりり込込込込めめめめ犯罪結社犯罪結社犯罪結社犯罪結社　　　　200200200200億円詐欺億円詐欺億円詐欺億円詐欺
市場市場市場市場にににに生生生生きるきるきるきる人人人人々々々々

鈴木 大介鈴木 大介鈴木 大介鈴木 大介∥∥∥∥著著著著 368.6368.6368.6368.6
カビのはなしカビのはなしカビのはなしカビのはなし　　　　ミクロなミクロなミクロなミクロな隣人隣人隣人隣人のサイのサイのサイのサイ
エンスエンスエンスエンス

カビカビカビカビ相談相談相談相談センターセンターセンターセンター
∥∥∥∥監修監修監修監修

465.8465.8465.8465.8

40404040代代代代からからからから備備備備えるえるえるえる親親親親のののの介護介護介護介護&&&&自分自分自分自分のののの
介護介護介護介護

横井 孝治横井 孝治横井 孝治横井 孝治∥∥∥∥監修監修監修監修 369.26369.26369.26369.26
足元足元足元足元のののの小宇宙小宇宙小宇宙小宇宙　　　　82828282歳歳歳歳のののの植物生態植物生態植物生態植物生態
写真家写真家写真家写真家がががが見見見見つめるつめるつめるつめる生命生命生命生命

埴 沙萠埴 沙萠埴 沙萠埴 沙萠∥∥∥∥著著著著 470.4470.4470.4470.4

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの復興復興復興復興にににに向向向向けてけてけてけて 高橋 和雄高橋 和雄高橋 和雄高橋 和雄∥∥∥∥編編編編 369.31369.31369.31369.31
謎謎謎謎のののの蝶蝶蝶蝶アサギマダラはなぜアサギマダラはなぜアサギマダラはなぜアサギマダラはなぜ海海海海をををを
渡渡渡渡るのかるのかるのかるのか????

栗田 昌裕栗田 昌裕栗田 昌裕栗田 昌裕∥∥∥∥著著著著 486.8486.8486.8486.8

防災防災防災防災からからからから減災減災減災減災へへへへ　　　　東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災
のののの取材取材取材取材ノートからノートからノートからノートから

山崎 登山崎 登山崎 登山崎 登∥∥∥∥著著著著 369.31369.31369.31369.31 スズメスズメスズメスズメ　　　　つかず・はなれず・つかず・はなれず・つかず・はなれず・つかず・はなれず・二千年二千年二千年二千年 三上 修三上 修三上 修三上 修∥∥∥∥著著著著 488.99488.99488.99488.99
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自閉症者自閉症者自閉症者自閉症者がががが語語語語るるるる人間関係人間関係人間関係人間関係とととと性性性性
グニラグニラグニラグニラ　　　　ガーランガーランガーランガーラン
ドドドド∥∥∥∥著著著著

493.76493.76493.76493.76 嫁入嫁入嫁入嫁入りりりり道具道具道具道具のののの花花花花ふきんふきんふきんふきん 近藤 陽絽子近藤 陽絽子近藤 陽絽子近藤 陽絽子∥∥∥∥著著著著 594.2594.2594.2594.2

女性女性女性女性のイライラがスッキリのイライラがスッキリのイライラがスッキリのイライラがスッキリ消消消消えるえるえるえる食食食食
事事事事

定 真理子定 真理子定 真理子定 真理子∥∥∥∥著著著著 495495495495 ピポンのピポンのピポンのピポンのVVVVステッチステッチステッチステッチ ピポンピポンピポンピポン∥∥∥∥著著著著 594.2594.2594.2594.2

やさしいアレルギーやさしいアレルギーやさしいアレルギーやさしいアレルギー性鼻炎性鼻炎性鼻炎性鼻炎のののの自自自自
己管理己管理己管理己管理

大久保 公裕大久保 公裕大久保 公裕大久保 公裕∥∥∥∥著著著著 496.7496.7496.7496.7 594.2594.2594.2594.2

臓器臓器臓器臓器のののの時間時間時間時間　　　　進進進進みみみみ方方方方がががが寿命寿命寿命寿命をををを決決決決
めるめるめるめる

伊藤 裕伊藤 裕伊藤 裕伊藤 裕∥∥∥∥著著著著 498.3498.3498.3498.3
かぎかぎかぎかぎ針編針編針編針編みのモチーフみのモチーフみのモチーフみのモチーフ色色色色づかいづかいづかいづかい
とととと配色配色配色配色のののの見本帖見本帖見本帖見本帖

ザザザザ　　　　ハレーションハレーションハレーションハレーション
ズズズズ∥∥∥∥編編編編

594.3594.3594.3594.3

耳耳耳耳ひっぱりひっぱりひっぱりひっぱり　　　　1111日日日日1111分分分分であらゆるであらゆるであらゆるであらゆる疲疲疲疲
れがとれるれがとれるれがとれるれがとれる

藤本 靖藤本 靖藤本 靖藤本 靖∥∥∥∥著著著著 498.3498.3498.3498.3 兵頭良之子兵頭良之子兵頭良之子兵頭良之子のスローライフニットのスローライフニットのスローライフニットのスローライフニット 兵頭 良之子兵頭 良之子兵頭 良之子兵頭 良之子∥∥∥∥著著著著 594.3594.3594.3594.3

知識知識知識知識ゼロからのゼロからのゼロからのゼロからの栄養学入門栄養学入門栄養学入門栄養学入門 森崎 友紀森崎 友紀森崎 友紀森崎 友紀∥∥∥∥監修監修監修監修 498.55498.55498.55498.55 594.3594.3594.3594.3

おいしくおいしくおいしくおいしく食食食食べてべてべてべて体体体体にににに効効効効くくくく!!!!クスリごクスリごクスリごクスリご
はんはんはんはん　　　　おかわりおかわりおかわりおかわり

ヘルシーライフヘルシーライフヘルシーライフヘルシーライフ
ファミリーファミリーファミリーファミリー∥∥∥∥編集編集編集編集

498.58498.58498.58498.58 594.3594.3594.3594.3

南相馬南相馬南相馬南相馬１０１０１０１０日間日間日間日間のののの救命医療救命医療救命医療救命医療 太田太田太田太田／／／／圭祐圭祐圭祐圭祐∥∥∥∥著著著著 498.89498.89498.89498.89 はじめてつくるつまみはじめてつくるつまみはじめてつくるつまみはじめてつくるつまみ細工細工細工細工 桜居 桜居 桜居 桜居 せいこせいこせいこせいこ∥∥∥∥著著著著 594.6594.6594.6594.6

新薬新薬新薬新薬にににに挑挑挑挑んだんだんだんだ日本人科学者日本人科学者日本人科学者日本人科学者たちたちたちたち 塚崎 朝子塚崎 朝子塚崎 朝子塚崎 朝子∥∥∥∥著著著著 499.3499.3499.3499.3 つゆつきのつまみつゆつきのつまみつゆつきのつまみつゆつきのつまみ細工細工細工細工 土田 由紀子土田 由紀子土田 由紀子土田 由紀子∥∥∥∥著著著著 594.6594.6594.6594.6

技術技術技術技術・・・・実用書実用書実用書実用書 ガムテープバッグのガムテープバッグのガムテープバッグのガムテープバッグの作作作作りりりり方方方方 中島 麻実中島 麻実中島 麻実中島 麻実∥∥∥∥著著著著 594.7594.7594.7594.7

スマートコミュニティスマートコミュニティスマートコミュニティスマートコミュニティ　　　　未来未来未来未来をつくをつくをつくをつく
るインフラるインフラるインフラるインフラ革命革命革命革命

柏木 孝夫柏木 孝夫柏木 孝夫柏木 孝夫∥∥∥∥監修監修監修監修 501.6501.6501.6501.6
ダンボールダンボールダンボールダンボール織織織織りりりり機機機機でおしゃれこもでおしゃれこもでおしゃれこもでおしゃれこも
のののの

蔭山 蔭山 蔭山 蔭山 はるみはるみはるみはるみ∥∥∥∥著著著著 594.9594.9594.9594.9

スマートコミュニティスマートコミュニティスマートコミュニティスマートコミュニティ　　　　新新新新たなビジたなビジたなビジたなビジ
ネスモデルをネスモデルをネスモデルをネスモデルを世界世界世界世界へへへへ

柏木 孝夫柏木 孝夫柏木 孝夫柏木 孝夫∥∥∥∥監修監修監修監修 501.6501.6501.6501.6
羊毛羊毛羊毛羊毛フェルトでフェルトでフェルトでフェルトで作作作作るるるる絵本絵本絵本絵本のマスのマスのマスのマス
コットコットコットコット

須佐 沙知子須佐 沙知子須佐 沙知子須佐 沙知子∥∥∥∥著著著著 594.9594.9594.9594.9

インフラインフラインフラインフラ事故事故事故事故　　　　笹子笹子笹子笹子だけではないだけではないだけではないだけではない
老朽化老朽化老朽化老朽化のののの災禍災禍災禍災禍

日経日経日経日経コンストラクコンストラクコンストラクコンストラク
ションションションション∥∥∥∥編編編編

510.9510.9510.9510.9 かわいいかたちのポンポンづくりかわいいかたちのポンポンづくりかわいいかたちのポンポンづくりかわいいかたちのポンポンづくり ポンポンズポンポンズポンポンズポンポンズ∥∥∥∥著著著著 594.9594.9594.9594.9

三井三井三井三井ホームホームホームホーム社員社員社員社員のののの家家家家のののの秘密秘密秘密秘密
三井三井三井三井ホームホームホームホーム株式株式株式株式
会社会社会社会社∥∥∥∥監修監修監修監修

527527527527 594.9594.9594.9594.9

ニッポンのトイレほかニッポンのトイレほかニッポンのトイレほかニッポンのトイレほか マリトモマリトモマリトモマリトモ∥∥∥∥著著著著 528.1528.1528.1528.1
美美美美しいしいしいしい手手手手になるハンドになるハンドになるハンドになるハンド&&&&ネイルケネイルケネイルケネイルケ
アアアア

木村 安气子木村 安气子木村 安气子木村 安气子∥∥∥∥監監監監
修修修修

595595595595

537537537537 リラックマのごはんリラックマのごはんリラックマのごはんリラックマのごはん&&&&スイーツスイーツスイーツスイーツ akinoichigo∥akinoichigo∥akinoichigo∥akinoichigo∥著著著著 596596596596自動車自動車自動車自動車ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック　　　　volvolvolvol....60606060((((2013201320132013----2014201420142014))))

刺刺刺刺しししし子子子子のふきんのふきんのふきんのふきん

アイルランドアランセーターアイルランドアランセーターアイルランドアランセーターアイルランドアランセーター

赤赤赤赤ちゃんのおすましニットちゃんのおすましニットちゃんのおすましニットちゃんのおすましニット

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キャンドルづくりキャンドルづくりキャンドルづくりキャンドル
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日本日本日本日本のののの空空空空のパイオニアたちのパイオニアたちのパイオニアたちのパイオニアたち 荒山 彰久荒山 彰久荒山 彰久荒山 彰久∥∥∥∥著著著著 538.02538.02538.02538.02
たかこたかこたかこたかこ@@@@caramel milk teacaramel milk teacaramel milk teacaramel milk teaさんのさんのさんのさんの““““さりげなくてさりげなくてさりげなくてさりげなくて
喜喜喜喜ばれるばれるばれるばれる””””フィンガーフードとフィンガーフードとフィンガーフードとフィンガーフードと小小小小さなおさなおさなおさなお菓子菓子菓子菓子 稲田 多佳子稲田 多佳子稲田 多佳子稲田 多佳子∥∥∥∥著著著著 596596596596

538.6538.6538.6538.6
ホテルシェフとホテルシェフとホテルシェフとホテルシェフと大学病院大学病院大学病院大学病院のののの管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士がががが考考考考ええええ
たおいしいたおいしいたおいしいたおいしい!!!!塩分塩分塩分塩分ひかえめひかえめひかえめひかえめ「「「「マイしおレシピマイしおレシピマイしおレシピマイしおレシピ」」」」

愛媛大学医学部附属愛媛大学医学部附属愛媛大学医学部附属愛媛大学医学部附属
病院栄養部病院栄養部病院栄養部病院栄養部∥∥∥∥編編編編

596596596596

零戦零戦零戦零戦　　　　搭乗員搭乗員搭乗員搭乗員たちがたちがたちがたちが見見見見つめたつめたつめたつめた太太太太
平洋戦争平洋戦争平洋戦争平洋戦争

神立 尚紀神立 尚紀神立 尚紀神立 尚紀∥∥∥∥著著著著 538.7538.7538.7538.7 昆布水昆布水昆布水昆布水のごちそうレシピのごちそうレシピのごちそうレシピのごちそうレシピ12121212カカカカ月月月月 喜多條 清光喜多條 清光喜多條 清光喜多條 清光∥∥∥∥著著著著 596596596596

宇宙探査機宇宙探査機宇宙探査機宇宙探査機　　　　ルナルナルナルナ1111号号号号からはやぶからはやぶからはやぶからはやぶ
ささささ2222までまでまでまで50505050年間年間年間年間のののの探査史探査史探査史探査史

フィリップフィリップフィリップフィリップ　　　　セゲラセゲラセゲラセゲラ
∥∥∥∥著著著著

538.9538.9538.9538.9 ねばうまレシピねばうまレシピねばうまレシピねばうまレシピ100100100100
高山 高山 高山 高山 かづえかづえかづえかづえ∥∥∥∥レレレレ
シピシピシピシピ考案考案考案考案

596596596596

原発原発原発原発のののの倫理学倫理学倫理学倫理学 古賀 茂明古賀 茂明古賀 茂明古賀 茂明∥∥∥∥著著著著 539.09539.09539.09539.09 はなまるマーケットベストレシピはなまるマーケットベストレシピはなまるマーケットベストレシピはなまるマーケットベストレシピ TBSTBSTBSTBSテレビテレビテレビテレビ「「「「はなまるマーケットはなまるマーケットはなまるマーケットはなまるマーケット」」」」
制作制作制作制作スタッフスタッフスタッフスタッフ∥∥∥∥編編編編 596596596596

原発原発原発原発メルトダウンへのメルトダウンへのメルトダウンへのメルトダウンへの道道道道
NHK ETVNHK ETVNHK ETVNHK ETV特集取特集取特集取特集取
材班材班材班材班∥∥∥∥著著著著

539.09539.09539.09539.09
マイヤーコンパクトマイヤーコンパクトマイヤーコンパクトマイヤーコンパクト電子電子電子電子レンジレンジレンジレンジ圧圧圧圧
力鍋力鍋力鍋力鍋でででで1111人分人分人分人分のラクうまごはんのラクうまごはんのラクうまごはんのラクうまごはん

村田 裕子村田 裕子村田 裕子村田 裕子∥∥∥∥著著著著 596596596596

一緒一緒一緒一緒にににに暮暮暮暮らすらすらすらす布布布布 小澤 典代小澤 典代小澤 典代小澤 典代∥∥∥∥著著著著 586.17586.17586.17586.17 596596596596

ワインのワインのワインのワインの図鑑図鑑図鑑図鑑 君嶋 哲至君嶋 哲至君嶋 哲至君嶋 哲至∥∥∥∥監修監修監修監修 588.55588.55588.55588.55 味味味味をををを追追追追うううう旅旅旅旅 吉村 昭吉村 昭吉村 昭吉村 昭∥∥∥∥著著著著
B596.0B596.0B596.0B596.0

4444
石田純子大人石田純子大人石田純子大人石田純子大人のののの幸幸幸幸せおしゃれせおしゃれせおしゃれせおしゃれ図図図図
鑑鑑鑑鑑

石田 純子石田 純子石田 純子石田 純子∥∥∥∥監修監修監修監修 589.22589.22589.22589.22 最後最後最後最後のののの職人職人職人職人 中原 一歩中原 一歩中原 一歩中原 一歩∥∥∥∥著著著著 596.21596.21596.21596.21

脱脱脱脱!!!!家事家事家事家事オンチオンチオンチオンチ
橋本 由愛子橋本 由愛子橋本 由愛子橋本 由愛子∥∥∥∥監監監監
修修修修

590590590590 シェ・パニースへようこそシェ・パニースへようこそシェ・パニースへようこそシェ・パニースへようこそ
アリスアリスアリスアリス　　　　ウォーターウォーターウォーターウォーター
スススス∥∥∥∥著著著著

596.23596.23596.23596.23

シェルフをつくろうシェルフをつくろうシェルフをつくろうシェルフをつくろう!!!!はじめてのはじめてのはじめてのはじめての
DIYDIYDIYDIY

末永 京末永 京末永 京末永 京∥∥∥∥著著著著 592.7592.7592.7592.7 おからレシピおからレシピおからレシピおからレシピ 石澤 清美石澤 清美石澤 清美石澤 清美∥∥∥∥著著著著 596.3596.3596.3596.3

捨捨捨捨てられないてられないてられないてられない服服服服のののの片片片片づけマジッづけマジッづけマジッづけマジッ
クククク!!!!

横森 美奈子横森 美奈子横森 美奈子横森 美奈子∥∥∥∥著著著著 593.5593.5593.5593.5 キムチのキムチのキムチのキムチの四季四季四季四季 カン スニカン スニカン スニカン スニ∥∥∥∥著著著著 596.3596.3596.3596.3

12121212ケケケケ月月月月のつるしのつるしのつるしのつるし飾飾飾飾りりりり 博多琴路博多琴路博多琴路博多琴路∥∥∥∥著著著著 594594594594 農家農家農家農家がががが教教教教えるえるえるえる至福至福至福至福のののの漬物漬物漬物漬物
農山漁村文化協農山漁村文化協農山漁村文化協農山漁村文化協
会会会会∥∥∥∥編編編編

596.3596.3596.3596.3

美美美美しいフェルトでつくるしいフェルトでつくるしいフェルトでつくるしいフェルトでつくる 宮田 麻貴子宮田 麻貴子宮田 麻貴子宮田 麻貴子∥∥∥∥著著著著 594594594594 596.35596.35596.35596.35

コットンパールのアクセサリーコットンパールのアクセサリーコットンパールのアクセサリーコットンパールのアクセサリー58585858 吉川 智子吉川 智子吉川 智子吉川 智子∥∥∥∥著著著著 594594594594
まいにちまいにちまいにちまいにち食食食食べたいべたいべたいべたい手打手打手打手打ちちちち生生生生パスパスパスパス
タタタタ

金子 琴美金子 琴美金子 琴美金子 琴美∥∥∥∥著著著著 596.38596.38596.38596.38

アメリカンクルーエルアメリカンクルーエルアメリカンクルーエルアメリカンクルーエル刺刺刺刺繡繡繡繡 荒川 慶子荒川 慶子荒川 慶子荒川 慶子∥∥∥∥著著著著 594.2594.2594.2594.2 パンパンパンパン欲欲欲欲 池田 浩明池田 浩明池田 浩明池田 浩明∥∥∥∥著著著著 596.63596.63596.63596.63

きちんときちんときちんときちんと副菜副菜副菜副菜

きちんときちんときちんときちんと魚魚魚魚

日本日本日本日本のののの旅客機旅客機旅客機旅客機　　　　2013201320132013----2014201420142014
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笠原笠原笠原笠原さんちのさんちのさんちのさんちの懐懐懐懐かしスイーツかしスイーツかしスイーツかしスイーツ 笠原 将弘笠原 将弘笠原 将弘笠原 将弘∥∥∥∥著著著著 596.65596.65596.65596.65
おりおりおりおり手紙手紙手紙手紙　　　　折折折折ってわたせるってわたせるってわたせるってわたせる33333333のののの手手手手
紙紙紙紙

ショートケーキショートケーキショートケーキショートケーキ∥∥∥∥
著著著著

754.9754.9754.9754.9

パリのチョコレートレシピパリのチョコレートレシピパリのチョコレートレシピパリのチョコレートレシピ帖帖帖帖 多田 千香子多田 千香子多田 千香子多田 千香子∥∥∥∥著著著著 596.65596.65596.65596.65 つながれつながれつながれつながれ心心心心、、、、つながれつながれつながれつながれ力力力力 工藤 一郎工藤 一郎工藤 一郎工藤 一郎∥∥∥∥著著著著 764.3764.3764.3764.3

ぐりとぐらのてづくりブックぐりとぐらのてづくりブックぐりとぐらのてづくりブックぐりとぐらのてづくりブック
福音館書店編集福音館書店編集福音館書店編集福音館書店編集
部部部部∥∥∥∥編著編著編著編著

596.65596.65596.65596.65 私私私私のののの暮暮暮暮らしかたらしかたらしかたらしかた 大貫 妙子大貫 妙子大貫 妙子大貫 妙子∥∥∥∥著著著著 767.8767.8767.8767.8

597597597597 銀座噺志銀座噺志銀座噺志銀座噺志らくらくらくらく百点百点百点百点 立川 志立川 志立川 志立川 志らくらくらくらく∥∥∥∥著著著著 770.4770.4770.4770.4

片片片片づけとづけとづけとづけと整理整理整理整理のグッドアイディアのグッドアイディアのグッドアイディアのグッドアイディア
集集集集

柑成 美緒柑成 美緒柑成 美緒柑成 美緒∥∥∥∥著著著著 597.5597.5597.5597.5 勘三郎伝説勘三郎伝説勘三郎伝説勘三郎伝説 関 容子関 容子関 容子関 容子∥∥∥∥著著著著 774.28774.28774.28774.28

新新新新しいパパのしいパパのしいパパのしいパパの教科書教科書教科書教科書
ファザーリングファザーリングファザーリングファザーリング
ジャパンジャパンジャパンジャパン∥∥∥∥著著著著

599599599599 中村勘三郎最期中村勘三郎最期中村勘三郎最期中村勘三郎最期のののの131131131131日日日日 波野 好江波野 好江波野 好江波野 好江∥∥∥∥著著著著 774.28774.28774.28774.28

新編新編新編新編2222才児才児才児才児イヤイヤイヤイヤイヤイヤイヤイヤ期期期期のののの育育育育てててて方方方方 佐藤 眞子佐藤 眞子佐藤 眞子佐藤 眞子∥∥∥∥著著著著 599.9599.9599.9599.9 戦後戦後戦後戦後「「「「忠臣蔵忠臣蔵忠臣蔵忠臣蔵」」」」映画映画映画映画のののの全貌全貌全貌全貌 谷川 建司谷川 建司谷川 建司谷川 建司∥∥∥∥著著著著 778.21778.21778.21778.21

産業産業産業産業 東京百景東京百景東京百景東京百景 又吉 直樹又吉 直樹又吉 直樹又吉 直樹∥∥∥∥著著著著 779.14779.14779.14779.14

文化文化文化文化によるまちづくりでによるまちづくりでによるまちづくりでによるまちづくりで財政赤字財政赤字財政赤字財政赤字
がががが消消消消えたえたえたえた

溝口 禎三溝口 禎三溝口 禎三溝口 禎三∥∥∥∥著著著著 601.14601.14601.14601.14 スポーツ スポーツ スポーツ スポーツ 体罰 東京体罰 東京体罰 東京体罰 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 玉木 正之玉木 正之玉木 正之玉木 正之∥∥∥∥著著著著 780.21780.21780.21780.21

農業農業農業農業とととと人間人間人間人間 生源寺 眞一生源寺 眞一生源寺 眞一生源寺 眞一∥∥∥∥著著著著 612.1612.1612.1612.1
コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション力力力力をををを高高高高めるめるめるめる!!!!レクレクレクレク
リエーションアイデアガイドリエーションアイデアガイドリエーションアイデアガイドリエーションアイデアガイド　　　　3333

神代 洋一神代 洋一神代 洋一神代 洋一∥∥∥∥編著編著編著編著 781.9781.9781.9781.9

土土土土はははは土土土土であるであるであるである　　　　作物作物作物作物にとってよいにとってよいにとってよいにとってよい
土土土土とはとはとはとは何何何何かかかか

松中 照夫松中 照夫松中 照夫松中 照夫∥∥∥∥著著著著 613.5613.5613.5613.5 箱根駅伝箱根駅伝箱根駅伝箱根駅伝　　　　世界世界世界世界へへへへ駆駆駆駆けるけるけるける夢夢夢夢
読売新聞運動部読売新聞運動部読売新聞運動部読売新聞運動部
∥∥∥∥著著著著

782.3782.3782.3782.3

育育育育てててててててて味味味味わうはじめてのベリーわうはじめてのベリーわうはじめてのベリーわうはじめてのベリー
小林 幹夫小林 幹夫小林 幹夫小林 幹夫∥∥∥∥栽培栽培栽培栽培
監修監修監修監修

625.6625.6625.6625.6 自転車自転車自転車自転車ツーリングハンドブックツーリングハンドブックツーリングハンドブックツーリングハンドブック 山山山山とととと溪谷社溪谷社溪谷社溪谷社∥∥∥∥編編編編 786.5786.5786.5786.5

日本日本日本日本のののの野菜文化史事典野菜文化史事典野菜文化史事典野菜文化史事典 青葉 高青葉 高青葉 高青葉 高∥∥∥∥著著著著 626626626626 言語言語言語言語

4444歳歳歳歳からはじめるからはじめるからはじめるからはじめる愛犬愛犬愛犬愛犬のののの健康生活健康生活健康生活健康生活
習慣習慣習慣習慣

三浦 裕子三浦 裕子三浦 裕子三浦 裕子∥∥∥∥著著著著 645.6645.6645.6645.6
<<<<図解図解図解図解>>>>まるわかりまるわかりまるわかりまるわかり時事用語時事用語時事用語時事用語　　　　2014201420142014
→→→→2015201520152015年版年版年版年版

ニュースニュースニュースニュース　　　　リテラリテラリテラリテラ
シーシーシーシー研究所研究所研究所研究所∥∥∥∥編著編著編著編著

814.7814.7814.7814.7

森林大国森林大国森林大国森林大国カナダからのカナダからのカナダからのカナダからの警鐘警鐘警鐘警鐘
エリザベスエリザベスエリザベスエリザベス　　　　メイメイメイメイ
∥∥∥∥著著著著

651.1651.1651.1651.1 ことばをことばをことばをことばを深呼吸深呼吸深呼吸深呼吸 川口 晴美川口 晴美川口 晴美川口 晴美∥∥∥∥著著著著 816816816816

交通事故学交通事故学交通事故学交通事故学 石田 敏郎石田 敏郎石田 敏郎石田 敏郎∥∥∥∥著著著著 681.3681.3681.3681.3
赤毛赤毛赤毛赤毛のアンのおしゃべりのアンのおしゃべりのアンのおしゃべりのアンのおしゃべり英語英語英語英語レッレッレッレッ
スンスンスンスン

島本 薫島本 薫島本 薫島本 薫∥∥∥∥著著著著 837.8837.8837.8837.8

カナダカナダカナダカナダ　　　　カナダカナダカナダカナダ英語英語英語英語++++日本語日本語日本語日本語フラフラフラフラ 玖保 玖保 玖保 玖保 キリコキリコキリコキリコ∥∥∥∥マンマンマンマン

カフェみたいなカフェみたいなカフェみたいなカフェみたいな暮暮暮暮らしをらしをらしをらしを楽楽楽楽しむしむしむしむ本本本本　　　　コーナーづくりコーナーづくりコーナーづくりコーナーづくり編編編編

4

「「「「テレビリアリティテレビリアリティテレビリアリティテレビリアリティ」」」」のののの時代時代時代時代 大見 崇晴大見 崇晴大見 崇晴大見 崇晴∥∥∥∥著著著著 699.21699.21699.21699.21
カナダカナダカナダカナダ　　　　カナダカナダカナダカナダ英語英語英語英語++++日本語日本語日本語日本語フラフラフラフラ
ンスンスンスンス語語語語

玖保 玖保 玖保 玖保 キリコキリコキリコキリコ∥∥∥∥マンマンマンマン
ガガガガ

838838838838

私私私私にににに1111分間時間分間時間分間時間分間時間をををを下下下下さいさいさいさい!!!! 鈴木 健二鈴木 健二鈴木 健二鈴木 健二∥∥∥∥著著著著 699.66699.66699.66699.66 文学文学文学文学

芸術芸術芸術芸術・スポーツ・スポーツ・スポーツ・スポーツ 芝居芝居芝居芝居をををを愛愛愛愛したしたしたした作家作家作家作家たちたちたちたち 道又 力道又 力道又 力道又 力∥∥∥∥編著編著編著編著 910.26910.26910.26910.26

江戸江戸江戸江戸のののの遊遊遊遊びびびび絵絵絵絵 稲垣 進一稲垣 進一稲垣 進一稲垣 進一∥∥∥∥編著編著編著編著 721.8721.8721.8721.8 セカイからもっとセカイからもっとセカイからもっとセカイからもっと近近近近くにくにくにくに 東 浩紀東 浩紀東 浩紀東 浩紀∥∥∥∥著著著著 910.26910.26910.26910.26

原田泰治 心原田泰治 心原田泰治 心原田泰治 心のふるのふるのふるのふる里里里里をををを描描描描くくくく 原田 泰治原田 泰治原田 泰治原田 泰治∥∥∥∥著著著著 723.1723.1723.1723.1 女子読女子読女子読女子読みのススメみのススメみのススメみのススメ 貴戸 理恵貴戸 理恵貴戸 理恵貴戸 理恵∥∥∥∥著著著著 910.26910.26910.26910.26

「「「「はだしのゲンはだしのゲンはだしのゲンはだしのゲン」」」」創作創作創作創作のののの真実真実真実真実 大村 克巳大村 克巳大村 克巳大村 克巳∥∥∥∥著著著著 726.1726.1726.1726.1 人生人生人生人生はははは喜劇喜劇喜劇喜劇だだだだ 矢崎 泰久矢崎 泰久矢崎 泰久矢崎 泰久∥∥∥∥著著著著 910.26910.26910.26910.26

むかしむかしのむかしむかしのむかしむかしのむかしむかしの絵本絵本絵本絵本のののの挿挿挿挿しししし絵絵絵絵
エイミーエイミーエイミーエイミー　　　　ワインスワインスワインスワインス
タインタインタインタイン∥∥∥∥著著著著

726.6726.6726.6726.6 夏目漱石夏目漱石夏目漱石夏目漱石のののの実像実像実像実像とととと人脈人脈人脈人脈 伊藤 美喜雄伊藤 美喜雄伊藤 美喜雄伊藤 美喜雄∥∥∥∥著著著著 910.27910.27910.27910.27

カリグラフィーカリグラフィーカリグラフィーカリグラフィー&&&&写本装飾写本装飾写本装飾写本装飾のののの魅力魅力魅力魅力 河南 美和子河南 美和子河南 美和子河南 美和子∥∥∥∥著著著著 727.8727.8727.8727.8 呵呵大将呵呵大将呵呵大将呵呵大将　　　　我我我我がががが友友友友、、、、三島由紀夫三島由紀夫三島由紀夫三島由紀夫 竹邑 類竹邑 類竹邑 類竹邑 類∥∥∥∥著著著著 910.27910.27910.27910.27

99999999歳歳歳歳、、、、現在進行形現在進行形現在進行形現在進行形ねねねね。。。。 笹本 恒子笹本 恒子笹本 恒子笹本 恒子∥∥∥∥著著著著 740.21740.21740.21740.21 オレがマリオオレがマリオオレがマリオオレがマリオ 俵 万智俵 万智俵 万智俵 万智∥∥∥∥著著著著 911.17911.17911.17911.17

「「「「いいねいいねいいねいいね!!!!」」」」をををを増増増増やすスマホやすスマホやすスマホやすスマホ写真写真写真写真のののの
撮影撮影撮影撮影レシピレシピレシピレシピ

Locus.andLocus.andLocus.andLocus.and
WondersWondersWondersWonders....∥∥∥∥著著著著

746746746746 シルバーシルバーシルバーシルバー川柳川柳川柳川柳　　　　一期一会編一期一会編一期一会編一期一会編
みやぎシルバーみやぎシルバーみやぎシルバーみやぎシルバー
ネットネットネットネット∥∥∥∥編編編編

911.47911.47911.47911.47

奥日光奥日光奥日光奥日光のののの自然自然自然自然 鈴木 克洋鈴木 克洋鈴木 克洋鈴木 克洋∥∥∥∥著著著著 748748748748 瞽女瞽女瞽女瞽女とととと七七七七つのつのつのつの峠峠峠峠 国見 修二国見 修二国見 修二国見 修二∥∥∥∥著著著著 911.56911.56911.56911.56

はまゆりのはまゆりのはまゆりのはまゆりの頃頃頃頃にににに 田代 一倫田代 一倫田代 一倫田代 一倫∥∥∥∥著著著著 748748748748 優優優優しさのかけらしさのかけらしさのかけらしさのかけら 星乃 星乃 星乃 星乃 ミミナミミナミミナミミナ∥∥∥∥詩詩詩詩 911.56911.56911.56911.56

小小小小さなかがやきさなかがやきさなかがやきさなかがやき 長倉 洋海長倉 洋海長倉 洋海長倉 洋海∥∥∥∥写真写真写真写真 748748748748 井上井上井上井上ひさしひさしひさしひさし「「「「せりふせりふせりふせりふ」」」」集集集集 井上 井上 井上 井上 ひさしひさしひさしひさし∥∥∥∥著著著著 912.6912.6912.6912.6

おしゃれなパリおしゃれなパリおしゃれなパリおしゃれなパリ風自作風自作風自作風自作ステンドグステンドグステンドグステンドグ
ラスラスラスラス入門入門入門入門

nido∥nido∥nido∥nido∥著著著著 751.5751.5751.5751.5
なぜなぜなぜなぜ孫悟空孫悟空孫悟空孫悟空のあたまにはのあたまにはのあたまにはのあたまには輪輪輪輪っかっかっかっか
があるのかがあるのかがあるのかがあるのか????

中野 美代子中野 美代子中野 美代子中野 美代子∥∥∥∥著著著著 923.5923.5923.5923.5

プラバンでつくるプラバンでつくるプラバンでつくるプラバンでつくる本格本格本格本格アクセサアクセサアクセサアクセサ
リーリーリーリー

NanaAkua∥NanaAkua∥NanaAkua∥NanaAkua∥著著著著 751.9751.9751.9751.9 もうひとつのもうひとつのもうひとつのもうひとつの夢夢夢夢　　　　ベンガルベンガルベンガルベンガル詩選集詩選集詩選集詩選集 丹羽 京子丹羽 京子丹羽 京子丹羽 京子 929929929929

ポップアップのポップアップのポップアップのポップアップの作作作作りりりり方方方方
ポールポールポールポール　　　　ジャクソジャクソジャクソジャクソ
ンンンン∥∥∥∥著著著著

754.9754.9754.9754.9
赤毛赤毛赤毛赤毛のアンのアンのアンのアンA to ZA to ZA to ZA to Z　　　　モンゴメリがモンゴメリがモンゴメリがモンゴメリが
描描描描いたアンのいたアンのいたアンのいたアンの暮暮暮暮らしとらしとらしとらしと自然自然自然自然

奥田 実紀奥田 実紀奥田 実紀奥田 実紀∥∥∥∥著著著著 933.7933.7933.7933.7
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赤毛赤毛赤毛赤毛のアンのアンのアンのアン　　　　シリーズもっとシリーズもっとシリーズもっとシリーズもっと知知知知りたりたりたりた
いいいい名作名作名作名作のののの世界世界世界世界10101010

桂 宥子桂 宥子桂 宥子桂 宥子∥∥∥∥編著編著編著編著 933.7933.7933.7933.7 小説小説小説小説（（（（日本日本日本日本））））

インフェルノ・デコーデッドインフェルノ・デコーデッドインフェルノ・デコーデッドインフェルノ・デコーデッド
マイケルマイケルマイケルマイケル　　　　ハーグハーグハーグハーグ
∥∥∥∥著著著著

933.7933.7933.7933.7 からくりランドのプリンセスからくりランドのプリンセスからくりランドのプリンセスからくりランドのプリンセス 青井 夏海青井 夏海青井 夏海青井 夏海∥∥∥∥著著著著 NNNN

赤毛赤毛赤毛赤毛のアンのプリンス・エドワードのアンのプリンス・エドワードのアンのプリンス・エドワードのアンのプリンス・エドワード
島紀行島紀行島紀行島紀行

松本 侑子松本 侑子松本 侑子松本 侑子∥∥∥∥著著著著 933.7933.7933.7933.7 めぐりめぐりめぐりめぐり糸糸糸糸 青山 七恵青山 七恵青山 七恵青山 七恵∥∥∥∥著著著著 NNNN

ミヒャエル・エンデがミヒャエル・エンデがミヒャエル・エンデがミヒャエル・エンデが教教教教えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた
ことことことこと

池内 紀池内 紀池内 紀池内 紀∥∥∥∥ほかほかほかほか著著著著 940.28940.28940.28940.28 黄石斎真報黄石斎真報黄石斎真報黄石斎真報 秋梨 惟喬秋梨 惟喬秋梨 惟喬秋梨 惟喬∥∥∥∥著著著著 NNNN

グリムグリムグリムグリム童話集童話集童話集童話集 グリムグリムグリムグリム∥∥∥∥著著著著 943.6943.6943.6943.6 五峰五峰五峰五峰のののの鷹鷹鷹鷹 安部 龍太郎安部 龍太郎安部 龍太郎安部 龍太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

ヤンソンとムーミンのアトリエヤンソンとムーミンのアトリエヤンソンとムーミンのアトリエヤンソンとムーミンのアトリエ 木之下 晃木之下 晃木之下 晃木之下 晃∥∥∥∥著著著著 949.8949.8949.8949.8 ノベライズ・テレビジョンノベライズ・テレビジョンノベライズ・テレビジョンノベライズ・テレビジョン 天久 聖一天久 聖一天久 聖一天久 聖一∥∥∥∥著著著著 NNNN

フランスフランスフランスフランス文学文学文学文学とととと愛愛愛愛 野崎 歓野崎 歓野崎 歓野崎 歓∥∥∥∥著著著著 950.25950.25950.25950.25 逢逢逢逢えないえないえないえない夜夜夜夜をををを、、、、数数数数えてみてもえてみてもえてみてもえてみても 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

星星星星のののの王子王子王子王子さまさまさまさま 水本 弘文水本 弘文水本 弘文水本 弘文∥∥∥∥著著著著 953.7953.7953.7953.7 信長 暁信長 暁信長 暁信長 暁のののの魔王魔王魔王魔王 天野 純希天野 純希天野 純希天野 純希∥∥∥∥著著著著 NNNN

人生人生人生人生のののの塩塩塩塩　　　　豊豊豊豊かにかにかにかに味味味味わいわいわいわい深深深深くくくく生生生生きききき
るためにるためにるためにるために

フランソワーズフランソワーズフランソワーズフランソワーズ
エリチエエリチエエリチエエリチエ∥∥∥∥著著著著

954.7954.7954.7954.7 骨骨骨骨をををを彩彩彩彩るるるる 彩瀬 彩瀬 彩瀬 彩瀬 まるまるまるまる∥∥∥∥著著著著 NNNN

神曲神曲神曲神曲　　　　天国篇天国篇天国篇天国篇・・・・煉獄篇煉獄篇煉獄篇煉獄篇・・・・地獄篇地獄篇地獄篇地獄篇 ダンテダンテダンテダンテ∥∥∥∥著著著著 B971B971B971B971 長州長州長州長州シックスシックスシックスシックス 荒山 徹荒山 徹荒山 徹荒山 徹∥∥∥∥著著著著 NNNN

エッセイエッセイエッセイエッセイ、、、、日記日記日記日記・・・・紀行紀行紀行紀行、、、、ルポルタージュルポルタージュルポルタージュルポルタージュ
ノボさん  ノボさん  ノボさん  ノボさん  小説正岡子規小説正岡子規小説正岡子規小説正岡子規とととと夏目漱夏目漱夏目漱夏目漱
石石石石

伊集院 静伊集院 静伊集院 静伊集院 静∥∥∥∥著著著著 NNNN

生生生生きるヒントきるヒントきるヒントきるヒント　　　　1111 五木 寛之五木 寛之五木 寛之五木 寛之∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 存在存在存在存在しないしないしないしない小説小説小説小説
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

藤原藤原藤原藤原のののの山里山里山里山里　　　　萩萩萩萩のののの入入入入りからのりからのりからのりからの便便便便りりりり 大坪 寿七郎大坪 寿七郎大坪 寿七郎大坪 寿七郎∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 かがやくかがやくかがやくかがやく月月月月のののの宮宮宮宮 宇月原 晴明宇月原 晴明宇月原 晴明宇月原 晴明∥∥∥∥著著著著 NNNN

マルセイユのマルセイユのマルセイユのマルセイユの海鞘海鞘海鞘海鞘 奥本 大三郎奥本 大三郎奥本 大三郎奥本 大三郎∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 霞霞霞霞がががが関関関関にラブレターにラブレターにラブレターにラブレター 江波戸 哲夫江波戸 哲夫江波戸 哲夫江波戸 哲夫∥∥∥∥著著著著 NNNN

目白雑録目白雑録目白雑録目白雑録　　　　5555 金井 美恵子金井 美恵子金井 美恵子金井 美恵子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 さらばスペインのさらばスペインのさらばスペインのさらばスペインの日日日日日日日日 逢坂 剛逢坂 剛逢坂 剛逢坂 剛∥∥∥∥著著著著 NNNN

昭和十年生昭和十年生昭和十年生昭和十年生まれのカーテンコーまれのカーテンコーまれのカーテンコーまれのカーテンコー
ルルルル

鴨下 信一鴨下 信一鴨下 信一鴨下 信一∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 津波救国津波救国津波救国津波救国 大下 英治大下 英治大下 英治大下 英治∥∥∥∥著著著著 NNNN
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いいとこいいとこいいとこいいとこ取取取取りりりり!!!!熟年交際熟年交際熟年交際熟年交際のススメのススメのススメのススメ 西原 理恵子西原 理恵子西原 理恵子西原 理恵子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 坂坂坂坂のののの記憶記憶記憶記憶 岡 康道岡 康道岡 康道岡 康道∥∥∥∥著著著著 NNNN

安吾安吾安吾安吾のののの敗戦後考敗戦後考敗戦後考敗戦後考 坂口 安吾坂口 安吾坂口 安吾坂口 安吾∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 子育子育子育子育てはもうてはもうてはもうてはもう卒業卒業卒業卒業しますしますしますします 垣谷 美雨垣谷 美雨垣谷 美雨垣谷 美雨∥∥∥∥著著著著 NNNN

女子漂流女子漂流女子漂流女子漂流　　　　うさぎとしをんのないうさぎとしをんのないうさぎとしをんのないうさぎとしをんのない
しょのはなししょのはなししょのはなししょのはなし

中村 中村 中村 中村 うさぎうさぎうさぎうさぎ∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 私私私私のなかののなかののなかののなかの彼女彼女彼女彼女 角田 光代角田 光代角田 光代角田 光代∥∥∥∥著著著著 NNNN

誰誰誰誰のためにのためにのためにのために愛愛愛愛するかするかするかするか 曽野 綾子曽野 綾子曽野 綾子曽野 綾子∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 クロノスクロノスクロノスクロノス 神永 学神永 学神永 学神永 学∥∥∥∥著著著著 NNNN

作家的時評集作家的時評集作家的時評集作家的時評集 高村 薫高村 薫高村 薫高村 薫∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 怪談怪談怪談怪談をををを書書書書くくくく怪談怪談怪談怪談 加門 七海加門 七海加門 七海加門 七海∥∥∥∥著著著著 NNNN

三陸三陸三陸三陸のののの海海海海 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 スタート・イン・ライフスタート・イン・ライフスタート・イン・ライフスタート・イン・ライフ 川島 誠川島 誠川島 誠川島 誠∥∥∥∥著著著著 NNNN

オトコのトリセツオトコのトリセツオトコのトリセツオトコのトリセツ 堂場 瞬一堂場 瞬一堂場 瞬一堂場 瞬一∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 デビル・イン・ヘブンデビル・イン・ヘブンデビル・イン・ヘブンデビル・イン・ヘブン 河合 莞爾河合 莞爾河合 莞爾河合 莞爾∥∥∥∥著著著著 NNNN

グローバルグローバルグローバルグローバル化化化化のののの憂鬱憂鬱憂鬱憂鬱 藤原 正彦藤原 正彦藤原 正彦藤原 正彦∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 櫛挽道守櫛挽道守櫛挽道守櫛挽道守 木内 昇木内 昇木内 昇木内 昇∥∥∥∥著著著著 NNNN

こうしてこうしてこうしてこうして書書書書いていくいていくいていくいていく 藤谷 治藤谷 治藤谷 治藤谷 治∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 書楼弔堂 破曉書楼弔堂 破曉書楼弔堂 破曉書楼弔堂 破曉 京極 夏彦京極 夏彦京極 夏彦京極 夏彦∥∥∥∥著著著著 NNNN

猫猫猫猫のよびごえのよびごえのよびごえのよびごえ 町田 康町田 康町田 康町田 康∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 討入討入討入討入りりりり四十九士四十九士四十九士四十九士 雲村 俊慥雲村 俊慥雲村 俊慥雲村 俊慥∥∥∥∥著著著著 NNNN

賢者賢者賢者賢者はははは幸福幸福幸福幸福ではなくではなくではなくではなく信頼信頼信頼信頼をををを選選選選ぶぶぶぶ。。。。 村上 龍村上 龍村上 龍村上 龍∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 逆境逆境逆境逆境をををを越越越越えてえてえてえて 倉科 遼倉科 遼倉科 遼倉科 遼∥∥∥∥著著著著 NNNN

バカのバカのバカのバカの壁壁壁壁のそのまたのそのまたのそのまたのそのまた向向向向こうこうこうこう 養老 孟司養老 孟司養老 孟司養老 孟司∥∥∥∥著著著著 914.6914.6914.6914.6 星星星星のののの民民民民のクリスマスのクリスマスのクリスマスのクリスマス 古谷田 奈月古谷田 奈月古谷田 奈月古谷田 奈月∥∥∥∥著著著著 NNNN

私私私私とととと三人息子三人息子三人息子三人息子はははは発達障害発達障害発達障害発達障害ですですですです。。。。
何何何何かかかか????

笹森 理絵笹森 理絵笹森 理絵笹森 理絵∥∥∥∥著著著著 916916916916 いつもがいつもがいつもがいつもが消消消消えたえたえたえた日日日日 西條 奈加西條 奈加西條 奈加西條 奈加∥∥∥∥著著著著 NNNN

99999999%%%%ありがとうありがとうありがとうありがとう 藤田 正裕藤田 正裕藤田 正裕藤田 正裕∥∥∥∥著著著著 916916916916 幻霙幻霙幻霙幻霙 斉木 香津斉木 香津斉木 香津斉木 香津∥∥∥∥著著著著 NNNN

叶叶叶叶うならうならうならうなら娘娘娘娘よりよりよりより一秒長一秒長一秒長一秒長くくくく生生生生きたいきたいきたいきたい!!!!!!!! 三浦 静加三浦 静加三浦 静加三浦 静加∥∥∥∥著著著著 916916916916 忘忘忘忘れれれれ村村村村のイェンとのイェンとのイェンとのイェンと深海深海深海深海のののの犬犬犬犬 冴崎 伸冴崎 伸冴崎 伸冴崎 伸∥∥∥∥著著著著 NNNN

オリジナル・サイコオリジナル・サイコオリジナル・サイコオリジナル・サイコ
ハロルド  シェクハロルド  シェクハロルド  シェクハロルド  シェク
ターターターター∥∥∥∥著著著著

B936B936B936B936 らんるらんるらんるらんる曳曳曳曳くくくく 佐佐佐佐々々々々木 中木 中木 中木 中∥∥∥∥著著著著 NNNN
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四万十川四万十川四万十川四万十川のひかりのひかりのひかりのひかり 笹山 久三笹山 久三笹山 久三笹山 久三∥∥∥∥著著著著 NNNN 世界世界世界世界でででで一一一一つだけのつだけのつだけのつだけの殺殺殺殺しししし方方方方 深水 黎一郎深水 黎一郎深水 黎一郎深水 黎一郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

尾根尾根尾根尾根をををを渡渡渡渡るるるる風風風風 笹本 稜平笹本 稜平笹本 稜平笹本 稜平∥∥∥∥著著著著 NNNN QrosQrosQrosQrosのののの女女女女 誉田 哲也誉田 哲也誉田 哲也誉田 哲也∥∥∥∥著著著著 NNNN

虹虹虹虹のののの見見見見えたえたえたえた日日日日 澤田 澤田 澤田 澤田 ふじふじふじふじ子子子子∥∥∥∥著著著著 NNNN 軍師官兵衛軍師官兵衛軍師官兵衛軍師官兵衛（（（（NHKNHKNHKNHK大河大河大河大河ドラマドラマドラマドラマ）　）　）　）　1111 前川 洋一前川 洋一前川 洋一前川 洋一∥∥∥∥作作作作 NNNN

赤赤赤赤ヘルヘルヘルヘル1975197519751975 重松 清重松 清重松 清重松 清∥∥∥∥著著著著 NNNN 12121212星座殺人事件星座殺人事件星座殺人事件星座殺人事件 光藤 光藤 光藤 光藤 ひかりひかりひかりひかり∥∥∥∥著著著著 NNNN

旅者旅者旅者旅者のののの歌歌歌歌 小路 幸也小路 幸也小路 幸也小路 幸也∥∥∥∥著著著著 NNNN 影影影影をををを買買買買うううう店店店店 皆川 博子皆川 博子皆川 博子皆川 博子∥∥∥∥著著著著 NNNN

漂漂漂漂えどえどえどえど沈沈沈沈まずまずまずまず 白川 道白川 道白川 道白川 道∥∥∥∥著著著著 NNNN 貝塚少年保養所貝塚少年保養所貝塚少年保養所貝塚少年保養所 南川 泰三南川 泰三南川 泰三南川 泰三∥∥∥∥著著著著 NNNN

カクメイカクメイカクメイカクメイ 新野 剛志新野 剛志新野 剛志新野 剛志∥∥∥∥著著著著 NNNN ゼロワンゼロワンゼロワンゼロワン 深山 亮深山 亮深山 亮深山 亮∥∥∥∥著著著著 NNNN

逃亡者逃亡者逃亡者逃亡者 新堂 冬樹新堂 冬樹新堂 冬樹新堂 冬樹∥∥∥∥著著著著 NNNN ペテロのペテロのペテロのペテロの葬列葬列葬列葬列 宮部 宮部 宮部 宮部 みゆきみゆきみゆきみゆき∥∥∥∥著著著著 NNNN

アンドロギュヌスのアンドロギュヌスのアンドロギュヌスのアンドロギュヌスの皮膚皮膚皮膚皮膚 図子 慧図子 慧図子 慧図子 慧∥∥∥∥著著著著 NNNN 翳翳翳翳りのりのりのりの城城城城 三吉 眞一郎三吉 眞一郎三吉 眞一郎三吉 眞一郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

担当担当担当担当のののの夜夜夜夜 関 純二関 純二関 純二関 純二∥∥∥∥著著著著 NNNN ルリユールルリユールルリユールルリユール 村山 早紀村山 早紀村山 早紀村山 早紀∥∥∥∥著著著著 NNNN

翼翼翼翼のののの帰帰帰帰るるるる処処処処　　　　4444下下下下 妹尾 妹尾 妹尾 妹尾 ゆふゆふゆふゆふ子子子子∥∥∥∥著著著著 NNNN よろしくたのむぜよろしくたのむぜよろしくたのむぜよろしくたのむぜ、、、、サンタクロースサンタクロースサンタクロースサンタクロース 籾山 市太郎籾山 市太郎籾山 市太郎籾山 市太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN

カエクスのカエクスのカエクスのカエクスの巫女巫女巫女巫女 高里 椎奈高里 椎奈高里 椎奈高里 椎奈∥∥∥∥著著著著 NNNN 便利屋便利屋便利屋便利屋サルコリサルコリサルコリサルコリ 両角 長彦両角 長彦両角 長彦両角 長彦∥∥∥∥著著著著 NNNN

ドールズドールズドールズドールズ最終章最終章最終章最終章 高橋 克彦高橋 克彦高橋 克彦高橋 克彦∥∥∥∥著著著著 NNNN そのそのそのその鏡鏡鏡鏡はははは をつくをつくをつくをつく 薬丸 岳薬丸 岳薬丸 岳薬丸 岳∥∥∥∥著著著著 NNNN

軍師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 高橋 直樹高橋 直樹高橋 直樹高橋 直樹∥∥∥∥著著著著 NNNN 甲斐姫物語甲斐姫物語甲斐姫物語甲斐姫物語 山名 美和子山名 美和子山名 美和子山名 美和子∥∥∥∥著著著著 NNNN

香夜香夜香夜香夜((((かぐやかぐやかぐやかぐや)))) 高樹 高樹 高樹 高樹 のぶのぶのぶのぶ子子子子∥∥∥∥著著著著 NNNN 軀軀軀軀体上体上体上体上のののの翼翼翼翼 結城 充考結城 充考結城 充考結城 充考∥∥∥∥著著著著 NNNN

月光町月光町月光町月光町ブルースブルースブルースブルース 武田 久生武田 久生武田 久生武田 久生∥∥∥∥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　　　　第第第第3333巻巻巻巻 夢枕 獏夢枕 獏夢枕 獏夢枕 獏∥∥∥∥著著著著 NNNN

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∥∥∥∥

6

虹虹虹虹、、、、つどうべしつどうべしつどうべしつどうべし 玉岡 玉岡 玉岡 玉岡 かおるかおるかおるかおる∥∥∥∥著著著著 NNNN 花花花花のベッドでひるねしてのベッドでひるねしてのベッドでひるねしてのベッドでひるねして
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

眠眠眠眠りのりのりのりの庭庭庭庭 千早 茜千早 茜千早 茜千早 茜∥∥∥∥著著著著 NNNN 亡霊亡霊亡霊亡霊ふたりふたりふたりふたり 詠坂 雄二詠坂 雄二詠坂 雄二詠坂 雄二∥∥∥∥著著著著 NNNN

椰子椰子椰子椰子のののの血血血血 司 凍季司 凍季司 凍季司 凍季∥∥∥∥著著著著 NNNN 99999999のなみだのなみだのなみだのなみだ　　　　第第第第5555夜夜夜夜
リンダブックスリンダブックスリンダブックスリンダブックス編編編編
集部集部集部集部∥∥∥∥編編編編

NNNN

コルトコルトコルトコルトMMMM1851185118511851残月残月残月残月 月村 了衛月村 了衛月村 了衛月村 了衛∥∥∥∥著著著著 NNNN 小説小説小説小説（（（（外国外国外国外国））））

ポースケポースケポースケポースケ 津村 記久子津村 記久子津村 記久子津村 記久子∥∥∥∥著著著著 NNNN 白熱光白熱光白熱光白熱光
グレッグ  イーガグレッグ  イーガグレッグ  イーガグレッグ  イーガ
ンンンン∥∥∥∥著著著著

FFFF

九転十起九転十起九転十起九転十起 出町 譲出町 譲出町 譲出町 譲∥∥∥∥著著著著 NNNN 地図地図地図地図とととと領土領土領土領土
ミシェル  ウエルミシェル  ウエルミシェル  ウエルミシェル  ウエル
ベックベックベックベック∥∥∥∥著著著著

FFFF

北条早雲北条早雲北条早雲北条早雲　　　　青雲飛翔篇青雲飛翔篇青雲飛翔篇青雲飛翔篇 富樫 倫太郎富樫 倫太郎富樫 倫太郎富樫 倫太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN 誰誰誰誰もももも知知知知らないわたしたちのことらないわたしたちのことらないわたしたちのことらないわたしたちのこと
シモーナ  スパラシモーナ  スパラシモーナ  スパラシモーナ  スパラ
ココココ∥∥∥∥著著著著

FFFF

デビクロくんのデビクロくんのデビクロくんのデビクロくんの恋恋恋恋とととと魔法魔法魔法魔法 中村 航中村 航中村 航中村 航∥∥∥∥著著著著 NNNN アヴィニョンアヴィニョンアヴィニョンアヴィニョン五重奏五重奏五重奏五重奏　　　　3333
ロレンス  ダレルロレンス  ダレルロレンス  ダレルロレンス  ダレル
∥∥∥∥著著著著

FFFF

妻妻妻妻がががが椎茸椎茸椎茸椎茸だったころだったころだったころだったころ 中島 京子中島 京子中島 京子中島 京子∥∥∥∥著著著著 NNNN マリーについてのマリーについてのマリーについてのマリーについての本当本当本当本当のののの話話話話
ジャンジャンジャンジャン====フィリップフィリップフィリップフィリップ
トゥーサントゥーサントゥーサントゥーサン∥∥∥∥著著著著

FFFF

ズッコケズッコケズッコケズッコケ中年三人組中年三人組中年三人組中年三人組ageageageage48484848 那須 正幹那須 正幹那須 正幹那須 正幹∥∥∥∥著著著著 NNNN 守備守備守備守備のののの極意極意極意極意　　　　上下上下上下上下
チャド  ハーバッチャド  ハーバッチャド  ハーバッチャド  ハーバッ
クククク∥∥∥∥著著著著

FFFF

アカシアのアカシアのアカシアのアカシアの花花花花のののの咲咲咲咲くころくころくころくころ 西山 高雄西山 高雄西山 高雄西山 高雄∥∥∥∥著著著著 NNNN いにしえのいにしえのいにしえのいにしえの光光光光
ジョン  バンヴィルジョン  バンヴィルジョン  バンヴィルジョン  バンヴィル
∥∥∥∥著著著著

FFFF

哀切哀切哀切哀切のののの小海線小海線小海線小海線 西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎西村 京太郎∥∥∥∥著著著著 NNNN 竜竜竜竜とのとのとのとの舞踏舞踏舞踏舞踏3333　　　　氷氷氷氷とととと炎炎炎炎のののの歌歌歌歌5555
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

悲報伝悲報伝悲報伝悲報伝 西尾 維新西尾 維新西尾 維新西尾 維新∥∥∥∥著著著著 NNNN ディア・ライフディア・ライフディア・ライフディア・ライフ
アリス  マンローアリス  マンローアリス  マンローアリス  マンロー
∥∥∥∥著著著著

FFFF

驚愕遊園地驚愕遊園地驚愕遊園地驚愕遊園地
日本推理作家協日本推理作家協日本推理作家協日本推理作家協
会会会会∥∥∥∥編編編編

NNNN ネコトピアネコトピアネコトピアネコトピア ローラン  ミヨローラン  ミヨローラン  ミヨローラン  ミヨ∥∥∥∥著著著著 FFFF

霖雨霖雨霖雨霖雨 葉室 麟葉室 麟葉室 麟葉室 麟∥∥∥∥著著著著 NNNN 誰誰誰誰よりもよりもよりもよりも狙狙狙狙われたわれたわれたわれた男男男男
ジョン  ル  カレジョン  ル  カレジョン  ル  カレジョン  ル  カレ∥∥∥∥
著著著著

FFFF

吉祥吉祥吉祥吉祥のののの誘惑誘惑誘惑誘惑 平谷 美樹平谷 美樹平谷 美樹平谷 美樹∥∥∥∥著著著著 NNNN 神神神神のののの名名名名はボブはボブはボブはボブ
メグ  ローゾフメグ  ローゾフメグ  ローゾフメグ  ローゾフ∥∥∥∥
著著著著

FFFF
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文庫文庫文庫文庫 苦闘苦闘苦闘苦闘のあとのあとのあとのあと 今野 榮松今野 榮松今野 榮松今野 榮松 M916M916M916M916

夜歩夜歩夜歩夜歩くくくく
ジョン  ディクスンジョン  ディクスンジョン  ディクスンジョン  ディクスン
カーカーカーカー∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF 参考資料参考資料参考資料参考資料（（（（貸出貸出貸出貸出はできませんはできませんはできませんはできません。。。。館内館内館内館内でごらんくださいでごらんくださいでごらんくださいでごらんください））））

遙遙遙遙かなるかなるかなるかなる時時時時のこだまのこだまのこだまのこだま　　　　1111～～～～3333
ダイアナ  ガバルダイアナ  ガバルダイアナ  ガバルダイアナ  ガバル
ドンドンドンドン∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF R031R031R031R031

ソフロニアソフロニアソフロニアソフロニア嬢嬢嬢嬢、、、、発明発明発明発明のののの礼儀作法礼儀作法礼儀作法礼儀作法をををを
学学学学ぶぶぶぶ

ゲイル  キャリゲイル  キャリゲイル  キャリゲイル  キャリ
ガーガーガーガー∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF 住民基本台帳人口要覧住民基本台帳人口要覧住民基本台帳人口要覧住民基本台帳人口要覧　　　　平成平成平成平成25252525年版年版年版年版1111・・・・2222 R358.1R358.1R358.1R358.1

樽樽樽樽 FFFF....WWWW....クロフツクロフツクロフツクロフツ∥∥∥∥著著著著 BFBFBFBF

シルヴァー・スクリームシルヴァー・スクリームシルヴァー・スクリームシルヴァー・スクリーム　　　　上下上下上下上下
デイヴィッド  デイヴィッド  デイヴィッド  デイヴィッド  JJJJ....スススス
カウカウカウカウ∥∥∥∥編編編編

BFBFBFBF

おめざめですかおめざめですかおめざめですかおめざめですか、、、、アイリーンアイリーンアイリーンアイリーン　　　　アイアイアイアイ
リーン・アドラーのリーン・アドラーのリーン・アドラーのリーン・アドラーの冒険冒険冒険冒険2222

キャロル  ネルソキャロル  ネルソキャロル  ネルソキャロル  ネルソ
ン  ダグラスン  ダグラスン  ダグラスン  ダグラス∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

羊羊羊羊たちのたちのたちのたちの沈黙沈黙沈黙沈黙　　　　上下上下上下上下 トマス  ハリストマス  ハリストマス  ハリストマス  ハリス∥∥∥∥著著著著 BFBFBFBF

フラテイのフラテイのフラテイのフラテイの暗号暗号暗号暗号
ヴィクトル  アルナルヴィクトル  アルナルヴィクトル  アルナルヴィクトル  アルナル
インゴウルフソンインゴウルフソンインゴウルフソンインゴウルフソン∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

ノーベルのノーベルのノーベルのノーベルの遺志遺志遺志遺志　　　　上下上下上下上下
リザ  マークルンドリザ  マークルンドリザ  マークルンドリザ  マークルンド
∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

ウバールのウバールのウバールのウバールの悪魔悪魔悪魔悪魔　　　　上下上下上下上下
ジェームズ  ロリンジェームズ  ロリンジェームズ  ロリンジェームズ  ロリン
ズズズズ∥∥∥∥著著著著

BFBFBFBF

武士武士武士武士のののの献立献立献立献立 大石 直紀大石 直紀大石 直紀大石 直紀∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

湯島湯島湯島湯島ノノノノ罠罠罠罠　　　　居眠居眠居眠居眠りりりり磐音江戸双紙磐音江戸双紙磐音江戸双紙磐音江戸双紙
44444444

佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

二都騒乱二都騒乱二都騒乱二都騒乱　　　　新新新新・・・・古着屋総兵衛古着屋総兵衛古着屋総兵衛古着屋総兵衛　　　　第第第第
7777巻巻巻巻

佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英佐伯 泰英∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

凍凍凍凍るるるる炎炎炎炎　　　　アナザーフェイスアナザーフェイスアナザーフェイスアナザーフェイス5555 堂場 瞬一堂場 瞬一堂場 瞬一堂場 瞬一∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

疾風疾風疾風疾風ロンドロンドロンドロンド 東野 圭吾東野 圭吾東野 圭吾東野 圭吾∥∥∥∥著著著著 BNBNBNBN

現代用語現代用語現代用語現代用語のののの基礎知識基礎知識基礎知識基礎知識　　　　2014201420142014

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））））

消防概要消防概要消防概要消防概要　　　　平成平成平成平成２５２５２５２５年版年版年版年版 名取市消防本部名取市消防本部名取市消防本部名取市消防本部 G317.7G317.7G317.7G317.7

平成平成平成平成２５２５２５２５年 第年 第年 第年 第３３３３回 臨時会 第回 臨時会 第回 臨時会 第回 臨時会 第４４４４回回回回
定例会 名取市議会会議資料定例会 名取市議会会議資料定例会 名取市議会会議資料定例会 名取市議会会議資料

名取市議会名取市議会名取市議会名取市議会 G318.4G318.4G318.4G318.4

郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料

市史市史市史市史せんだいせんだいせんだいせんだい　Ｖｏｌ．　Ｖｏｌ．　Ｖｏｌ．　Ｖｏｌ．２３２３２３２３
仙台市博物館仙台市博物館仙台市博物館仙台市博物館∥∥∥∥
編集編集編集編集

M210M210M210M210

公共図書館公共図書館公共図書館公共図書館のののの祖  青柳文庫祖  青柳文庫祖  青柳文庫祖  青柳文庫とととと青青青青
柳文蔵柳文蔵柳文蔵柳文蔵

早坂 信子早坂 信子早坂 信子早坂 信子∥∥∥∥著著著著
M210.M210.M210.M210.
5555

菅江真澄菅江真澄菅江真澄菅江真澄のののの見見見見たたたた仙台仙台仙台仙台 細川 純子細川 純子細川 純子細川 純子∥∥∥∥著著著著
M210.M210.M210.M210.
5555

仙台藩仙台藩仙台藩仙台藩のののの刀工刀工刀工刀工 茂木 裕樹茂木 裕樹茂木 裕樹茂木 裕樹∥∥∥∥著著著著
M210.M210.M210.M210.
5555

「「「「仙台人仙台人仙台人仙台人」」」」気質気質気質気質 石澤 友隆石澤 友隆石澤 友隆石澤 友隆∥∥∥∥著著著著
M212.M212.M212.M212.
3333

姓氏  小原姓氏  小原姓氏  小原姓氏  小原とととと半澤半澤半澤半澤よもやまよもやまよもやまよもやま話話話話 半澤 秀雄半澤 秀雄半澤 秀雄半澤 秀雄 M288M288M288M288

写真集塩竈  東日本大震災写真集塩竈  東日本大震災写真集塩竈  東日本大震災写真集塩竈  東日本大震災のののの記記記記
録録録録

ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯみなとしほみなとしほみなとしほみなとしほ
がまがまがまがま

M369.M369.M369.M369.
31313131

南三陸南三陸南三陸南三陸からからからから　　　　volvolvolvol....3333 佐藤 信一佐藤 信一佐藤 信一佐藤 信一∥∥∥∥写真写真写真写真
M369.M369.M369.M369.
31313131

東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災にににに伴伴伴伴うううう被災被災被災被災したしたしたした民民民民
俗文化財調査俗文化財調査俗文化財調査俗文化財調査２０１２２０１２２０１２２０１２年度報告集年度報告集年度報告集年度報告集

高倉  浩樹高倉  浩樹高倉  浩樹高倉  浩樹ほかほかほかほか M382M382M382M382

ワタノハスマイルワタノハスマイルワタノハスマイルワタノハスマイル 犬飼 犬飼 犬飼 犬飼 ともともともとも∥∥∥∥著著著著
M719.M719.M719.M719.
087087087087

楽天楽天楽天楽天イーグルスイーグルスイーグルスイーグルス優勝優勝優勝優勝へのへのへのへの3251325132513251日日日日 山村 宏樹山村 宏樹山村 宏樹山村 宏樹∥∥∥∥著著著著
M783.M783.M783.M783.
7777

藤原実方朝臣墓前献詠会 短歌藤原実方朝臣墓前献詠会 短歌藤原実方朝臣墓前献詠会 短歌藤原実方朝臣墓前献詠会 短歌
集集集集　　　　第第第第１５１５１５１５回回回回・・・・第第第第１６１６１６１６回回回回

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
会生涯学習課会生涯学習課会生涯学習課会生涯学習課∥∥∥∥
編編編編

M911.M911.M911.M911.
167167167167
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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）））） 謎謎謎謎のののの国国国国からのからのからのからのSOSSOSSOSSOS
エミリー  ロッダエミリー  ロッダエミリー  ロッダエミリー  ロッダ∥∥∥∥
著著著著

KFKFKFKF

おばあちゃんはおばあちゃんはおばあちゃんはおばあちゃんは大大大大どろぼうどろぼうどろぼうどろぼう????!!!!
デイヴィッド  ウォデイヴィッド  ウォデイヴィッド  ウォデイヴィッド  ウォ
リアムズリアムズリアムズリアムズ∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF 暗号暗号暗号暗号クラブクラブクラブクラブ　　　　3333
ペニー  ワーナーペニー  ワーナーペニー  ワーナーペニー  ワーナー
∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF

レッド・ドラゴンレッド・ドラゴンレッド・ドラゴンレッド・ドラゴン号号号号をををを探探探探せせせせ!!!!
ジェームズ  ジェームズ  ジェームズ  ジェームズ  AAAA....
オーウェンオーウェンオーウェンオーウェン∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF チューリップルかほちゃんチューリップルかほちゃんチューリップルかほちゃんチューリップルかほちゃん
あさの あつこあさの あつこあさの あつこあさの あつこ∥∥∥∥
作作作作

KNKNKNKN

アレクサンダーアレクサンダーアレクサンダーアレクサンダー大王大王大王大王のののの馬馬馬馬
メアリー  ポープメアリー  ポープメアリー  ポープメアリー  ポープ
オズボーンオズボーンオズボーンオズボーン∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF 木木木木かげのかげのかげのかげの秘密秘密秘密秘密 浅野 竜浅野 竜浅野 竜浅野 竜∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

グレッグのダメグレッグのダメグレッグのダメグレッグのダメ日記 日記 日記 日記 わけがわからわけがわからわけがわからわけがわから
ないよないよないよないよ!!!!

ジェフ  キニージェフ  キニージェフ  キニージェフ  キニー∥∥∥∥
作作作作

KFKFKFKF ピコのそうじとうばんピコのそうじとうばんピコのそうじとうばんピコのそうじとうばん 阿部 夏丸阿部 夏丸阿部 夏丸阿部 夏丸∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

おおおお母母母母さんさんさんさん取扱説明書取扱説明書取扱説明書取扱説明書
キム ソンジンキム ソンジンキム ソンジンキム ソンジン∥∥∥∥
作作作作

KFKFKFKF ローズマリーとヴィーナスのローズマリーとヴィーナスのローズマリーとヴィーナスのローズマリーとヴィーナスの魔法魔法魔法魔法
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

チャーリー・ジョー・ジャクソンのチャーリー・ジョー・ジャクソンのチャーリー・ジョー・ジャクソンのチャーリー・ジョー・ジャクソンの本本本本
がキライなきみのためのがキライなきみのためのがキライなきみのためのがキライなきみのための本本本本

トミー  グリーントミー  グリーントミー  グリーントミー  グリーン
ウォルドウォルドウォルドウォルド∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF おおおお面屋面屋面屋面屋たまよしたまよしたまよしたまよし　　　　3333 石川 宏千花石川 宏千花石川 宏千花石川 宏千花∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

ヘンリーくんとヘンリーくんとヘンリーくんとヘンリーくんと新聞配達新聞配達新聞配達新聞配達
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 なんてだじゃれなおなんてだじゃれなおなんてだじゃれなおなんてだじゃれなお正月正月正月正月 石崎 洋司石崎 洋司石崎 洋司石崎 洋司∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

少年弁護士少年弁護士少年弁護士少年弁護士セオのセオのセオのセオの事件簿事件簿事件簿事件簿　　　　4444
ジョン  グリシャムジョン  グリシャムジョン  グリシャムジョン  グリシャム
∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF ラブ・ウールラブ・ウールラブ・ウールラブ・ウール100100100100%%%% 井上 林子井上 林子井上 林子井上 林子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

動物病院動物病院動物病院動物病院のマリーのマリーのマリーのマリー　　　　2222
タチアナ  ゲスタチアナ  ゲスタチアナ  ゲスタチアナ  ゲス
ラーラーラーラー∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF イチゴのイチゴのイチゴのイチゴの村村村村のおのおのおのお話話話話たちたちたちたち　　　　1111・・・・2222
エム  エーフィーエム  エーフィーエム  エーフィーエム  エーフィー
ルドルドルドルド∥∥∥∥文文文文

KNKNKNKN

サーティーナイン・クルーズサーティーナイン・クルーズサーティーナイン・クルーズサーティーナイン・クルーズ　　　　15151515 小浜 杳小浜 杳小浜 杳小浜 杳∥∥∥∥訳訳訳訳 KFKFKFKF こやぶこやぶこやぶこやぶ医院医院医院医院はははは、、、、なんでもなんでもなんでもなんでも科科科科 柏葉 幸子柏葉 幸子柏葉 幸子柏葉 幸子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

プケコのプケコのプケコのプケコの日記日記日記日記
サリー  サットンサリー  サットンサリー  サットンサリー  サットン∥∥∥∥
作作作作

KFKFKFKF おばけのアッチとドラキュラスープおばけのアッチとドラキュラスープおばけのアッチとドラキュラスープおばけのアッチとドラキュラスープ 角野 栄子角野 栄子角野 栄子角野 栄子∥∥∥∥さくさくさくさく KNKNKNKN

ピップピップピップピップ通通通通りはりはりはりは大大大大さわぎさわぎさわぎさわぎ!!!!　　　　1111
ジョー  シモンズジョー  シモンズジョー  シモンズジョー  シモンズ
∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF ハナさんのおきゃくさまハナさんのおきゃくさまハナさんのおきゃくさまハナさんのおきゃくさま 角野 栄子角野 栄子角野 栄子角野 栄子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

スウェーデンこくおうをすくえスウェーデンこくおうをすくえスウェーデンこくおうをすくえスウェーデンこくおうをすくえ!!!!
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 シンデレラウミウシのシンデレラウミウシのシンデレラウミウシのシンデレラウミウシの彼女彼女彼女彼女 如月 如月 如月 如月 かずさかずさかずさかずさ∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

パンパンパンパン屋屋屋屋のこびととハリネズミのこびととハリネズミのこびととハリネズミのこびととハリネズミ
アニー  アニー  アニー  アニー  MMMM....GGGG....シュシュシュシュ
ミットミットミットミット∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF 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　　　　2222 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

伝説伝説伝説伝説のののの双子双子双子双子ソフィーソフィーソフィーソフィー&&&&ジョシュジョシュジョシュジョシュ
マイケル  スコットマイケル  スコットマイケル  スコットマイケル  スコット
∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF 香月流香月流香月流香月流!!!!幽雅幽雅幽雅幽雅なななな相談室相談室相談室相談室 香月 日輪香月 日輪香月 日輪香月 日輪∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

アリ  スパークスアリ  スパークスアリ  スパークスアリ  スパークス
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SWITCHSWITCHSWITCHSWITCH　　　　1111・・・・2222
アリ  スパークスアリ  スパークスアリ  スパークスアリ  スパークス
∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF ぼくたちのぼくたちのぼくたちのぼくたちの勇気勇気勇気勇気 漆原 智良漆原 智良漆原 智良漆原 智良∥∥∥∥編著編著編著編著 KNKNKNKN

ワンダワンダワンダワンダ****ララララ　　　　5555
トニー  ディテルトニー  ディテルトニー  ディテルトニー  ディテル
リッジリッジリッジリッジ∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF バラのバラのバラのバラの城城城城のゆうれいのゆうれいのゆうれいのゆうれい 斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

プレーンズプレーンズプレーンズプレーンズ
アイリーン  トリンアイリーン  トリンアイリーン  トリンアイリーン  トリン
ブルブルブルブル∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF ペンギンとざんたいペンギンとざんたいペンギンとざんたいペンギンとざんたい 斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋斉藤 洋∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

恐怖恐怖恐怖恐怖のおのおのおのお泊泊泊泊まりまりまりまり会会会会　　　　2222 PPPP....JJJJ....ナイトナイトナイトナイト∥∥∥∥著著著著 KFKFKFKF おばあちゃんのねがいごとおばあちゃんのねがいごとおばあちゃんのねがいごとおばあちゃんのねがいごと 末吉 暁子末吉 暁子末吉 暁子末吉 暁子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

オズのグリンダオズのグリンダオズのグリンダオズのグリンダ
ライマン  フランクライマン  フランクライマン  フランクライマン  フランク
ボームボームボームボーム∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF こたえはひとつだけこたえはひとつだけこたえはひとつだけこたえはひとつだけ 立原 立原 立原 立原 えりかえりかえりかえりか∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

ウォーリアーズウォーリアーズウォーリアーズウォーリアーズ3333　　　　5555
エリン  ハンターエリン  ハンターエリン  ハンターエリン  ハンター
∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF 金金金金のののの月月月月のマヤのマヤのマヤのマヤ　　　　1111・・・・2222 田森 庸介田森 庸介田森 庸介田森 庸介∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

トム・ゲイツトム・ゲイツトム・ゲイツトム・ゲイツ LLLL....ピーションピーションピーションピーション∥∥∥∥作作作作 KFKFKFKF モンモンモンモン太太太太くんとミイラくんくんとミイラくんくんとミイラくんくんとミイラくん
土屋 富士夫土屋 富士夫土屋 富士夫土屋 富士夫∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

KNKNKNKN

3333つのつのつのつの鍵鍵鍵鍵のののの扉扉扉扉
ソニア  フェルナンソニア  フェルナンソニア  フェルナンソニア  フェルナン
デスデスデスデス====ビダルビダルビダルビダル∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF おとのさまおとのさまおとのさまおとのさま、、、、でんしゃにのるでんしゃにのるでんしゃにのるでんしゃにのる
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

KNKNKNKN

オクサ・ポロックオクサ・ポロックオクサ・ポロックオクサ・ポロック　　　　3333
アンヌ  プリショタアンヌ  プリショタアンヌ  プリショタアンヌ  プリショタ
∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF ふわふわふわふわふわふわふわふわ 中山 聖子中山 聖子中山 聖子中山 聖子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

14141414歳歳歳歳、、、、ぼくらのぼくらのぼくらのぼくらの疾走疾走疾走疾走
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∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF わたしわたしわたしわたし小学生小学生小学生小学生まじょまじょまじょまじょ 中島 和子中島 和子中島 和子中島 和子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

ヒミツのヒミツのヒミツのヒミツの子子子子ねこねこねこねこ　　　　1111
スー  ベントレースー  ベントレースー  ベントレースー  ベントレー
∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF
クリスマスクッキングふしぎなクックリスマスクッキングふしぎなクックリスマスクッキングふしぎなクックリスマスクッキングふしぎなクッ
キーガールキーガールキーガールキーガール

梨屋 梨屋 梨屋 梨屋 アリエアリエアリエアリエ∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

犬犬犬犬のバルボッシュのバルボッシュのバルボッシュのバルボッシュ
アンリ  ボスコアンリ  ボスコアンリ  ボスコアンリ  ボスコ∥∥∥∥
作作作作

KFKFKFKF 星空星空星空星空ロックロックロックロック 那須田 淳那須田 淳那須田 淳那須田 淳∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN

ゾウとゾウとゾウとゾウと旅旅旅旅したしたしたした戦争戦争戦争戦争のののの冬冬冬冬
マイケル  モーマイケル  モーマイケル  モーマイケル  モー
パーゴパーゴパーゴパーゴ∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF 翼翼翼翼のはえたコーヒープリンのはえたコーヒープリンのはえたコーヒープリンのはえたコーヒープリン 西村 友里西村 友里西村 友里西村 友里∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

ひみつのマーメイドひみつのマーメイドひみつのマーメイドひみつのマーメイド　　　　6666
スー  モングレスー  モングレスー  モングレスー  モングレ
ディエンディエンディエンディエン∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF トキメキトキメキトキメキトキメキ♥♥♥♥図書館図書館図書館図書館　　　　PARTPARTPARTPART6666 服部 千春服部 千春服部 千春服部 千春∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN

オリンポスのオリンポスのオリンポスのオリンポスの神神神神々々々々とととと7777人人人人のののの英雄英雄英雄英雄　　　　3333
リック  リオーダンリック  リオーダンリック  リオーダンリック  リオーダン
∥∥∥∥作作作作

KFKFKFKF
怪盗怪盗怪盗怪盗クイーンクイーンクイーンクイーン公式公式公式公式ファンブックファンブックファンブックファンブック一一一一
週間週間週間週間でわかるでわかるでわかるでわかる怪盗怪盗怪盗怪盗のののの美学美学美学美学

はやみね かおるはやみね かおるはやみね かおるはやみね かおる
∥∥∥∥作作作作

KNKNKNKN

ヤング・シャーロック・ホームズヤング・シャーロック・ホームズヤング・シャーロック・ホームズヤング・シャーロック・ホームズ
vol.3vol.3vol.3vol.3

アンドリュー  レーアンドリュー  レーアンドリュー  レーアンドリュー  レー
ンンンン∥∥∥∥著著著著

KFKFKFKF
かいけつゾロリのまほうのランプかいけつゾロリのまほうのランプかいけつゾロリのまほうのランプかいけつゾロリのまほうのランプ
～～～～ッッッッ

原 原 原 原 ゆたかゆたかゆたかゆたか∥∥∥∥さくさくさくさく
ええええ

KNKNKNKN
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おおおお引越引越引越引越しししし ひこ  ひこ  ひこ  ひこ  田中田中田中田中∥∥∥∥著著著著 KNKNKNKN K384.5K384.5K384.5K384.5

バレンタインはバレンタインはバレンタインはバレンタインは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 大天狗先生大天狗先生大天狗先生大天狗先生のののの㊙㊙㊙㊙妖怪学入門妖怪学入門妖怪学入門妖怪学入門 富安 陽子富安 陽子富安 陽子富安 陽子∥∥∥∥著著著著 K388.1K388.1K388.1K388.1

キャベたまたんていきけんなドラキャベたまたんていきけんなドラキャベたまたんていきけんなドラキャベたまたんていきけんなドラ
ゴンたいじゴンたいじゴンたいじゴンたいじ

三田村 信行三田村 信行三田村 信行三田村 信行∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN まるごとまるごとまるごとまるごと観察富士山観察富士山観察富士山観察富士山 鎌田 浩毅鎌田 浩毅鎌田 浩毅鎌田 浩毅∥∥∥∥編著編著編著編著
K402.9K402.9K402.9K402.9
151151151151

闇闇闇闇のののの本本本本 緑川 聖司緑川 聖司緑川 聖司緑川 聖司∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN なるほどナットクなるほどナットクなるほどナットクなるほどナットク!!!!科学科学科学科学のギモンのギモンのギモンのギモン 竹内 薫竹内 薫竹内 薫竹内 薫∥∥∥∥監修監修監修監修 K404K404K404K404

おひさまやのめざましどけいおひさまやのめざましどけいおひさまやのめざましどけいおひさまやのめざましどけい 茂市 久美子茂市 久美子茂市 久美子茂市 久美子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN はじめてのはじめてのはじめてのはじめての相対性理論相対性理論相対性理論相対性理論 佐藤 勝彦佐藤 勝彦佐藤 勝彦佐藤 勝彦∥∥∥∥監修監修監修監修 K421.2K421.2K421.2K421.2

花曜日花曜日花曜日花曜日 安江 生代安江 生代安江 生代安江 生代∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 自然自然自然自然がつくるがつくるがつくるがつくる色大図鑑色大図鑑色大図鑑色大図鑑 福江 純福江 純福江 純福江 純∥∥∥∥監修監修監修監修 K425K425K425K425

くつかくしたのくつかくしたのくつかくしたのくつかくしたの、、、、だあれだあれだあれだあれ???? 山本 悦子山本 悦子山本 悦子山本 悦子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 宇宙宇宙宇宙宇宙のののの歩歩歩歩きききき方方方方　「　「　「　「もしももしももしももしも????」」」」のののの図鑑図鑑図鑑図鑑
渡辺 勝巳渡辺 勝巳渡辺 勝巳渡辺 勝巳∥∥∥∥監修監修監修監修
著著著著

K440K440K440K440

ラスト・スパートラスト・スパートラスト・スパートラスト・スパート!!!! 横山 充男横山 充男横山 充男横山 充男∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 藤井旭藤井旭藤井旭藤井旭のののの天文年鑑天文年鑑天文年鑑天文年鑑　　　　2014201420142014年版年版年版年版 藤井 旭藤井 旭藤井 旭藤井 旭∥∥∥∥著著著著
K440.5K440.5K440.5K440.5
9999

きっときみにきっときみにきっときみにきっときみに届届届届くとくとくとくと信信信信じてじてじてじて 吉富 多美吉富 多美吉富 多美吉富 多美∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN
はじめてふれるはじめてふれるはじめてふれるはじめてふれる日本日本日本日本のののの二十四節二十四節二十四節二十四節
気気気気・・・・七十二候七十二候七十二候七十二候　　　　1111～～～～4444

根本 浩根本 浩根本 浩根本 浩∥∥∥∥著著著著
K449.3K449.3K449.3K449.3
4444

サンドイッチのサンドイッチのサンドイッチのサンドイッチの日日日日 吉田 道子吉田 道子吉田 道子吉田 道子∥∥∥∥作作作作 KNKNKNKN 洞洞洞洞くつのくつのくつのくつの世界大探検世界大探検世界大探検世界大探検 庫本 正庫本 正庫本 正庫本 正∥∥∥∥著著著著
K454.6K454.6K454.6K454.6
6666

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）））） 絶滅動物調査絶滅動物調査絶滅動物調査絶滅動物調査ファイルファイルファイルファイル 里中 遊歩里中 遊歩里中 遊歩里中 遊歩∥∥∥∥著著著著 K457.8K457.8K457.8K457.8

本屋本屋本屋本屋さんのすべてがわかるさんのすべてがわかるさんのすべてがわかるさんのすべてがわかる本本本本　　　　1111 稲葉 茂勝稲葉 茂勝稲葉 茂勝稲葉 茂勝∥∥∥∥文文文文 K024K024K024K024 きょうりゅうのはかきょうりゅうのはかきょうりゅうのはかきょうりゅうのはか場場場場
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

ちゃんとちゃんとちゃんとちゃんと悩悩悩悩むためのむためのむためのむための哲学哲学哲学哲学 小林 和久小林 和久小林 和久小林 和久∥∥∥∥著著著著 K104K104K104K104 恐竜恐竜恐竜恐竜ウルトラチャンピオンウルトラチャンピオンウルトラチャンピオンウルトラチャンピオン
ダレン  ネイシュダレン  ネイシュダレン  ネイシュダレン  ネイシュ
∥∥∥∥著著著著

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

なぜこうなぜこうなぜこうなぜこう見見見見えるえるえるえる????どうしてそうどうしてそうどうしてそうどうしてそう見見見見ええええ
るるるる????錯視錯視錯視錯視のひみつにせまるのひみつにせまるのひみつにせまるのひみつにせまる本本本本　　　　1111・・・・
2222

新井 仁之新井 仁之新井 仁之新井 仁之∥∥∥∥監修監修監修監修 K145.5K145.5K145.5K145.5
K457.8K457.8K457.8K457.8
7777

地獄大図鑑地獄大図鑑地獄大図鑑地獄大図鑑 鷹巣 純鷹巣 純鷹巣 純鷹巣 純∥∥∥∥監修監修監修監修 K161K161K161K161 掘掘掘掘りりりり出出出出されたされたされたされた恐竜大化石恐竜大化石恐竜大化石恐竜大化石
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

世界世界世界世界のののの海賊大図鑑海賊大図鑑海賊大図鑑海賊大図鑑　　　　1111 森村 宗冬森村 宗冬森村 宗冬森村 宗冬∥∥∥∥著著著著 K209K209K209K209 超超超超((((チョーチョーチョーチョー))))こわいこわいこわいこわい恐竜恐竜恐竜恐竜たちたちたちたち
ルパート  マルパート  マルパート  マルパート  マ
シュースシュースシュースシュース∥∥∥∥著著著著

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

ジャクリーンジャクリーンジャクリーンジャクリーン K222.0K222.0K222.0K222.0 ルパート  マルパート  マルパート  マルパート  マ K457.8K457.8K457.8K457.8

世界世界世界世界のともだちのともだちのともだちのともだち　　　　1111～～～～3333

恐竜恐竜恐竜恐竜のクイズのクイズのクイズのクイズ図鑑図鑑図鑑図鑑

9

古代中国古代中国古代中国古代中国
ジャクリーンジャクリーンジャクリーンジャクリーン
ボールボールボールボール∥∥∥∥著著著著

K222.0K222.0K222.0K222.0
3333

超超超超((((チョーチョーチョーチョー))))でっかいでっかいでっかいでっかい恐竜恐竜恐竜恐竜たちたちたちたち
ルパート  マルパート  マルパート  マルパート  マ
シュースシュースシュースシュース∥∥∥∥著著著著

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

古代古代古代古代エジプトエジプトエジプトエジプト
ジル  ルバルカージル  ルバルカージル  ルバルカージル  ルバルカー
ババババ∥∥∥∥著著著著

K242.0K242.0K242.0K242.0
3333

超超超超((((チョーチョーチョーチョー))))へんてこなへんてこなへんてこなへんてこな恐竜恐竜恐竜恐竜たちたちたちたち
ルパート  マルパート  マルパート  マルパート  マ
シュースシュースシュースシュース∥∥∥∥著著著著

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

マチュピチュをまもるマチュピチュをまもるマチュピチュをまもるマチュピチュをまもる----アンデスアンデスアンデスアンデス文文文文
明明明明5000500050005000年年年年のののの知恵知恵知恵知恵

白根 全白根 全白根 全白根 全∥∥∥∥文  写文  写文  写文  写
真真真真

K268.0K268.0K268.0K268.0
4444

超超超超((((チョーチョーチョーチョー))))まぬけなまぬけなまぬけなまぬけな恐竜恐竜恐竜恐竜たちたちたちたち
ルパート  マルパート  マルパート  マルパート  マ
シュースシュースシュースシュース∥∥∥∥著著著著

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

官兵衛官兵衛官兵衛官兵衛、、、、駆駆駆駆けるけるけるける。。。。 吉橋 通夫吉橋 通夫吉橋 通夫吉橋 通夫∥∥∥∥著著著著 K289.1K289.1K289.1K289.1 極限世界極限世界極限世界極限世界のののの生生生生きききき物図鑑物図鑑物図鑑物図鑑 長沼 毅長沼 毅長沼 毅長沼 毅∥∥∥∥監修監修監修監修 K460K460K460K460

黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛　　　　天下人天下人天下人天下人のののの軍師軍師軍師軍師 楠木 誠一郎楠木 誠一郎楠木 誠一郎楠木 誠一郎∥∥∥∥著著著著 K289.1K289.1K289.1K289.1 うまれたようまれたようまれたようまれたよ!!!!カイコカイコカイコカイコ 新開 孝新開 孝新開 孝新開 孝∥∥∥∥写真写真写真写真 K480K480K480K480

黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛黒田官兵衛　　　　天才軍師天才軍師天才軍師天才軍師ここにありここにありここにありここにあり 藤咲 藤咲 藤咲 藤咲 あゆなあゆなあゆなあゆな∥∥∥∥著著著著 K289.1K289.1K289.1K289.1 うまれたようまれたようまれたようまれたよ!!!!アゲハアゲハアゲハアゲハ 安田 守安田 守安田 守安田 守∥∥∥∥写真写真写真写真 K480K480K480K480

武器武器武器武器よりよりよりより一冊一冊一冊一冊のののの本本本本をくださいをくださいをくださいをください
ヴィヴィアナ  マッヴィヴィアナ  マッヴィヴィアナ  マッヴィヴィアナ  マッ
ツァツァツァツァ∥∥∥∥著著著著

K289.2K289.2K289.2K289.2 うまれたようまれたようまれたようまれたよ!!!!アリジゴクアリジゴクアリジゴクアリジゴク 安田 守安田 守安田 守安田 守∥∥∥∥写真写真写真写真 K480K480K480K480

どんなところどんなところどんなところどんなところ????小小小小さなさなさなさな国大研究国大研究国大研究国大研究 関 真興関 真興関 真興関 真興∥∥∥∥監修監修監修監修 K290K290K290K290 動物動物動物動物ウルトラチャンピオンウルトラチャンピオンウルトラチャンピオンウルトラチャンピオン
スティーブ  パースティーブ  パースティーブ  パースティーブ  パー
カーカーカーカー∥∥∥∥著著著著

K480K480K480K480

えっちらおっちらえっちらおっちらえっちらおっちらえっちらおっちら日本日本日本日本だじゃれだじゃれだじゃれだじゃれ旅旅旅旅
中川 中川 中川 中川 ひろたかひろたかひろたかひろたか∥∥∥∥
文文文文

K291K291K291K291 世界世界世界世界のののの生生生生きききき物大図解物大図解物大図解物大図解
デレク  ハーベイデレク  ハーベイデレク  ハーベイデレク  ハーベイ
∥∥∥∥著著著著

K480.3K480.3K480.3K480.3
8888

K291K291K291K291 水水水水のののの生生生生きものきものきものきもの 武田 正倫武田 正倫武田 正倫武田 正倫∥∥∥∥監修監修監修監修
K481.7K481.7K481.7K481.7
2222

K291K291K291K291 タニシタニシタニシタニシ
増田 修増田 修増田 修増田 修∥∥∥∥文  写文  写文  写文  写
真真真真

K484.6K484.6K484.6K484.6

日本日本日本日本のすがたのすがたのすがたのすがた　　　　1111～～～～9999
帝国書院編集部帝国書院編集部帝国書院編集部帝国書院編集部
∥∥∥∥編集編集編集編集

K291.0K291.0K291.0K291.0
8888

雪虫雪虫雪虫雪虫
石黒 誠石黒 誠石黒 誠石黒 誠∥∥∥∥文  写文  写文  写文  写
真真真真

K486.5K486.5K486.5K486.5

カナダカナダカナダカナダ　　　　ナショナルジオグラフィッナショナルジオグラフィッナショナルジオグラフィッナショナルジオグラフィッ
クククク世界世界世界世界のののの国国国国

ブライアン  ウィリブライアン  ウィリブライアン  ウィリブライアン  ウィリ
アムズアムズアムズアムズ∥∥∥∥著著著著

K295.1K295.1K295.1K295.1 ホタルホタルホタルホタル
大場 信義大場 信義大場 信義大場 信義∥∥∥∥文文文文
写真写真写真写真

K486.6K486.6K486.6K486.6

きみがきみがきみがきみが考考考考える・える・える・える・世世世世のののの中中中中のしくみのしくみのしくみのしくみ　　　　3333
峯村 良子峯村 良子峯村 良子峯村 良子∥∥∥∥作作作作
絵絵絵絵

K307K307K307K307 深海魚深海魚深海魚深海魚なぞのモンスターなぞのモンスターなぞのモンスターなぞのモンスター
北村 雄一北村 雄一北村 雄一北村 雄一∥∥∥∥絵絵絵絵とととと
文文文文

K487.5K487.5K487.5K487.5

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　　　　2222

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 謎謎謎謎のののの海底海底海底海底サメサメサメサメ王国王国王国王国
NHKNHKNHKNHKスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル深海深海深海深海ププププ
ロジェクトロジェクトロジェクトロジェクト取材班取材班取材班取材班∥∥∥∥編編編編

K487.5K487.5K487.5K487.5
4444

保健室保健室保健室保健室でででで見見見見るスクールカウンセリるスクールカウンセリるスクールカウンセリるスクールカウンセリ
ングのングのングのングの本本本本　　　　1111～～～～3333

久山 久山 久山 久山 みちるみちるみちるみちる∥∥∥∥著著著著
K371.4K371.4K371.4K371.4
3333

スズメのくらしスズメのくらしスズメのくらしスズメのくらし
平野 伸明平野 伸明平野 伸明平野 伸明∥∥∥∥文文文文
写真写真写真写真

K488.9K488.9K488.9K488.9
9999

にっぽんにっぽんにっぽんにっぽん発見発見発見発見!!!!マップマップマップマップ

わくわくするわくわくするわくわくするわくわくする日本日本日本日本のののの地図地図地図地図
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ほんとのおおきさ・てがたあしがたほんとのおおきさ・てがたあしがたほんとのおおきさ・てがたあしがたほんとのおおきさ・てがたあしがた
図鑑図鑑図鑑図鑑

小宮 輝之小宮 輝之小宮 輝之小宮 輝之∥∥∥∥著著著著 K489K489K489K489 テーブルマジックテーブルマジックテーブルマジックテーブルマジック入門入門入門入門 長谷 和幸長谷 和幸長谷 和幸長谷 和幸∥∥∥∥監修監修監修監修 K779.3K779.3K779.3K779.3

返返返返そうそうそうそう赤赤赤赤ちゃんゴリラをおちゃんゴリラをおちゃんゴリラをおちゃんゴリラをお母母母母さんさんさんさん
にににに

あんず ゆきあんず ゆきあんず ゆきあんず ゆき∥∥∥∥文文文文
K489.9K489.9K489.9K489.9
7777

おもしろサッカークイズおもしろサッカークイズおもしろサッカークイズおもしろサッカークイズ100100100100
ストライカーストライカーストライカーストライカーDXDXDXDX編編編編
集部集部集部集部∥∥∥∥監修監修監修監修

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

またきょうもみつけたまたきょうもみつけたまたきょうもみつけたまたきょうもみつけた 辻 友紀子辻 友紀子辻 友紀子辻 友紀子∥∥∥∥作作作作 K490K490K490K490 内田篤人内田篤人内田篤人内田篤人 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

みな またみな またみな またみな また、、、、よみがえるよみがえるよみがえるよみがえる
尾崎 尾崎 尾崎 尾崎 たまきたまきたまきたまき∥∥∥∥写写写写
真  文真  文真  文真  文

K493.1K493.1K493.1K493.1
52525252

K783.7K783.7K783.7K783.7

患者患者患者患者さんがさんがさんがさんが教教教教えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた 外尾 誠外尾 誠外尾 誠外尾 誠∥∥∥∥文文文文
K493.1K493.1K493.1K493.1
52525252

ジャッキー・ロビンソンジャッキー・ロビンソンジャッキー・ロビンソンジャッキー・ロビンソン 近藤 隆夫近藤 隆夫近藤 隆夫近藤 隆夫∥∥∥∥著著著著 K783.7K783.7K783.7K783.7

がんのひみつがんのひみつがんのひみつがんのひみつ 田川 滋田川 滋田川 滋田川 滋∥∥∥∥漫画漫画漫画漫画 K494.5K494.5K494.5K494.5 浅田真央浅田真央浅田真央浅田真央そしてそしてそしてそして、、、、そのそのそのその瞬間瞬間瞬間瞬間へへへへ 吉田 順吉田 順吉田 順吉田 順∥∥∥∥著著著著
K784.6K784.6K784.6K784.6
5555

ハーブのティーパーティーハーブのティーパーティーハーブのティーパーティーハーブのティーパーティー
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

K499.8K499.8K499.8K499.8
7777

おしゃれさんのおしゃれさんのおしゃれさんのおしゃれさんの茶道茶道茶道茶道はじめてはじめてはじめてはじめて物語物語物語物語 永井 郁子永井 郁子永井 郁子永井 郁子∥∥∥∥著著著著 K791K791K791K791

身近身近身近身近なもののなもののなもののなものの進化図鑑進化図鑑進化図鑑進化図鑑　　　　3333
スタジオダンクスタジオダンクスタジオダンクスタジオダンク∥∥∥∥
作作作作

K502K502K502K502 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花部花部花部花部 高橋 郁代高橋 郁代高橋 郁代高橋 郁代∥∥∥∥著著著著 K793K793K793K793

企業内職人図鑑企業内職人図鑑企業内職人図鑑企業内職人図鑑　　　　1111 こどもくらぶこどもくらぶこどもくらぶこどもくらぶ∥∥∥∥編編編編 K502.1K502.1K502.1K502.1 あやとりあやとりあやとりあやとり
シシド ユキオシシド ユキオシシド ユキオシシド ユキオ∥∥∥∥
文文文文

K798K798K798K798

K509.2K509.2K509.2K509.2
1111

都会都会都会都会((((まちまちまちまち))))のトムのトムのトムのトム&&&&ソーヤゲーム・ソーヤゲーム・ソーヤゲーム・ソーヤゲーム・
ブックブックブックブック

はやみね かおるはやみね かおるはやみね かおるはやみね かおる
∥∥∥∥作作作作

K798K798K798K798

ジュニアジュニアジュニアジュニア地球白書地球白書地球白書地球白書　　　　2012201220122012----13131313
ワールドウォッチワールドウォッチワールドウォッチワールドウォッチ研究研究研究研究
所所所所∥∥∥∥原本企画編集原本企画編集原本企画編集原本企画編集

K519.0K519.0K519.0K519.0
5555

K908.3K908.3K908.3K908.3

未来未来未来未来をつくるこれからのエコをつくるこれからのエコをつくるこれからのエコをつくるこれからのエコ企業企業企業企業
1111・・・・2222

孫 奈美孫 奈美孫 奈美孫 奈美∥∥∥∥編著編著編著編著
K519.1K519.1K519.1K519.1
3333

絵絵絵絵といっしょにといっしょにといっしょにといっしょに読読読読むむむむ国語国語国語国語のののの絵本絵本絵本絵本
1111～～～～4444

坪内 稔典坪内 稔典坪内 稔典坪内 稔典∥∥∥∥監修監修監修監修 K910K910K910K910

飛行機飛行機飛行機飛行機・・・・船船船船
小賀野 実小賀野 実小賀野 実小賀野 実∥∥∥∥監修監修監修監修
写真写真写真写真

K538.6K538.6K538.6K538.6 地球地球地球地球パラダイスパラダイスパラダイスパラダイス 工藤 直子工藤 直子工藤 直子工藤 直子∥∥∥∥詩詩詩詩
K911.5K911.5K911.5K911.5
6666

ジェットジェットジェットジェット機機機機とととと空港空港空港空港・・・・管制塔管制塔管制塔管制塔 モリナガ ヨウモリナガ ヨウモリナガ ヨウモリナガ ヨウ∥∥∥∥作作作作
K538.6K538.6K538.6K538.6
8888

「「「「赤毛赤毛赤毛赤毛のアンのアンのアンのアン」」」」のののの島島島島でででで 奥田 実紀奥田 実紀奥田 実紀奥田 実紀∥∥∥∥著著著著
K930.2K930.2K930.2K930.2
78787878

かんたんかんたんかんたんかんたん!!!!かわいいかわいいかわいいかわいい!!!!ひとりでできひとりでできひとりでできひとりででき
るるるる!!!!はじめてのかぎはじめてのかぎはじめてのかぎはじめてのかぎ針編針編針編針編みみみみ

寺西 恵里子寺西 恵里子寺西 恵里子寺西 恵里子∥∥∥∥著著著著 K594.3K594.3K594.3K594.3 絵本絵本絵本絵本

かんたんかんたんかんたんかんたん!!!!かわいいかわいいかわいいかわいい!!!!ひとりでできひとりでできひとりでできひとりででき
るるるる!!!!はじめてのはじめてのはじめてのはじめての棒針編棒針編棒針編棒針編みみみみ

寺西 恵里子寺西 恵里子寺西 恵里子寺西 恵里子∥∥∥∥著著著著 K594.3K594.3K594.3K594.3 ぐるぐるせんたくぐるぐるせんたくぐるぐるせんたくぐるぐるせんたく 矢野 矢野 矢野 矢野 アケミアケミアケミアケミ∥∥∥∥作作作作 EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

K596.2K596.2K596.2K596.2

町工場町工場町工場町工場のののの底力底力底力底力　　　　1111・・・・2222

おもしろおもしろおもしろおもしろ野球野球野球野球クイズクイズクイズクイズ100100100100

5555分後分後分後分後にににに意外意外意外意外なななな結末結末結末結末　　　　1111・・・・2222
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和食和食和食和食のすべてがわかるのすべてがわかるのすべてがわかるのすべてがわかる本本本本　　　　1111 服部 幸應服部 幸應服部 幸應服部 幸應∥∥∥∥監修監修監修監修
K596.2K596.2K596.2K596.2
1111

でんしゃごっこでんしゃごっこでんしゃごっこでんしゃごっこ 山口 山口 山口 山口 マオマオマオマオ∥∥∥∥作作作作 EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

つくってつくってつくってつくって楽楽楽楽しいしいしいしい!!!!世界世界世界世界のスイーツのスイーツのスイーツのスイーツ
2222・・・・3333

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

とべたよとべたよとべたよとべたよとべたよとべたよとべたよとべたよ
わかやま しずこわかやま しずこわかやま しずこわかやま しずこ
∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEｱｶｱｶｱｶｱｶ

おおおお姫姫姫姫さまおさまおさまおさまお菓子物語菓子物語菓子物語菓子物語 今田 美奈子今田 美奈子今田 美奈子今田 美奈子∥∥∥∥著著著著
K596.6K596.6K596.6K596.6
5555

どこにいるかなどこにいるかなどこにいるかなどこにいるかな???? 松橋 利光松橋 利光松橋 利光松橋 利光∥∥∥∥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

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　　　　3333・・・・5555
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 おいだらやまのよるおいだらやまのよるおいだらやまのよるおいだらやまのよる 米田 一彦米田 一彦米田 一彦米田 一彦∥∥∥∥文文文文
EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

シリーズはたらくシリーズはたらくシリーズはたらくシリーズはたらく農業機械農業機械農業機械農業機械　　　　2222～～～～5555 高井 宗宏高井 宗宏高井 宗宏高井 宗宏∥∥∥∥監修監修監修監修
K614.8K614.8K614.8K614.8
5555

みんなでしいたけづくりみんなでしいたけづくりみんなでしいたけづくりみんなでしいたけづくり
菊池 日出夫菊池 日出夫菊池 日出夫菊池 日出夫∥∥∥∥ささささ
くくくく

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

おおおお米米米米なんでもなんでもなんでもなんでも図鑑図鑑図鑑図鑑 石谷 孝佑石谷 孝佑石谷 孝佑石谷 孝佑∥∥∥∥監修監修監修監修 K616.2K616.2K616.2K616.2 いちばんでんしゃのうんてんしいちばんでんしゃのうんてんしいちばんでんしゃのうんてんしいちばんでんしゃのうんてんし
たけむら せんじたけむら せんじたけむら せんじたけむら せんじ
∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん

EEEEｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

まるごとだいこんまるごとだいこんまるごとだいこんまるごとだいこん
八田 尚子八田 尚子八田 尚子八田 尚子∥∥∥∥構成構成構成構成
文文文文

K626.4K626.4K626.4K626.4
4444

盆栽盆栽盆栽盆栽えほんえほんえほんえほん 大野 八生大野 八生大野 八生大野 八生∥∥∥∥作作作作 K627.8K627.8K627.8K627.8

K628.2K628.2K628.2K628.2

ウマウマウマウマ大図鑑大図鑑大図鑑大図鑑
日本日本日本日本ウマウマウマウマ科学会科学会科学会科学会
∥∥∥∥監修監修監修監修

K645.2K645.2K645.2K645.2

イヌとネコのイヌとネコのイヌとネコのイヌとネコの体体体体のののの不思議不思議不思議不思議 斉藤 勝司斉藤 勝司斉藤 勝司斉藤 勝司∥∥∥∥著著著著 K645.6K645.6K645.6K645.6

いつかいつかいつかいつか帰帰帰帰りたいぼくのふるさとりたいぼくのふるさとりたいぼくのふるさとりたいぼくのふるさと
大塚 敦子大塚 敦子大塚 敦子大塚 敦子∥∥∥∥写真写真写真写真
文文文文

K645.7K645.7K645.7K645.7

マークとマークとマークとマークと記号記号記号記号 村越 愛策村越 愛策村越 愛策村越 愛策∥∥∥∥監修監修監修監修 K727K727K727K727

K750K750K750K750

山田和樹山田和樹山田和樹山田和樹とオーケストラのとびらとオーケストラのとびらとオーケストラのとびらとオーケストラのとびら
をひらくをひらくをひらくをひらく

山田 和樹山田 和樹山田 和樹山田 和樹∥∥∥∥著著著著 K764.3K764.3K764.3K764.3

体験体験体験体験!!!!子子子子どもどもどもども寄席寄席寄席寄席　　　　1111
古今亭 菊千代古今亭 菊千代古今亭 菊千代古今亭 菊千代∥∥∥∥
文文文文

K779.1K779.1K779.1K779.1
3333

おいしいほしがきおいしいほしがきおいしいほしがきおいしいほしがき

しかけがしかけがしかけがしかけが楽楽楽楽しいアイデアしいアイデアしいアイデアしいアイデア貯金箱貯金箱貯金箱貯金箱
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おふろのくまちゃんおふろのくまちゃんおふろのくまちゃんおふろのくまちゃん
シャーリー  パレシャーリー  パレシャーリー  パレシャーリー  パレ
ントーントーントーントー∥∥∥∥ぶんぶんぶんぶん

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ おかしのくにさがそおかしのくにさがそおかしのくにさがそおかしのくにさがそ!!!! イトウ ユカイトウ ユカイトウ ユカイトウ ユカ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

とびたいぶたですよとびたいぶたですよとびたいぶたですよとびたいぶたですよ
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 たったひとりのともだちたったひとりのともだちたったひとりのともだちたったひとりのともだち
原田 原田 原田 原田 えいせいえいせいえいせいえいせい∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

いじめっこいじめっこいじめっこいじめっこ
ローラ  ヴァッカロローラ  ヴァッカロローラ  ヴァッカロローラ  ヴァッカロ
シーガーシーガーシーガーシーガー∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ
はやくちまちしょうてんがいはやくはやくちまちしょうてんがいはやくはやくちまちしょうてんがいはやくはやくちまちしょうてんがいはやく
ちはやあるきたいかいちはやあるきたいかいちはやあるきたいかいちはやあるきたいかい

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

スキャリーおじさんのどうぶつたちスキャリーおじさんのどうぶつたちスキャリーおじさんのどうぶつたちスキャリーおじさんのどうぶつたち
のメリークリスマスのメリークリスマスのメリークリスマスのメリークリスマス

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

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ くしカツさんちはまんいんですくしカツさんちはまんいんですくしカツさんちはまんいんですくしカツさんちはまんいんです
岡田 岡田 岡田 岡田 よしたかよしたかよしたかよしたか∥∥∥∥
さくさくさくさく

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

そんなときどうするそんなときどうするそんなときどうするそんなときどうする????
セシル  ジョスリンセシル  ジョスリンセシル  ジョスリンセシル  ジョスリン
∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ こうさぎのクリスマスこうさぎのクリスマスこうさぎのクリスマスこうさぎのクリスマス 松野 正子松野 正子松野 正子松野 正子∥∥∥∥さくさくさくさく EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

かいぞくゴックンかいぞくゴックンかいぞくゴックンかいぞくゴックン
ジョニー  ダドルジョニー  ダドルジョニー  ダドルジョニー  ダドル
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ
ちびころおにぎりでかころおにぎちびころおにぎりでかころおにぎちびころおにぎりでかころおにぎちびころおにぎりでかころおにぎ
り おじいちゃんちへいくり おじいちゃんちへいくり おじいちゃんちへいくり おじいちゃんちへいく

おおい じゅんこおおい じゅんこおおい じゅんこおおい じゅんこ
∥∥∥∥作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ちいさいきみとおおきいぼくちいさいきみとおおきいぼくちいさいきみとおおきいぼくちいさいきみとおおきいぼく
ナディーヌ  ブラナディーヌ  ブラナディーヌ  ブラナディーヌ  ブラ
ン  コムン  コムン  コムン  コム∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ ユッキーとダルマンユッキーとダルマンユッキーとダルマンユッキーとダルマン
大森 裕子大森 裕子大森 裕子大森 裕子∥∥∥∥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

おひめさまとカエルさんおひめさまとカエルさんおひめさまとカエルさんおひめさまとカエルさん
ハーヴ  ツェマッハーヴ  ツェマッハーヴ  ツェマッハーヴ  ツェマッ
クククク∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ だるまちゃん・りんごんちゃんだるまちゃん・りんごんちゃんだるまちゃん・りんごんちゃんだるまちゃん・りんごんちゃん かこ さとしかこ さとしかこ さとしかこ さとし∥∥∥∥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

ライオンとライオンとライオンとライオンと一角獣一角獣一角獣一角獣とわたしとわたしとわたしとわたし
ジャネット  ウィンジャネット  ウィンジャネット  ウィンジャネット  ウィン
ターソンターソンターソンターソン∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ おいしいよやぎのケーキやさんおいしいよやぎのケーキやさんおいしいよやぎのケーキやさんおいしいよやぎのケーキやさん
きむら ゆういちきむら ゆういちきむら ゆういちきむら ゆういち∥∥∥∥
作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ゼロくんのかちゼロくんのかちゼロくんのかちゼロくんのかち
ジャンニ  ロダーリジャンニ  ロダーリジャンニ  ロダーリジャンニ  ロダーリ
∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ リーかあさまのはなしリーかあさまのはなしリーかあさまのはなしリーかあさまのはなし 中村 茂中村 茂中村 茂中村 茂∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ちかちかぴかりちかちかぴかりちかちかぴかりちかちかぴかり
ジョアン ジョアン ジョアン ジョアン BBBB....グレアグレアグレアグレア
ムムムム∥∥∥∥ことばことばことばことば

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ ワララちゃんのおるすばんワララちゃんのおるすばんワララちゃんのおるすばんワララちゃんのおるすばん
こいで なつここいで なつここいで なつここいで なつこ∥∥∥∥
著著著著

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ピーターラビットクリスマスのおはピーターラビットクリスマスのおはピーターラビットクリスマスのおはピーターラビットクリスマスのおは
なしなしなしなし

エマ  トンプソンエマ  トンプソンエマ  トンプソンエマ  トンプソン
∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ シャボンだまのきせきシャボンだまのきせきシャボンだまのきせきシャボンだまのきせき チョコザイチョコザイチョコザイチョコザイ∥∥∥∥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

モラッチャホンがきたモラッチャホンがきたモラッチャホンがきたモラッチャホンがきた!!!!
ヘレン  ドカティヘレン  ドカティヘレン  ドカティヘレン  ドカティ
∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ 白白白白いいいい街街街街あったかいあったかいあったかいあったかい雪雪雪雪 鎌田 實鎌田 實鎌田 實鎌田 實∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

クリスマスってなあにクリスマスってなあにクリスマスってなあにクリスマスってなあに
ディックディックディックディック====ブルーブルーブルーブルー
ナナナナ∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ しろくまさんがひっこしてきたしろくまさんがひっこしてきたしろくまさんがひっこしてきたしろくまさんがひっこしてきた
さくらい かおりさくらい かおりさくらい かおりさくらい かおり∥∥∥∥
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

サンタさんのトナカイサンタさんのトナカイサンタさんのトナカイサンタさんのトナカイ
ジャン  ブレットジャン  ブレットジャン  ブレットジャン  ブレット∥∥∥∥
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 モールじいさんのおひっこしモールじいさんのおひっこしモールじいさんのおひっこしモールじいさんのおひっこし さとう けいごさとう けいごさとう けいごさとう けいご∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ピムとポム しんぶんにのりたいピムとポム しんぶんにのりたいピムとポム しんぶんにのりたいピムとポム しんぶんにのりたい
ミース  バウハウミース  バウハウミース  バウハウミース  バウハウ
スススス∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ ひとつのねがいひとつのねがいひとつのねがいひとつのねがい
はまだ ひろすけはまだ ひろすけはまだ ひろすけはまだ ひろすけ
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ミース  バウハウミース  バウハウミース  バウハウミース  バウハウ はしれディーゼルきかんしゃデーはしれディーゼルきかんしゃデーはしれディーゼルきかんしゃデーはしれディーゼルきかんしゃデー
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ピムとポム ねこのえんそうかいピムとポム ねこのえんそうかいピムとポム ねこのえんそうかいピムとポム ねこのえんそうかい
ミース  バウハウミース  バウハウミース  バウハウミース  バウハウ
スススス∥∥∥∥作作作作

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ
はしれディーゼルきかんしゃデーはしれディーゼルきかんしゃデーはしれディーゼルきかんしゃデーはしれディーゼルきかんしゃデー
デデデデ

すとう あさえすとう あさえすとう あさえすとう あさえ∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

よーしよーしよーしよーし、、、、よしよしよしよし!!!!
サム  マクブラットサム  マクブラットサム  マクブラットサム  マクブラット
ニィニィニィニィ∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ あいうえおんせんあいうえおんせんあいうえおんせんあいうえおんせん 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

ラズィアのねがいラズィアのねがいラズィアのねがいラズィアのねがい
エリザベス  サナエリザベス  サナエリザベス  サナエリザベス  サナ
ビービービービー∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ クジラクジラクジラクジラ対対対対シャチシャチシャチシャチ
NHKNHKNHKNHKスペシャルスペシャルスペシャルスペシャル
制作班制作班制作班制作班∥∥∥∥監修監修監修監修

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

いしのおもちゃいしのおもちゃいしのおもちゃいしのおもちゃ
イチンノロブ  ガイチンノロブ  ガイチンノロブ  ガイチンノロブ  ガ
ンバートルンバートルンバートルンバートル∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ
さんびきのこねずみとガラスのほさんびきのこねずみとガラスのほさんびきのこねずみとガラスのほさんびきのこねずみとガラスのほ
しししし

たかお ゆうこたかお ゆうこたかお ゆうこたかお ゆうこ∥∥∥∥
作  絵作  絵作  絵作  絵

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

まじょのウィニーとまほうのパソコまじょのウィニーとまほうのパソコまじょのウィニーとまほうのパソコまじょのウィニーとまほうのパソコ
ンンンン

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 ねんにいちどのむらしばいねんにいちどのむらしばいねんにいちどのむらしばいねんにいちどのむらしばい 高宮 良子高宮 良子高宮 良子高宮 良子∥∥∥∥さくさくさくさく EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

きえたぐらぐらのはきえたぐらぐらのはきえたぐらぐらのはきえたぐらぐらのは
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 十二支十二支十二支十二支のおやこえほんのおやこえほんのおやこえほんのおやこえほん 高畠 純高畠 純高畠 純高畠 純∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ぼくらはいつもいっしょだよぼくらはいつもいっしょだよぼくらはいつもいっしょだよぼくらはいつもいっしょだよ
サム  マクブラットサム  マクブラットサム  マクブラットサム  マクブラット
ニィニィニィニィ∥∥∥∥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 うみのしっぽうみのしっぽうみのしっぽうみのしっぽ
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

よるのきかんしゃよるのきかんしゃよるのきかんしゃよるのきかんしゃ、、、、ゆめのきしゃゆめのきしゃゆめのきしゃゆめのきしゃ
シェリー  ダスシェリー  ダスシェリー  ダスシェリー  ダス
キー  リンカーキー  リンカーキー  リンカーキー  リンカー∥∥∥∥
文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ くるぞくるぞくるぞくるぞくるぞくるぞくるぞくるぞ
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

あくたれラルフのクリスマスあくたれラルフのクリスマスあくたれラルフのクリスマスあくたれラルフのクリスマス
ジャック  ガントスジャック  ガントスジャック  ガントスジャック  ガントス
∥∥∥∥さくさくさくさく

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ パンダパンダパンダパンダ銭湯銭湯銭湯銭湯
tupera tupera∥tupera tupera∥tupera tupera∥tupera tupera∥
さくさくさくさく

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ぼくはだれだろうぼくはだれだろうぼくはだれだろうぼくはだれだろう
ゲルバズ  フィンゲルバズ  フィンゲルバズ  フィンゲルバズ  フィン
∥∥∥∥文文文文

EEEEﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛﾊｲｲﾛ おふとんのくにおふとんのくにおふとんのくにおふとんのくに D∥D∥D∥D∥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

クリスマスのよるにクリスマスのよるにクリスマスのよるにクリスマスのよるに あべ はじめあべ はじめあべ はじめあべ はじめ∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ こうさぎとこうさぎとこうさぎとこうさぎと4444ほんのマフラーほんのマフラーほんのマフラーほんのマフラー
わたり むつこわたり むつこわたり むつこわたり むつこ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

すすめすすめすすめすすめ!!!!ふたごちゃんふたごちゃんふたごちゃんふたごちゃん
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∥∥∥∥
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 UFOUFOUFOUFOのつくりかたのつくりかたのつくりかたのつくりかた 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

だれのおうちだれのおうちだれのおうちだれのおうち???? accototo∥accototo∥accototo∥accototo∥著著著著 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ おはなしトンネルおはなしトンネルおはなしトンネルおはなしトンネル 中野 真典中野 真典中野 真典中野 真典∥∥∥∥著著著著 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

だれもしらないヒーローだれもしらないヒーローだれもしらないヒーローだれもしらないヒーロー
きむら ゆういちきむら ゆういちきむら ゆういちきむら ゆういち∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ しろいおくりものしろいおくりものしろいおくりものしろいおくりもの 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

はなちゃんのわらいのたねはなちゃんのわらいのたねはなちゃんのわらいのたねはなちゃんのわらいのたね akko∥akko∥akko∥akko∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ くまくまパンくまくまパンくまくまパンくまくまパン 西村 敏雄西村 敏雄西村 敏雄西村 敏雄∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

ピッキーとポッキーのはいくえほピッキーとポッキーのはいくえほピッキーとポッキーのはいくえほピッキーとポッキーのはいくえほ
んんんん　　　　おしょうがつのまきおしょうがつのまきおしょうがつのまきおしょうがつのまき

あらしやま こうざあらしやま こうざあらしやま こうざあらしやま こうざ
ぶろうぶろうぶろうぶろう∥∥∥∥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 ぽんこちゃんポンぽんこちゃんポンぽんこちゃんポンぽんこちゃんポン!!!! 乾 栄里子乾 栄里子乾 栄里子乾 栄里子∥∥∥∥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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ぼくぼくぼくぼく、、、、仮面仮面仮面仮面ライダーになるライダーになるライダーになるライダーになる!!!!　　　　ガイムガイムガイムガイム
編編編編

のぶみのぶみのぶみのぶみ∥∥∥∥さくさくさくさく EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

3333びきのこねこびきのこねこびきのこねこびきのこねこ 雪舟 雪舟 雪舟 雪舟 えまえまえまえま∥∥∥∥文文文文 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

こうくんとちいさなゆきだるまこうくんとちいさなゆきだるまこうくんとちいさなゆきだるまこうくんとちいさなゆきだるま
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
∥∥∥∥作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

うまちゃんかけっこならまけないもうまちゃんかけっこならまけないもうまちゃんかけっこならまけないもうまちゃんかけっこならまけないも
んんんん!!!!

きむら ゆういちきむら ゆういちきむら ゆういちきむら ゆういち∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

黄黄黄黄いろのトマトいろのトマトいろのトマトいろのトマト 宮沢 賢治宮沢 賢治宮沢 賢治宮沢 賢治∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

へんなどうぶつえんへんなどうぶつえんへんなどうぶつえんへんなどうぶつえん 筒井 敬介筒井 敬介筒井 敬介筒井 敬介∥∥∥∥作作作作 EEEEﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘﾐﾄﾞﾘ

町町町町をまもったをまもったをまもったをまもった龍木龍木龍木龍木
まつだ はるかまつだ はるかまつだ はるかまつだ はるか∥∥∥∥
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

アンパンマンとリンゴぼうやアンパンマンとリンゴぼうやアンパンマンとリンゴぼうやアンパンマンとリンゴぼうや
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

雨雨雨雨ニモマケズニモマケズニモマケズニモマケズ 宮澤 賢治宮澤 賢治宮澤 賢治宮澤 賢治∥∥∥∥詩詩詩詩 EEEEﾑﾗｻｷﾑﾗｻｷﾑﾗｻｷﾑﾗｻｷ

ぼくのぼくのぼくのぼくの世界世界世界世界のさかさまののさかさまののさかさまののさかさまの向向向向こうがこうがこうがこうが
わわわわ

ふるしょう ようこふるしょう ようこふるしょう ようこふるしょう ようこ∥∥∥∥
作作作作

EEEEﾑﾗｻｷﾑﾗｻｷﾑﾗｻｷﾑﾗｻｷ

DVDDVDDVDDVD

V497.7V497.7V497.7V497.7

V497.7V497.7V497.7V497.7

あらいぐまラスカルあらいぐまラスカルあらいぐまラスカルあらいぐまラスカル 楠葉 宏三楠葉 宏三楠葉 宏三楠葉 宏三∥∥∥∥演出演出演出演出
V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

トラップトラップトラップトラップ一家物語一家物語一家物語一家物語
楠葉 宏三楠葉 宏三楠葉 宏三楠葉 宏三∥∥∥∥構成構成構成構成
演出演出演出演出

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

私私私私のあしながおじさんのあしながおじさんのあしながおじさんのあしながおじさん 楠葉 宏三楠葉 宏三楠葉 宏三楠葉 宏三∥∥∥∥演出演出演出演出
V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

はじめてのはみがきはじめてのはみがきはじめてのはみがきはじめてのはみがき　　　　4444歳歳歳歳～～～～6666歳編歳編歳編歳編

はじめてのはみがきはじめてのはみがきはじめてのはみがきはじめてのはみがき　　　　0000歳歳歳歳～～～～3333歳編歳編歳編歳編

小公女小公女小公女小公女((((プリンセスプリンセスプリンセスプリンセス))))セーラセーラセーラセーラ 楠葉 宏三楠葉 宏三楠葉 宏三楠葉 宏三∥∥∥∥演出演出演出演出
V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

赤毛赤毛赤毛赤毛のアンのアンのアンのアン 楠葉 宏三楠葉 宏三楠葉 宏三楠葉 宏三∥∥∥∥演出演出演出演出
V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

愛愛愛愛のののの若草物語若草物語若草物語若草物語 楠葉 宏三楠葉 宏三楠葉 宏三楠葉 宏三∥∥∥∥演出演出演出演出
V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

V778.8V778.8V778.8V778.8BUNGOBUNGOBUNGOBUNGO　　　　日本文学日本文学日本文学日本文学シネマシネマシネマシネマ　　　　2222　　　　檸檬檸檬檸檬檸檬
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