
購入図書案内　　3月号購入図書案内　　3月号購入図書案内　　3月号購入図書案内　　3月号 図説大百科世界の地理 3図説大百科世界の地理 3図説大百科世界の地理 3図説大百科世界の地理 3 田辺 裕∥監修田辺 裕∥監修田辺 裕∥監修田辺 裕∥監修 290.8290.8290.8290.8

2014年1月受入分　No.277　名 取 市 図 書 館2014年1月受入分　No.277　名 取 市 図 書 館2014年1月受入分　No.277　名 取 市 図 書 館2014年1月受入分　No.277　名 取 市 図 書 館 島々の日本島々の日本島々の日本島々の日本
日本離島セン日本離島セン日本離島セン日本離島セン
ター∥編ター∥編ター∥編ター∥編

291291291291

総記総記総記総記 知られざる富士山知られざる富士山知られざる富士山知られざる富士山 上村 信太郎∥著上村 信太郎∥著上村 信太郎∥著上村 信太郎∥著 291.51291.51291.51291.51

大きな字だからスグ分かる!パソコ大きな字だからスグ分かる!パソコ大きな字だからスグ分かる!パソコ大きな字だからスグ分かる!パソコ
ンまるごとマスターンまるごとマスターンまるごとマスターンまるごとマスター

大きな字編集部大きな字編集部大きな字編集部大きな字編集部
∥著∥著∥著∥著

007.6007.6007.6007.6 シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール¥1000¥1000¥1000¥1000でできることでできることでできることでできること 山下 マヌー∥著山下 マヌー∥著山下 マヌー∥著山下 マヌー∥著 292.4292.4292.4292.4

東京の図書館で働いて東京の図書館で働いて東京の図書館で働いて東京の図書館で働いて
なかしま のぶこなかしま のぶこなかしま のぶこなかしま のぶこ
∥著∥著∥著∥著

010.4010.4010.4010.4 にょろり旅・ザ・ファイナルにょろり旅・ザ・ファイナルにょろり旅・ザ・ファイナルにょろり旅・ザ・ファイナル 青山 潤∥著青山 潤∥著青山 潤∥著青山 潤∥著 292.48292.48292.48292.48

走れ!移動図書館走れ!移動図書館走れ!移動図書館走れ!移動図書館 鎌倉 幸子∥著鎌倉 幸子∥著鎌倉 幸子∥著鎌倉 幸子∥著 015.5015.5015.5015.5 もっと知りたいカナダもっと知りたいカナダもっと知りたいカナダもっと知りたいカナダ 綾部 恒雄∥編綾部 恒雄∥編綾部 恒雄∥編綾部 恒雄∥編 295.1295.1295.1295.1

読書脳読書脳読書脳読書脳 立花 隆∥著立花 隆∥著立花 隆∥著立花 隆∥著 019.9019.9019.9019.9 295.1295.1295.1295.1

古本屋ツアー・イン・ジャパン古本屋ツアー・イン・ジャパン古本屋ツアー・イン・ジャパン古本屋ツアー・イン・ジャパン 小山 力也∥著小山 力也∥著小山 力也∥著小山 力也∥著 024.8024.8024.8024.8 社会科学社会科学社会科学社会科学

そして、メディアは日本を戦争にそして、メディアは日本を戦争にそして、メディアは日本を戦争にそして、メディアは日本を戦争に
導いた導いた導いた導いた

半藤 一利∥著半藤 一利∥著半藤 一利∥著半藤 一利∥著 070.21070.21070.21070.21
変わるエジプト、変わらないエジ変わるエジプト、変わらないエジ変わるエジプト、変わらないエジ変わるエジプト、変わらないエジ
プトプトプトプト

師岡 カリーマ師岡 カリーマ師岡 カリーマ師岡 カリーマ
エルサムニー∥エルサムニー∥エルサムニー∥エルサムニー∥
著著著著

302.42302.42302.42302.42

哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教
これからの日本、経済より大切なこれからの日本、経済より大切なこれからの日本、経済より大切なこれからの日本、経済より大切な
ことことことこと

池上 彰∥著池上 彰∥著池上 彰∥著池上 彰∥著 304304304304

目に見えないもの目に見えないもの目に見えないもの目に見えないもの
星の王子さまと10人星の王子さまと10人星の王子さまと10人星の王子さまと10人
の探究者たち∥著の探究者たち∥著の探究者たち∥著の探究者たち∥著 104104104104 日本政治のウラのウラ日本政治のウラのウラ日本政治のウラのウラ日本政治のウラのウラ 森 喜朗∥著森 喜朗∥著森 喜朗∥著森 喜朗∥著 312.1312.1312.1312.1

あなたはなぜ「友だち」が必要なあなたはなぜ「友だち」が必要なあなたはなぜ「友だち」が必要なあなたはなぜ「友だち」が必要な
のかのかのかのか

カーリン　フローカーリン　フローカーリン　フローカーリン　フロー
ラ∥著ラ∥著ラ∥著ラ∥著

158158158158 政治の起源 下政治の起源 下政治の起源 下政治の起源 下
フランシス　フクフランシス　フクフランシス　フクフランシス　フク
ヤマ∥著ヤマ∥著ヤマ∥著ヤマ∥著

313313313313

「折れない心」をつくるたった1つ「折れない心」をつくるたった1つ「折れない心」をつくるたった1つ「折れない心」をつくるたった1つ
の習慣の習慣の習慣の習慣

植西 聰∥著植西 聰∥著植西 聰∥著植西 聰∥著 159159159159 人権をめぐる十五講人権をめぐる十五講人権をめぐる十五講人権をめぐる十五講 辻村 みよ子∥著辻村 みよ子∥著辻村 みよ子∥著辻村 みよ子∥著 316.1316.1316.1316.1

残業ゼロですごい結果が出る時残業ゼロですごい結果が出る時残業ゼロですごい結果が出る時残業ゼロですごい結果が出る時
間術間術間術間術

夏川 賀央∥著夏川 賀央∥著夏川 賀央∥著夏川 賀央∥著 159.4159.4159.4159.4 「原発さまの町」からの脱却「原発さまの町」からの脱却「原発さまの町」からの脱却「原発さまの町」からの脱却 吉原 直樹∥著吉原 直樹∥著吉原 直樹∥著吉原 直樹∥著 318.23318.23318.23318.23

メッカ巡礼記メッカ巡礼記メッカ巡礼記メッカ巡礼記 鈴木 剛∥著鈴木 剛∥著鈴木 剛∥著鈴木 剛∥著 167.6167.6167.6167.6 知の武装知の武装知の武装知の武装 手嶋 龍一∥著手嶋 龍一∥著手嶋 龍一∥著手嶋 龍一∥著 319.1319.1319.1319.1

ナショナルジオグラフィックトラベルガイドカナダナショナルジオグラフィックトラベルガイドカナダナショナルジオグラフィックトラベルガイドカナダナショナルジオグラフィックトラベルガイドカナダ

面倒だから、しよう面倒だから、しよう面倒だから、しよう面倒だから、しよう 渡辺 和子∥著渡辺 和子∥著渡辺 和子∥著渡辺 和子∥著 198.24198.24198.24198.24 語られざる中国の結末語られざる中国の結末語られざる中国の結末語られざる中国の結末 宮家 邦彦∥著宮家 邦彦∥著宮家 邦彦∥著宮家 邦彦∥著 319.22319.22319.22319.22

歴史・地理歴史・地理歴史・地理歴史・地理
カナダの教訓超大国に屈しないカナダの教訓超大国に屈しないカナダの教訓超大国に屈しないカナダの教訓超大国に屈しない
外交外交外交外交

孫崎 享∥著孫崎 享∥著孫崎 享∥著孫崎 享∥著
B319.5B319.5B319.5B319.5
1053105310531053

反武士道論反武士道論反武士道論反武士道論
滋野  佐武郎∥滋野  佐武郎∥滋野  佐武郎∥滋野  佐武郎∥
著著著著

B210.1B210.1B210.1B210.1 カナダの憲法カナダの憲法カナダの憲法カナダの憲法 松井 茂記∥著松井 茂記∥著松井 茂記∥著松井 茂記∥著 323.51323.51323.51323.51

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 千城 央∥著千城 央∥著千城 央∥著千城 央∥著 210.3210.3210.3210.3 アベノミクスとTPPが創る日本アベノミクスとTPPが創る日本アベノミクスとTPPが創る日本アベノミクスとTPPが創る日本 浜田 宏一∥著浜田 宏一∥著浜田 宏一∥著浜田 宏一∥著 332.11332.11332.11332.11

忠臣蔵まで忠臣蔵まで忠臣蔵まで忠臣蔵まで 野口 武彦∥著野口 武彦∥著野口 武彦∥著野口 武彦∥著 210.4210.4210.4210.4 ジャパン・ラッシュジャパン・ラッシュジャパン・ラッシュジャパン・ラッシュ 原田 武夫∥著原田 武夫∥著原田 武夫∥著原田 武夫∥著 332.11332.11332.11332.11

戦国武将と男色戦国武将と男色戦国武将と男色戦国武将と男色 乃至 政彦∥著乃至 政彦∥著乃至 政彦∥著乃至 政彦∥著 210.47210.47210.47210.47 滅亡へのカウントダウン　上下滅亡へのカウントダウン　上下滅亡へのカウントダウン　上下滅亡へのカウントダウン　上下
アラン　ワイズマアラン　ワイズマアラン　ワイズマアラン　ワイズマ
ン∥著ン∥著ン∥著ン∥著

334.3334.3334.3334.3

本能寺の変431年目の真実本能寺の変431年目の真実本能寺の変431年目の真実本能寺の変431年目の真実 明智 憲三郎∥著明智 憲三郎∥著明智 憲三郎∥著明智 憲三郎∥著
B210.4B210.4B210.4B210.4
8888

カナダへ渡った広島移民カナダへ渡った広島移民カナダへ渡った広島移民カナダへ渡った広島移民
ミチコ　ミッヂ　アミチコ　ミッヂ　アミチコ　ミッヂ　アミチコ　ミッヂ　ア
ユカワ∥著ユカワ∥著ユカワ∥著ユカワ∥著

334.45334.45334.45334.45

日本が戦ってくれて感謝していま日本が戦ってくれて感謝していま日本が戦ってくれて感謝していま日本が戦ってくれて感謝していま
すすすす

井上 和彦∥著井上 和彦∥著井上 和彦∥著井上 和彦∥著 210.75210.75210.75210.75
カナダ日本人漁業移民の見た風カナダ日本人漁業移民の見た風カナダ日本人漁業移民の見た風カナダ日本人漁業移民の見た風
景景景景

河原 典史∥編河原 典史∥編河原 典史∥編河原 典史∥編 334.45334.45334.45334.45

カナダ史カナダ史カナダ史カナダ史 木村 和男∥編木村 和男∥編木村 和男∥編木村 和男∥編 251251251251 日系カナダ移民の社会史日系カナダ移民の社会史日系カナダ移民の社会史日系カナダ移民の社会史 末永 國紀∥著末永 國紀∥著末永 國紀∥著末永 國紀∥著 334.45334.45334.45334.45

史料が語るカナダ史料が語るカナダ史料が語るカナダ史料が語るカナダ
日本カナダ学会日本カナダ学会日本カナダ学会日本カナダ学会
∥編∥編∥編∥編

251251251251 ロッキーの麓の学校からロッキーの麓の学校からロッキーの麓の学校からロッキーの麓の学校から
フランク　モリツグフランク　モリツグフランク　モリツグフランク　モリツグ
∥編著∥編著∥編著∥編著

334.45334.45334.45334.45

会えてよかった会えてよかった会えてよかった会えてよかった 安野 光雅∥著安野 光雅∥著安野 光雅∥著安野 光雅∥著 281.04281.04281.04281.04 イーロン・マスクの野望イーロン・マスクの野望イーロン・マスクの野望イーロン・マスクの野望 竹内 一正∥著竹内 一正∥著竹内 一正∥著竹内 一正∥著 335.13335.13335.13335.13

日本人にとって天皇とは何か日本人にとって天皇とは何か日本人にとって天皇とは何か日本人にとって天皇とは何か 三浦 朱門∥著三浦 朱門∥著三浦 朱門∥著三浦 朱門∥著 288.41288.41288.41288.41 日本100大企業の系譜日本100大企業の系譜日本100大企業の系譜日本100大企業の系譜 菊地 浩之∥著菊地 浩之∥著菊地 浩之∥著菊地 浩之∥著 335.21335.21335.21335.21

迷わない。迷わない。迷わない。迷わない。 櫻井 よしこ∥著櫻井 よしこ∥著櫻井 よしこ∥著櫻井 よしこ∥著 289.1289.1289.1289.1
1000人の経営者に信頼される人1000人の経営者に信頼される人1000人の経営者に信頼される人1000人の経営者に信頼される人
の仕事の習慣の仕事の習慣の仕事の習慣の仕事の習慣

森本 千賀子∥著森本 千賀子∥著森本 千賀子∥著森本 千賀子∥著 336.49336.49336.49336.49

昭和に火をつけた男青島幸男と昭和に火をつけた男青島幸男と昭和に火をつけた男青島幸男と昭和に火をつけた男青島幸男と
その時代その時代その時代その時代

森 炎∥著森 炎∥著森 炎∥著森 炎∥著 289.1289.1289.1289.1 カネ学入門カネ学入門カネ学入門カネ学入門 藤原 敬之∥著藤原 敬之∥著藤原 敬之∥著藤原 敬之∥著 337.04337.04337.04337.04

人との出会いがカネを生むワル人との出会いがカネを生むワル人との出会いがカネを生むワル人との出会いがカネを生むワル
の交遊術50の交遊術50の交遊術50の交遊術50

渡辺 喜太郎∥著渡辺 喜太郎∥著渡辺 喜太郎∥著渡辺 喜太郎∥著 289.1289.1289.1289.1 カナダ銀行史カナダ銀行史カナダ銀行史カナダ銀行史 杉本 公彦∥著杉本 公彦∥著杉本 公彦∥著杉本 公彦∥著 338.25338.25338.25338.25
の交遊術50の交遊術50の交遊術50の交遊術50

渡辺 喜太郎∥著渡辺 喜太郎∥著渡辺 喜太郎∥著渡辺 喜太郎∥著 289.1289.1289.1289.1 カナダ銀行史カナダ銀行史カナダ銀行史カナダ銀行史 杉本 公彦∥著杉本 公彦∥著杉本 公彦∥著杉本 公彦∥著 338.25338.25338.25338.25



一生お金に困らない家の買い方一生お金に困らない家の買い方一生お金に困らない家の買い方一生お金に困らない家の買い方 浦田 健∥著浦田 健∥著浦田 健∥著浦田 健∥著 365.3365.3365.3365.3 産業産業産業産業

一冊の本をあなたに一冊の本をあなたに一冊の本をあなたに一冊の本をあなたに 歌代 幸子∥著歌代 幸子∥著歌代 幸子∥著歌代 幸子∥著 369.31369.31369.31369.31 無から生みだす未来無から生みだす未来無から生みだす未来無から生みだす未来 神谷 隆史∥著神谷 隆史∥著神谷 隆史∥著神谷 隆史∥著 601.12601.12601.12601.12

3・11を心に刻むブックガイド3・11を心に刻むブックガイド3・11を心に刻むブックガイド3・11を心に刻むブックガイド 草谷 桂子∥著草谷 桂子∥著草谷 桂子∥著草谷 桂子∥著 369.31369.31369.31369.31 あなたの犬は「天才」だあなたの犬は「天才」だあなたの犬は「天才」だあなたの犬は「天才」だ
ブライアン　ヘアブライアン　ヘアブライアン　ヘアブライアン　ヘア
∥著∥著∥著∥著

645.6645.6645.6645.6

東日本大震災２年目の活動記録東日本大震災２年目の活動記録東日本大震災２年目の活動記録東日本大震災２年目の活動記録 日本財団日本財団日本財団日本財団 369.31369.31369.31369.31
「残業絶対ゼロ」でも売れる私の「残業絶対ゼロ」でも売れる私の「残業絶対ゼロ」でも売れる私の「残業絶対ゼロ」でも売れる私の
営業法営業法営業法営業法

須藤 由芙子∥著須藤 由芙子∥著須藤 由芙子∥著須藤 由芙子∥著 673.3673.3673.3673.3

イヌイット 「極北の狩猟民」のいまイヌイット 「極北の狩猟民」のいまイヌイット 「極北の狩猟民」のいまイヌイット 「極北の狩猟民」のいま 岸上 伸啓∥著岸上 伸啓∥著岸上 伸啓∥著岸上 伸啓∥著 382.51382.51382.51382.51 繁盛店はこうしてつくれ!繁盛店はこうしてつくれ!繁盛店はこうしてつくれ!繁盛店はこうしてつくれ! 牧野 友保∥著牧野 友保∥著牧野 友保∥著牧野 友保∥著 673.97673.97673.97673.97

カナダ・イヌイットの食文化と社会カナダ・イヌイットの食文化と社会カナダ・イヌイットの食文化と社会カナダ・イヌイットの食文化と社会
変化変化変化変化

岸上 伸啓∥著岸上 伸啓∥著岸上 伸啓∥著岸上 伸啓∥著 382.51382.51382.51382.51
不動産投資これは危うい<絶体絶不動産投資これは危うい<絶体絶不動産投資これは危うい<絶体絶不動産投資これは危うい<絶体絶
命>46のリスト命>46のリスト命>46のリスト命>46のリスト

不動産投資の会不動産投資の会不動産投資の会不動産投資の会
プレイヤーズ∥プレイヤーズ∥プレイヤーズ∥プレイヤーズ∥
著著著著

673.99673.99673.99673.99

自然科学自然科学自然科学自然科学 ぼくは乗り鉄、おでかけ日和。ぼくは乗り鉄、おでかけ日和。ぼくは乗り鉄、おでかけ日和。ぼくは乗り鉄、おでかけ日和。 杉山 淳一∥著杉山 淳一∥著杉山 淳一∥著杉山 淳一∥著 686.21686.21686.21686.21

歴史でわかる科学入門歴史でわかる科学入門歴史でわかる科学入門歴史でわかる科学入門
ウィリアム　F.バイウィリアム　F.バイウィリアム　F.バイウィリアム　F.バイ
ナム∥著ナム∥著ナム∥著ナム∥著

402402402402 芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ

カナダの植生と環境カナダの植生と環境カナダの植生と環境カナダの植生と環境 小島 覚∥著小島 覚∥著小島 覚∥著小島 覚∥著 472.51472.51472.51472.51 自然のこえ命のかたち自然のこえ命のかたち自然のこえ命のかたち自然のこえ命のかたち
国立民族学博物国立民族学博物国立民族学博物国立民族学博物
館∥編館∥編館∥編館∥編

702.51702.51702.51702.51

僕が旭山動物園で出会った動物僕が旭山動物園で出会った動物僕が旭山動物園で出会った動物僕が旭山動物園で出会った動物
たちの子育てたちの子育てたちの子育てたちの子育て

小菅 正夫∥著小菅 正夫∥著小菅 正夫∥著小菅 正夫∥著 481.78481.78481.78481.78 名画の謎　陰謀の歴史篇名画の謎　陰謀の歴史篇名画の謎　陰謀の歴史篇名画の謎　陰謀の歴史篇 中野 京子∥著中野 京子∥著中野 京子∥著中野 京子∥著 723723723723

あなたはボノボ、それともチンパあなたはボノボ、それともチンパあなたはボノボ、それともチンパあなたはボノボ、それともチンパ
ンジー?ンジー?ンジー?ンジー?

古市 剛史∥著古市 剛史∥著古市 剛史∥著古市 剛史∥著 489.97489.97489.97489.97 石田徹也ノート石田徹也ノート石田徹也ノート石田徹也ノート 石田 徹也∥著石田 徹也∥著石田 徹也∥著石田 徹也∥著 723.1723.1723.1723.1

長生きしたけりゃふくらはぎをもみ長生きしたけりゃふくらはぎをもみ長生きしたけりゃふくらはぎをもみ長生きしたけりゃふくらはぎをもみ
なさいなさいなさいなさい

槇 孝子∥著槇 孝子∥著槇 孝子∥著槇 孝子∥著 492.7492.7492.7492.7 ぼくは戦争は大きらいぼくは戦争は大きらいぼくは戦争は大きらいぼくは戦争は大きらい
やなせ たかし∥やなせ たかし∥やなせ たかし∥やなせ たかし∥
著著著著

726.1726.1726.1726.1

ズボラでも血糖値がみるみる下がズボラでも血糖値がみるみる下がズボラでも血糖値がみるみる下がズボラでも血糖値がみるみる下が
る57の方法る57の方法る57の方法る57の方法

板倉 弘重∥著板倉 弘重∥著板倉 弘重∥著板倉 弘重∥著 493.12493.12493.12493.12 極北と森林の記憶極北と森林の記憶極北と森林の記憶極北と森林の記憶 齋藤 玲子∥編齋藤 玲子∥編齋藤 玲子∥編齋藤 玲子∥編 730.87730.87730.87730.87

あきらめない!関節痛の予防と改あきらめない!関節痛の予防と改あきらめない!関節痛の予防と改あきらめない!関節痛の予防と改
善善善善

ドクター林∥著ドクター林∥著ドクター林∥著ドクター林∥著 493.6493.6493.6493.6 オーロラ夜想曲オーロラ夜想曲オーロラ夜想曲オーロラ夜想曲
坂本 昇久∥写真坂本 昇久∥写真坂本 昇久∥写真坂本 昇久∥写真
文文文文

748748748748

脱ネット・スマホ中毒脱ネット・スマホ中毒脱ネット・スマホ中毒脱ネット・スマホ中毒 遠藤 美季∥著遠藤 美季∥著遠藤 美季∥著遠藤 美季∥著 493.74493.74493.74493.74 螺旋海岸螺旋海岸螺旋海岸螺旋海岸 志賀 理江子∥著志賀 理江子∥著志賀 理江子∥著志賀 理江子∥著 748748748748

ケアワーカーが語るバリデーショケアワーカーが語るバリデーショケアワーカーが語るバリデーショケアワーカーが語るバリデーショ
ンンンン

篠崎 人理∥監修篠崎 人理∥監修篠崎 人理∥監修篠崎 人理∥監修 493.76493.76493.76493.76 AURORAAURORAAURORAAURORA 谷角 靖∥著谷角 靖∥著谷角 靖∥著谷角 靖∥著 748748748748

その痛みはきっと取れる!その痛みはきっと取れる!その痛みはきっと取れる!その痛みはきっと取れる! 住田 憲是∥著住田 憲是∥著住田 憲是∥著住田 憲是∥著 494.7494.7494.7494.7 リアル折り紙リアル折り紙リアル折り紙リアル折り紙 福井 久男∥著福井 久男∥著福井 久男∥著福井 久男∥著 754.9754.9754.9754.9

いのちを選ぶ社会  出生前診断いのちを選ぶ社会  出生前診断いのちを選ぶ社会  出生前診断いのちを選ぶ社会  出生前診断
のいまのいまのいまのいま

坂井 律子∥著坂井 律子∥著坂井 律子∥著坂井 律子∥著 495.6495.6495.6495.6
ウィーン楽友協会二〇〇年の輝ウィーン楽友協会二〇〇年の輝ウィーン楽友協会二〇〇年の輝ウィーン楽友協会二〇〇年の輝
きききき

オットー　ビーバオットー　ビーバオットー　ビーバオットー　ビーバ
∥著∥著∥著∥著

760.6760.6760.6760.6

支出削減して高齢者医療・介護支出削減して高齢者医療・介護支出削減して高齢者医療・介護支出削減して高齢者医療・介護
を守る方法を守る方法を守る方法を守る方法

廣瀬 輝夫∥著廣瀬 輝夫∥著廣瀬 輝夫∥著廣瀬 輝夫∥著 498.13498.13498.13498.13
至高の音楽  クラシック永遠の名至高の音楽  クラシック永遠の名至高の音楽  クラシック永遠の名至高の音楽  クラシック永遠の名
曲曲曲曲

百田 尚樹∥著百田 尚樹∥著百田 尚樹∥著百田 尚樹∥著 760.8760.8760.8760.8

神様のホテル  「奇跡の病院」で神様のホテル  「奇跡の病院」で神様のホテル  「奇跡の病院」で神様のホテル  「奇跡の病院」で
過ごした20年間過ごした20年間過ごした20年間過ごした20年間

ビクトリア　スビクトリア　スビクトリア　スビクトリア　ス
ウィート∥著ウィート∥著ウィート∥著ウィート∥著

498.16498.16498.16498.16
グレン・グールド伝  天才の悲劇グレン・グールド伝  天才の悲劇グレン・グールド伝  天才の悲劇グレン・グールド伝  天才の悲劇
とエクスタシーとエクスタシーとエクスタシーとエクスタシー

ピーター　F.オスピーター　F.オスピーター　F.オスピーター　F.オス
トウォルド∥著トウォルド∥著トウォルド∥著トウォルド∥著

762.51762.51762.51762.51

60歳からはじめる寝たきり・ボケに60歳からはじめる寝たきり・ボケに60歳からはじめる寝たきり・ボケに60歳からはじめる寝たきり・ボケに
ならない体にいい歩き方ならない体にいい歩き方ならない体にいい歩き方ならない体にいい歩き方

久郷 晴彦∥著久郷 晴彦∥著久郷 晴彦∥著久郷 晴彦∥著 498.35498.35498.35498.35 グレン・グールド書簡集グレン・グールド書簡集グレン・グールド書簡集グレン・グールド書簡集
グレン　グールドグレン　グールドグレン　グールドグレン　グールド
∥著∥著∥著∥著

762.51762.51762.51762.51

技術・実用書技術・実用書技術・実用書技術・実用書 ハコバン70'sハコバン70'sハコバン70'sハコバン70's 稲垣 潤一∥著稲垣 潤一∥著稲垣 潤一∥著稲垣 潤一∥著 767.8767.8767.8767.8

ミツバチ大量死は警告するミツバチ大量死は警告するミツバチ大量死は警告するミツバチ大量死は警告する 岡田 幹治∥著岡田 幹治∥著岡田 幹治∥著岡田 幹治∥著 519.79519.79519.79519.79 大泉エッセイ  僕が綴った16年大泉エッセイ  僕が綴った16年大泉エッセイ  僕が綴った16年大泉エッセイ  僕が綴った16年 大泉 洋∥著大泉 洋∥著大泉 洋∥著大泉 洋∥著 772.1772.1772.1772.1

耐震補強マニュアル耐震補強マニュアル耐震補強マニュアル耐震補強マニュアル 田原 賢∥監修田原 賢∥監修田原 賢∥監修田原 賢∥監修 524.91524.91524.91524.91 うつぼ舟　5うつぼ舟　5うつぼ舟　5うつぼ舟　5 梅原 猛∥著梅原 猛∥著梅原 猛∥著梅原 猛∥著 773773773773

539.68539.68539.68539.68 歌舞伎型の真髄歌舞伎型の真髄歌舞伎型の真髄歌舞伎型の真髄 渡辺 保∥著渡辺 保∥著渡辺 保∥著渡辺 保∥著 774.3774.3774.3774.3

福島第一原発収束作業日記福島第一原発収束作業日記福島第一原発収束作業日記福島第一原発収束作業日記 ハッピー∥著ハッピー∥著ハッピー∥著ハッピー∥著 543.5543.5543.5543.5 バンクーバー朝日物語バンクーバー朝日物語バンクーバー朝日物語バンクーバー朝日物語 後藤 紀夫∥著後藤 紀夫∥著後藤 紀夫∥著後藤 紀夫∥著 783.7783.7783.7783.7

誰にも教えたくない神ワイン誰にも教えたくない神ワイン誰にも教えたくない神ワイン誰にも教えたくない神ワイン 樹林 伸∥著樹林 伸∥著樹林 伸∥著樹林 伸∥著 588.55588.55588.55588.55
野生の教育論  闘争心と教養を野生の教育論  闘争心と教養を野生の教育論  闘争心と教養を野生の教育論  闘争心と教養を
どう磨くかどう磨くかどう磨くかどう磨くか

野村 克也∥著野村 克也∥著野村 克也∥著野村 克也∥著 783.7783.7783.7783.7

夢を叶えるパリのタイユール鈴木夢を叶えるパリのタイユール鈴木夢を叶えるパリのタイユール鈴木夢を叶えるパリのタイユール鈴木
健次郎健次郎健次郎健次郎

長谷川 喜美∥著長谷川 喜美∥著長谷川 喜美∥著長谷川 喜美∥著 589.21589.21589.21589.21 バンクーバー朝日軍バンクーバー朝日軍バンクーバー朝日軍バンクーバー朝日軍
テッド　Y.フルモトテッド　Y.フルモトテッド　Y.フルモトテッド　Y.フルモト
∥著∥著∥著∥著

783.7783.7783.7783.7

新品みたいに長持ち!お手入れ新品みたいに長持ち!お手入れ新品みたいに長持ち!お手入れ新品みたいに長持ち!お手入れ
の教科書の教科書の教科書の教科書

阿部 絢子∥著阿部 絢子∥著阿部 絢子∥著阿部 絢子∥著 590590590590 787.13787.13787.13787.13

べにや長谷川商店の豆料理　海べにや長谷川商店の豆料理　海べにや長谷川商店の豆料理　海べにや長谷川商店の豆料理　海
外編外編外編外編

べにや長谷川商べにや長谷川商べにや長谷川商べにや長谷川商
店∥著店∥著店∥著店∥著

596.37596.37596.37596.37

放射能除染の土壌科学放射能除染の土壌科学放射能除染の土壌科学放射能除染の土壌科学

ワームで極めるソルトゲームワームで極めるソルトゲームワームで極めるソルトゲームワームで極めるソルトゲーム

外編外編外編外編 店∥著店∥著店∥著店∥著
596.37596.37596.37596.37



言語言語言語言語 一私小説書きの日乗　憤怒の章一私小説書きの日乗　憤怒の章一私小説書きの日乗　憤怒の章一私小説書きの日乗　憤怒の章 西村 賢太∥著西村 賢太∥著西村 賢太∥著西村 賢太∥著 915.6915.6915.6915.6

英語で読む赤毛のアン英語で読む赤毛のアン英語で読む赤毛のアン英語で読む赤毛のアン
L.M.モンゴメリ∥L.M.モンゴメリ∥L.M.モンゴメリ∥L.M.モンゴメリ∥
著著著著

837.7837.7837.7837.7 父の戒名をつけてみました父の戒名をつけてみました父の戒名をつけてみました父の戒名をつけてみました 朝山 実∥著朝山 実∥著朝山 実∥著朝山 実∥著 916916916916

文学文学文学文学 小説（日本）小説（日本）小説（日本）小説（日本）

SF奇書コレクションSF奇書コレクションSF奇書コレクションSF奇書コレクション 北原 尚彦∥著北原 尚彦∥著北原 尚彦∥著北原 尚彦∥著 902.3902.3902.3902.3 トラップトラップトラップトラップ 相場 英雄∥著相場 英雄∥著相場 英雄∥著相場 英雄∥著 NNNN

盤面の敵はどこへ行ったか盤面の敵はどこへ行ったか盤面の敵はどこへ行ったか盤面の敵はどこへ行ったか 法月 綸太郎∥著法月 綸太郎∥著法月 綸太郎∥著法月 綸太郎∥著 902.3902.3902.3902.3 花嫁は墓地に住む花嫁は墓地に住む花嫁は墓地に住む花嫁は墓地に住む 赤川 次郎∥著赤川 次郎∥著赤川 次郎∥著赤川 次郎∥著 NNNN

万葉歌みじかものがたり　7万葉歌みじかものがたり　7万葉歌みじかものがたり　7万葉歌みじかものがたり　7 中村 博∥著中村 博∥著中村 博∥著中村 博∥著 911.12911.12911.12911.12 偶像崇拝殺人事件偶像崇拝殺人事件偶像崇拝殺人事件偶像崇拝殺人事件 赤川 次郎∥著赤川 次郎∥著赤川 次郎∥著赤川 次郎∥著 NNNN

俳句、はじめました　吟行修業の俳句、はじめました　吟行修業の俳句、はじめました　吟行修業の俳句、はじめました　吟行修業の
巻巻巻巻

岸本 葉子∥著岸本 葉子∥著岸本 葉子∥著岸本 葉子∥著 911.3911.3911.3911.3 書物紗幕(ル・リドー・ド・ガズ)書物紗幕(ル・リドー・ド・ガズ)書物紗幕(ル・リドー・ド・ガズ)書物紗幕(ル・リドー・ド・ガズ) 赤城 毅∥著赤城 毅∥著赤城 毅∥著赤城 毅∥著 NNNN

東日本大震災句集  わたしの一東日本大震災句集  わたしの一東日本大震災句集  わたしの一東日本大震災句集  わたしの一
句句句句

宮城県俳句協会宮城県俳句協会宮城県俳句協会宮城県俳句協会
∥編∥編∥編∥編

911.37911.37911.37911.37
天切り松闇がたり　第5巻　ライム天切り松闇がたり　第5巻　ライム天切り松闇がたり　第5巻　ライム天切り松闇がたり　第5巻　ライム
ライトライトライトライト

浅田 次郎∥著浅田 次郎∥著浅田 次郎∥著浅田 次郎∥著 NNNN

東大の教室で『赤毛のアン』を読東大の教室で『赤毛のアン』を読東大の教室で『赤毛のアン』を読東大の教室で『赤毛のアン』を読
むむむむ

山本 史郎∥著山本 史郎∥著山本 史郎∥著山本 史郎∥著 930.26930.26930.26930.26 旭川・大雪白い殺人者旭川・大雪白い殺人者旭川・大雪白い殺人者旭川・大雪白い殺人者 梓 林太郎∥著梓 林太郎∥著梓 林太郎∥著梓 林太郎∥著 NNNN

7ストーリーズ  7階でおきた7つの7ストーリーズ  7階でおきた7つの7ストーリーズ  7階でおきた7つの7ストーリーズ  7階でおきた7つの
物語物語物語物語

モーリス　パニッモーリス　パニッモーリス　パニッモーリス　パニッ
チ∥著チ∥著チ∥著チ∥著

932.7932.7932.7932.7 出羽三山殺人事件出羽三山殺人事件出羽三山殺人事件出羽三山殺人事件 梓 林太郎∥著梓 林太郎∥著梓 林太郎∥著梓 林太郎∥著 NNNN

サラ 　カナダの文学サラ 　カナダの文学サラ 　カナダの文学サラ 　カナダの文学
ジョン　マレル∥ジョン　マレル∥ジョン　マレル∥ジョン　マレル∥
著著著著

932.7932.7932.7932.7 梨園の娘梨園の娘梨園の娘梨園の娘 東 芙美子∥著東 芙美子∥著東 芙美子∥著東 芙美子∥著 NNNN

インフェルノの「真実」インフェルノの「真実」インフェルノの「真実」インフェルノの「真実」
ダン　バースタイダン　バースタイダン　バースタイダン　バースタイ
ン∥編ン∥編ン∥編ン∥編

933.7933.7933.7933.7 ハイエナたちの25時ハイエナたちの25時ハイエナたちの25時ハイエナたちの25時 安達 元一∥著安達 元一∥著安達 元一∥著安達 元一∥著 NNNN

赤毛のアンに隠されたシェイクス赤毛のアンに隠されたシェイクス赤毛のアンに隠されたシェイクス赤毛のアンに隠されたシェイクス
ピアピアピアピア

松本 侑子∥著松本 侑子∥著松本 侑子∥著松本 侑子∥著 933.7933.7933.7933.7 楽園後刻楽園後刻楽園後刻楽園後刻 甘糟 幸子∥著甘糟 幸子∥著甘糟 幸子∥著甘糟 幸子∥著 NNNN

誰も知らない「赤毛のアン」誰も知らない「赤毛のアン」誰も知らない「赤毛のアン」誰も知らない「赤毛のアン」 松本 侑子∥著松本 侑子∥著松本 侑子∥著松本 侑子∥著 933.7933.7933.7933.7 キャリア警部・道定聡の苦悩キャリア警部・道定聡の苦悩キャリア警部・道定聡の苦悩キャリア警部・道定聡の苦悩 五十嵐 貴久∥著五十嵐 貴久∥著五十嵐 貴久∥著五十嵐 貴久∥著 NNNN

負債と報い　豊かさの影負債と報い　豊かさの影負債と報い　豊かさの影負債と報い　豊かさの影
マーガレット　アトマーガレット　アトマーガレット　アトマーガレット　アト
ウッド∥著ウッド∥著ウッド∥著ウッド∥著

934.7934.7934.7934.7 揺れ惑いおり、妻逝きて揺れ惑いおり、妻逝きて揺れ惑いおり、妻逝きて揺れ惑いおり、妻逝きて 池上 敏也∥著池上 敏也∥著池上 敏也∥著池上 敏也∥著 NNNN
ウッド∥著ウッド∥著ウッド∥著ウッド∥著

ケベックの女性文学ケベックの女性文学ケベックの女性文学ケベックの女性文学 山出 裕子∥著山出 裕子∥著山出 裕子∥著山出 裕子∥著 950.29950.29950.29950.29 蛍の森蛍の森蛍の森蛍の森 石井 光太∥著石井 光太∥著石井 光太∥著石井 光太∥著 NNNN

謎と暗号で読み解くダンテ『神謎と暗号で読み解くダンテ『神謎と暗号で読み解くダンテ『神謎と暗号で読み解くダンテ『神
曲』曲』曲』曲』

村松 真理子∥著村松 真理子∥著村松 真理子∥著村松 真理子∥著 971971971971 妻と女と雨が好き妻と女と雨が好き妻と女と雨が好き妻と女と雨が好き 一色 伸幸∥著一色 伸幸∥著一色 伸幸∥著一色 伸幸∥著 NNNN

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュエッセイ、日記・紀行、ルポルタージュエッセイ、日記・紀行、ルポルタージュエッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ 峠越え峠越え峠越え峠越え 伊東 潤∥著伊東 潤∥著伊東 潤∥著伊東 潤∥著 NNNN

退屈のすすめ退屈のすすめ退屈のすすめ退屈のすすめ 五木 寛之∥著五木 寛之∥著五木 寛之∥著五木 寛之∥著 914.6914.6914.6914.6 未刊行小説集未刊行小説集未刊行小説集未刊行小説集
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

新老人の思想新老人の思想新老人の思想新老人の思想 五木 寛之∥著五木 寛之∥著五木 寛之∥著五木 寛之∥著 914.6914.6914.6914.6 北乃杜高校探偵部北乃杜高校探偵部北乃杜高校探偵部北乃杜高校探偵部 乾 くるみ∥著乾 くるみ∥著乾 くるみ∥著乾 くるみ∥著 NNNN

夢のなかの魚屋の地図夢のなかの魚屋の地図夢のなかの魚屋の地図夢のなかの魚屋の地図 井上 荒野∥著井上 荒野∥著井上 荒野∥著井上 荒野∥著 914.6914.6914.6914.6 ミッドナイト・バスミッドナイト・バスミッドナイト・バスミッドナイト・バス 伊吹 有喜∥著伊吹 有喜∥著伊吹 有喜∥著伊吹 有喜∥著 NNNN

殺したい蕎麦屋殺したい蕎麦屋殺したい蕎麦屋殺したい蕎麦屋 椎名 誠∥著椎名 誠∥著椎名 誠∥著椎名 誠∥著 914.6914.6914.6914.6 博物館のファントム博物館のファントム博物館のファントム博物館のファントム 伊与原 新∥著伊与原 新∥著伊与原 新∥著伊与原 新∥著 NNNN

帰ってきた海馬が耳から駆けて帰ってきた海馬が耳から駆けて帰ってきた海馬が耳から駆けて帰ってきた海馬が耳から駆けて
ゆく　3ゆく　3ゆく　3ゆく　3

菅野 彰∥著菅野 彰∥著菅野 彰∥著菅野 彰∥著 914.6914.6914.6914.6 深紅の碑文　上下深紅の碑文　上下深紅の碑文　上下深紅の碑文　上下 上田 早夕里∥著上田 早夕里∥著上田 早夕里∥著上田 早夕里∥著 NNNN

人生という旅人生という旅人生という旅人生という旅 小檜山 博∥著小檜山 博∥著小檜山 博∥著小檜山 博∥著 B914.6B914.6B914.6B914.6 デッド・オア・アライヴデッド・オア・アライヴデッド・オア・アライヴデッド・オア・アライヴ 薬丸 岳∥著薬丸 岳∥著薬丸 岳∥著薬丸 岳∥著 NNNN

エスカレーター人間エスカレーター人間エスカレーター人間エスカレーター人間 外山 滋比古∥著外山 滋比古∥著外山 滋比古∥著外山 滋比古∥著 914.6914.6914.6914.6 原罪原罪原罪原罪 遠藤 武文∥著遠藤 武文∥著遠藤 武文∥著遠藤 武文∥著 NNNN

東京プカプカ東京プカプカ東京プカプカ東京プカプカ 中野 翠∥著中野 翠∥著中野 翠∥著中野 翠∥著 914.6914.6914.6914.6 小川洋子の陶酔短篇箱小川洋子の陶酔短篇箱小川洋子の陶酔短篇箱小川洋子の陶酔短篇箱 小川 洋子∥編著小川 洋子∥編著小川 洋子∥編著小川 洋子∥編著 NNNN

暮らしを旅する暮らしを旅する暮らしを旅する暮らしを旅する 中村 好文∥著中村 好文∥著中村 好文∥著中村 好文∥著 914.6914.6914.6914.6 迷宮捜査迷宮捜査迷宮捜査迷宮捜査 緒川 怜∥著緒川 怜∥著緒川 怜∥著緒川 怜∥著 NNNN

ひとりで生きるよりなぜ、ふたりがひとりで生きるよりなぜ、ふたりがひとりで生きるよりなぜ、ふたりがひとりで生きるよりなぜ、ふたりが
いいかいいかいいかいいか

三浦 朱門∥著三浦 朱門∥著三浦 朱門∥著三浦 朱門∥著 914.6914.6914.6914.6 穴穴穴穴 小山田 浩子∥著小山田 浩子∥著小山田 浩子∥著小山田 浩子∥著 NNNN

月日の残像月日の残像月日の残像月日の残像 山田 太一∥著山田 太一∥著山田 太一∥著山田 太一∥著 914.6914.6914.6914.6 雪月花黙示録雪月花黙示録雪月花黙示録雪月花黙示録 恩田 陸∥著恩田 陸∥著恩田 陸∥著恩田 陸∥著 NNNN

終りの日々終りの日々終りの日々終りの日々 高橋 たか子∥著高橋 たか子∥著高橋 たか子∥著高橋 たか子∥著 915.6915.6915.6915.6 アヴェ・マリアのヴァイオリンアヴェ・マリアのヴァイオリンアヴェ・マリアのヴァイオリンアヴェ・マリアのヴァイオリン 香川 宜子∥著香川 宜子∥著香川 宜子∥著香川 宜子∥著 NNNN終りの日々終りの日々終りの日々終りの日々 高橋 たか子∥著高橋 たか子∥著高橋 たか子∥著高橋 たか子∥著 915.6915.6915.6915.6 アヴェ・マリアのヴァイオリンアヴェ・マリアのヴァイオリンアヴェ・マリアのヴァイオリンアヴェ・マリアのヴァイオリン 香川 宜子∥著香川 宜子∥著香川 宜子∥著香川 宜子∥著 NNNN



特命指揮官特命指揮官特命指揮官特命指揮官 梶永 正史∥著梶永 正史∥著梶永 正史∥著梶永 正史∥著 NNNN
十津川警部日本縦断長篇ベスト選十津川警部日本縦断長篇ベスト選十津川警部日本縦断長篇ベスト選十津川警部日本縦断長篇ベスト選
集32　特急「あずさ」殺人事件集32　特急「あずさ」殺人事件集32　特急「あずさ」殺人事件集32　特急「あずさ」殺人事件

西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著 NNNN

金猫座の男たち金猫座の男たち金猫座の男たち金猫座の男たち 加藤 元∥著加藤 元∥著加藤 元∥著加藤 元∥著 NNNN 生死の分水嶺・陸羽東線生死の分水嶺・陸羽東線生死の分水嶺・陸羽東線生死の分水嶺・陸羽東線 西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著 NNNN

王様ゲーム　再生9.24王様ゲーム　再生9.24王様ゲーム　再生9.24王様ゲーム　再生9.24 金沢 伸明∥著金沢 伸明∥著金沢 伸明∥著金沢 伸明∥著 NNNN 舞台舞台舞台舞台 西 加奈子∥著西 加奈子∥著西 加奈子∥著西 加奈子∥著 NNNN

トゥルークの海賊　3トゥルークの海賊　3トゥルークの海賊　3トゥルークの海賊　3 茅田 砂胡∥著茅田 砂胡∥著茅田 砂胡∥著茅田 砂胡∥著 NNNN 北軽井沢に消えた女北軽井沢に消えた女北軽井沢に消えた女北軽井沢に消えた女 西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著 NNNN

茅田砂胡全仕事1993-2013茅田砂胡全仕事1993-2013茅田砂胡全仕事1993-2013茅田砂胡全仕事1993-2013 茅田 砂胡∥著茅田 砂胡∥著茅田 砂胡∥著茅田 砂胡∥著 NNNN 奇想博物館奇想博物館奇想博物館奇想博物館
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∥編会∥編会∥編会∥編

NNNN

黒富士黒富士黒富士黒富士 柄澤 齊∥著柄澤 齊∥著柄澤 齊∥著柄澤 齊∥著 NNNN 象の墓場象の墓場象の墓場象の墓場 楡 周平∥著楡 周平∥著楡 周平∥著楡 周平∥著 NNNN

どぜう屋助七どぜう屋助七どぜう屋助七どぜう屋助七 河治 和香∥著河治 和香∥著河治 和香∥著河治 和香∥著 NNNN 新釈にっぽん昔話新釈にっぽん昔話新釈にっぽん昔話新釈にっぽん昔話 乃南 アサ∥著乃南 アサ∥著乃南 アサ∥著乃南 アサ∥著 NNNN

雨の底雨の底雨の底雨の底 北原 亞以子∥著北原 亞以子∥著北原 亞以子∥著北原 亞以子∥著 NNNN キングを探せキングを探せキングを探せキングを探せ 法月 綸太郎∥著法月 綸太郎∥著法月 綸太郎∥著法月 綸太郎∥著 NNNN

火男火男火男火男 吉来 駿作∥著吉来 駿作∥著吉来 駿作∥著吉来 駿作∥著 NNNN 偽りの森偽りの森偽りの森偽りの森 花房 観音∥著花房 観音∥著花房 観音∥著花房 観音∥著 NNNN

落語小説・宮戸川落語小説・宮戸川落語小説・宮戸川落語小説・宮戸川 金原亭 伯楽∥著金原亭 伯楽∥著金原亭 伯楽∥著金原亭 伯楽∥著 NNNN 彼女の家計簿彼女の家計簿彼女の家計簿彼女の家計簿 原田 ひ香∥著原田 ひ香∥著原田 ひ香∥著原田 ひ香∥著 NNNN

リアスの子リアスの子リアスの子リアスの子 熊谷 達也∥著熊谷 達也∥著熊谷 達也∥著熊谷 達也∥著 NNNN 翔ぶ少女翔ぶ少女翔ぶ少女翔ぶ少女 原田 マハ∥著原田 マハ∥著原田 マハ∥著原田 マハ∥著 NNNN

感受体のおどり感受体のおどり感受体のおどり感受体のおどり 黒田 夏子∥著黒田 夏子∥著黒田 夏子∥著黒田 夏子∥著 NNNN 南冥の雫南冥の雫南冥の雫南冥の雫 船戸 与一∥著船戸 与一∥著船戸 与一∥著船戸 与一∥著 NNNN

シュレーダーの階段シュレーダーの階段シュレーダーの階段シュレーダーの階段 小島 達矢∥著小島 達矢∥著小島 達矢∥著小島 達矢∥著 NNNN 去り際のアーチ去り際のアーチ去り際のアーチ去り際のアーチ 本城 雅人∥著本城 雅人∥著本城 雅人∥著本城 雅人∥著 NNNN

京都呪い寺殺人事件京都呪い寺殺人事件京都呪い寺殺人事件京都呪い寺殺人事件 木谷 恭介∥著木谷 恭介∥著木谷 恭介∥著木谷 恭介∥著 NNNN アフリカッ!アフリカッ!アフリカッ!アフリカッ! 松村 美香∥著松村 美香∥著松村 美香∥著松村 美香∥著 NNNN

天使の子天使の子天使の子天使の子 小手鞠 るい∥著小手鞠 るい∥著小手鞠 るい∥著小手鞠 るい∥著 NNNN 山津波山津波山津波山津波
まつだ しげのりまつだ しげのりまつだ しげのりまつだ しげのり
∥著∥著∥著∥著

NNNN
∥著∥著∥著∥著

虎の尾虎の尾虎の尾虎の尾 今野 敏∥著今野 敏∥著今野 敏∥著今野 敏∥著 NNNN 殺意の構図殺意の構図殺意の構図殺意の構図 深木 章子∥著深木 章子∥著深木 章子∥著深木 章子∥著 NNNN

GOSICK　REDGOSICK　REDGOSICK　REDGOSICK　RED 桜庭 一樹∥著桜庭 一樹∥著桜庭 一樹∥著桜庭 一樹∥著 NNNN ターミナルタウンターミナルタウンターミナルタウンターミナルタウン 三崎 亜記∥著三崎 亜記∥著三崎 亜記∥著三崎 亜記∥著 NNNN

その峰の彼方その峰の彼方その峰の彼方その峰の彼方 笹本 稜平∥著笹本 稜平∥著笹本 稜平∥著笹本 稜平∥著 NNNN アルモニカ・ディアボリカアルモニカ・ディアボリカアルモニカ・ディアボリカアルモニカ・ディアボリカ 皆川 博子∥著皆川 博子∥著皆川 博子∥著皆川 博子∥著 NNNN

元外務省主任分析官・佐田勇の元外務省主任分析官・佐田勇の元外務省主任分析官・佐田勇の元外務省主任分析官・佐田勇の
告白告白告白告白

佐藤 優∥著佐藤 優∥著佐藤 優∥著佐藤 優∥著 NNNN 漁師の愛人漁師の愛人漁師の愛人漁師の愛人 森 絵都∥著森 絵都∥著森 絵都∥著森 絵都∥著 NNNN

黄昏の光と影黄昏の光と影黄昏の光と影黄昏の光と影 柴田 哲孝∥著柴田 哲孝∥著柴田 哲孝∥著柴田 哲孝∥著 NNNN 名無しの蝶は、まだ酔わない名無しの蝶は、まだ酔わない名無しの蝶は、まだ酔わない名無しの蝶は、まだ酔わない 森 晶麿∥著森 晶麿∥著森 晶麿∥著森 晶麿∥著 NNNN

三軒茶屋星座館三軒茶屋星座館三軒茶屋星座館三軒茶屋星座館 柴崎 竜人∥著柴崎 竜人∥著柴崎 竜人∥著柴崎 竜人∥著 NNNN 一千兆円の身代金一千兆円の身代金一千兆円の身代金一千兆円の身代金 八木 圭一∥著八木 圭一∥著八木 圭一∥著八木 圭一∥著 NNNN

彼が通る不思議なコースを私も彼が通る不思議なコースを私も彼が通る不思議なコースを私も彼が通る不思議なコースを私も 白石 一文∥著白石 一文∥著白石 一文∥著白石 一文∥著 NNNN アズミ・ハルコは行方不明アズミ・ハルコは行方不明アズミ・ハルコは行方不明アズミ・ハルコは行方不明 山内 マリコ∥著山内 マリコ∥著山内 マリコ∥著山内 マリコ∥著 NNNN

爛爛爛爛 瀬戸内 寂聴∥著瀬戸内 寂聴∥著瀬戸内 寂聴∥著瀬戸内 寂聴∥著 NNNN ジョン・マン　3　望郷編ジョン・マン　3　望郷編ジョン・マン　3　望郷編ジョン・マン　3　望郷編 山本 一力∥著山本 一力∥著山本 一力∥著山本 一力∥著 NNNN

この雨が上がる頃この雨が上がる頃この雨が上がる頃この雨が上がる頃 大門 剛明∥著大門 剛明∥著大門 剛明∥著大門 剛明∥著 NNNN ジョン・マン　4　青雲編ジョン・マン　4　青雲編ジョン・マン　4　青雲編ジョン・マン　4　青雲編 山本 一力∥著山本 一力∥著山本 一力∥著山本 一力∥著 NNNN

ワースト・インプレッションワースト・インプレッションワースト・インプレッションワースト・インプレッション 滝田 務雄∥著滝田 務雄∥著滝田 務雄∥著滝田 務雄∥著 NNNN 陰陽師　蒼猴ノ巻陰陽師　蒼猴ノ巻陰陽師　蒼猴ノ巻陰陽師　蒼猴ノ巻 夢枕 獏∥著夢枕 獏∥著夢枕 獏∥著夢枕 獏∥著 NNNN

不束な君と素数な彼女不束な君と素数な彼女不束な君と素数な彼女不束な君と素数な彼女 竹田 真太朗∥著竹田 真太朗∥著竹田 真太朗∥著竹田 真太朗∥著 NNNN 大江戸恐龍伝　第4巻大江戸恐龍伝　第4巻大江戸恐龍伝　第4巻大江戸恐龍伝　第4巻 夢枕 獏∥著夢枕 獏∥著夢枕 獏∥著夢枕 獏∥著 NNNN

お父さんと伊藤さんお父さんと伊藤さんお父さんと伊藤さんお父さんと伊藤さん 中澤 日菜子∥著中澤 日菜子∥著中澤 日菜子∥著中澤 日菜子∥著 NNNN 義経いづこにありや義経いづこにありや義経いづこにありや義経いづこにありや 吉川 永青∥著吉川 永青∥著吉川 永青∥著吉川 永青∥著 NNNN

動物園の王子動物園の王子動物園の王子動物園の王子 中沢 けい∥著中沢 けい∥著中沢 けい∥著中沢 けい∥著 NNNN 小説（外国）小説（外国）小説（外国）小説（外国）

問いのない答え問いのない答え問いのない答え問いのない答え 長嶋 有∥著長嶋 有∥著長嶋 有∥著長嶋 有∥著 NNNN 寝盗る女　上下寝盗る女　上下寝盗る女　上下寝盗る女　上下
マーガレット　アトマーガレット　アトマーガレット　アトマーガレット　アト
ウッド∥著ウッド∥著ウッド∥著ウッド∥著

FFFF

十津川警部東北新幹線「はやぶ十津川警部東北新幹線「はやぶ十津川警部東北新幹線「はやぶ十津川警部東北新幹線「はやぶ
さ」の客さ」の客さ」の客さ」の客

西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著 NNNN 家族を駆け抜けて家族を駆け抜けて家族を駆け抜けて家族を駆け抜けて
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∥著ダーチェ∥著ダーチェ∥著ダーチェ∥著

FFFF
さ」の客さ」の客さ」の客さ」の客

西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著 NNNN 家族を駆け抜けて家族を駆け抜けて家族を駆け抜けて家族を駆け抜けて
ダーチェ∥著ダーチェ∥著ダーチェ∥著ダーチェ∥著

FFFF



やぁ、ガラルノーやぁ、ガラルノーやぁ、ガラルノーやぁ、ガラルノー
ジャック  ゴドブージャック  ゴドブージャック  ゴドブージャック  ゴドブー
∥著∥著∥著∥著

FFFF アンをめぐる人々アンをめぐる人々アンをめぐる人々アンをめぐる人々 モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF

アガグック物語アガグック物語アガグック物語アガグック物語
イヴ  テリオー∥イヴ  テリオー∥イヴ  テリオー∥イヴ  テリオー∥
著著著著

FFFF 虹の谷のアン虹の谷のアン虹の谷のアン虹の谷のアン モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF

テメレア戦記　5　鷲の勝利テメレア戦記　5　鷲の勝利テメレア戦記　5　鷲の勝利テメレア戦記　5　鷲の勝利
ナオミ  ノヴィク∥ナオミ  ノヴィク∥ナオミ  ノヴィク∥ナオミ  ノヴィク∥
著著著著

FFFF アンの娘リラアンの娘リラアンの娘リラアンの娘リラ モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF

小さな家々の村小さな家々の村小さな家々の村小さな家々の村
イアン  ファーガイアン  ファーガイアン  ファーガイアン  ファーガ
ソン∥著ソン∥著ソン∥著ソン∥著

FFFF アンの想い出の日々　上下アンの想い出の日々　上下アンの想い出の日々　上下アンの想い出の日々　上下 モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF

戦争戦争戦争戦争
ティモシー  フィティモシー  フィティモシー  フィティモシー  フィ
ンドリー∥著ンドリー∥著ンドリー∥著ンドリー∥著

FFFF 可愛いエミリー可愛いエミリー可愛いエミリー可愛いエミリー モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF

禁断の書　上下禁断の書　上下禁断の書　上下禁断の書　上下
リン  フルエリン∥リン  フルエリン∥リン  フルエリン∥リン  フルエリン∥
著著著著

FFFF エミリーはのぼるエミリーはのぼるエミリーはのぼるエミリーはのぼる モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF

荷車のペラジー荷車のペラジー荷車のペラジー荷車のペラジー
アントニーヌ  マアントニーヌ  マアントニーヌ  マアントニーヌ  マ
イエ∥著イエ∥著イエ∥著イエ∥著

FFFF エミリーの求めるものエミリーの求めるものエミリーの求めるものエミリーの求めるもの モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF

秘密　上下秘密　上下秘密　上下秘密　上下
ケイト  モートン∥ケイト  モートン∥ケイト  モートン∥ケイト  モートン∥
著著著著

FFFF 丘の家のジェーン丘の家のジェーン丘の家のジェーン丘の家のジェーン モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF

血を売る男血を売る男血を売る男血を売る男 余 華∥著余 華∥著余 華∥著余 華∥著 FFFF 愛と再生の浜辺　上下愛と再生の浜辺　上下愛と再生の浜辺　上下愛と再生の浜辺　上下
ノーラ  ロバーツノーラ  ロバーツノーラ  ロバーツノーラ  ロバーツ
∥著∥著∥著∥著

BFBFBFBF

石の天使石の天使石の天使石の天使
マーガレットマーガレットマーガレットマーガレット
ローレンス∥著ローレンス∥著ローレンス∥著ローレンス∥著

FFFF 紅染月　便り屋お葉日月抄　6紅染月　便り屋お葉日月抄　6紅染月　便り屋お葉日月抄　6紅染月　便り屋お葉日月抄　6 今井 絵美子∥著今井 絵美子∥著今井 絵美子∥著今井 絵美子∥著 BNBNBNBN

わが心の子らよわが心の子らよわが心の子らよわが心の子らよ
ガブリエル  ロワガブリエル  ロワガブリエル  ロワガブリエル  ロワ
∥著∥著∥著∥著

FFFF 天冥の標　7　新世界ハーブC天冥の標　7　新世界ハーブC天冥の標　7　新世界ハーブC天冥の標　7　新世界ハーブC 小川 一水∥著小川 一水∥著小川 一水∥著小川 一水∥著 BNBNBNBN

文庫文庫文庫文庫
サイロンの挽歌　グイン・サーガサイロンの挽歌　グイン・サーガサイロンの挽歌　グイン・サーガサイロンの挽歌　グイン・サーガ
132132132132

宵野 ゆめ∥著宵野 ゆめ∥著宵野 ゆめ∥著宵野 ゆめ∥著 BNBNBNBN

リヴァイアサン　クジラと蒸気機関リヴァイアサン　クジラと蒸気機関リヴァイアサン　クジラと蒸気機関リヴァイアサン　クジラと蒸気機関
スコット  ウエススコット  ウエススコット  ウエススコット  ウエス
ターフェルド∥著ターフェルド∥著ターフェルド∥著ターフェルド∥著

BFBFBFBF
空空空空蟬蟬蟬蟬ノ念　居眠り磐音江戸双紙ノ念　居眠り磐音江戸双紙ノ念　居眠り磐音江戸双紙ノ念　居眠り磐音江戸双紙
45454545

佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著 BNBNBNBN

黒いダイヤモンド　警察署長ブ黒いダイヤモンド　警察署長ブ黒いダイヤモンド　警察署長ブ黒いダイヤモンド　警察署長ブ
ルーノ3ルーノ3ルーノ3ルーノ3

マーティンマーティンマーティンマーティン
ウォーカー∥著ウォーカー∥著ウォーカー∥著ウォーカー∥著

BFBFBFBF
政宗遺訓　酔いどれ小籐次留書政宗遺訓　酔いどれ小籐次留書政宗遺訓　酔いどれ小籐次留書政宗遺訓　酔いどれ小籐次留書
18181818

佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著 BNBNBNBN

炎と茨の王女炎と茨の王女炎と茨の王女炎と茨の王女
レイ  カーソン∥レイ  カーソン∥レイ  カーソン∥レイ  カーソン∥
著著著著

BFBFBFBF
状箱騒動　酔いどれ小籐次留書状箱騒動　酔いどれ小籐次留書状箱騒動　酔いどれ小籐次留書状箱騒動　酔いどれ小籐次留書
19191919

佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著 BNBNBNBN
著著著著 19191919

交霊　上下交霊　上下交霊　上下交霊　上下
ラーシュ  ケプレラーシュ  ケプレラーシュ  ケプレラーシュ  ケプレ
ル∥著ル∥著ル∥著ル∥著

BFBFBFBF ふるさと銀河線　軌道春秋ふるさと銀河線　軌道春秋ふるさと銀河線　軌道春秋ふるさと銀河線　軌道春秋 高田 郁∥著高田 郁∥著高田 郁∥著高田 郁∥著 BNBNBNBN

年寄り工場の秘密　老人たちの年寄り工場の秘密　老人たちの年寄り工場の秘密　老人たちの年寄り工場の秘密　老人たちの
生活と推理　7生活と推理　7生活と推理　7生活と推理　7

コリン  ホルトコリン  ホルトコリン  ホルトコリン  ホルト
ソーヤー∥著ソーヤー∥著ソーヤー∥著ソーヤー∥著

BFBFBFBF
ビブリア古書堂の事件手帖　5ビブリア古書堂の事件手帖　5ビブリア古書堂の事件手帖　5ビブリア古書堂の事件手帖　5
栞子さんと栞子さんと栞子さんと栞子さんと繫繫繫繫がりの時がりの時がりの時がりの時

三上 延∥著三上 延∥著三上 延∥著三上 延∥著 BNBNBNBN

影のミレディ　ブックマン秘史　2影のミレディ　ブックマン秘史　2影のミレディ　ブックマン秘史　2影のミレディ　ブックマン秘史　2
ラヴィ  ティドハーラヴィ  ティドハーラヴィ  ティドハーラヴィ  ティドハー
∥著∥著∥著∥著

BFBFBFBF もぐら 乱もぐら 乱もぐら 乱もぐら 乱 矢月 秀作∥著矢月 秀作∥著矢月 秀作∥著矢月 秀作∥著 BNBNBNBN

翳深き谷　上下　修道女フィデル翳深き谷　上下　修道女フィデル翳深き谷　上下　修道女フィデル翳深き谷　上下　修道女フィデル
ママママ

ピーター  トレメイピーター  トレメイピーター  トレメイピーター  トレメイ
ン∥著ン∥著ン∥著ン∥著

BFBFBFBF もぐら 醒もぐら 醒もぐら 醒もぐら 醒 矢月 秀作∥著矢月 秀作∥著矢月 秀作∥著矢月 秀作∥著 BNBNBNBN

サイン会の死　本の町の殺人 2サイン会の死　本の町の殺人 2サイン会の死　本の町の殺人 2サイン会の死　本の町の殺人 2
ローナ  バレットローナ  バレットローナ  バレットローナ  バレット
∥著∥著∥著∥著

BFBFBFBF もぐら 闘もぐら 闘もぐら 闘もぐら 闘 矢月 秀作∥著矢月 秀作∥著矢月 秀作∥著矢月 秀作∥著 BNBNBNBN

古書店主古書店主古書店主古書店主
マーク  プライマーク  プライマーク  プライマーク  プライ
ヤー∥著ヤー∥著ヤー∥著ヤー∥著

BFBFBFBF もぐら 戒もぐら 戒もぐら 戒もぐら 戒 矢月 秀作∥著矢月 秀作∥著矢月 秀作∥著矢月 秀作∥著 BNBNBNBN

嵐の淵で嵐の淵で嵐の淵で嵐の淵で
サンドラ  ブラウンサンドラ  ブラウンサンドラ  ブラウンサンドラ  ブラウン
∥著∥著∥著∥著

BFBFBFBF 地図地図地図地図（貸出はできません。館内でごらんください）（貸出はできません。館内でごらんください）（貸出はできません。館内でごらんください）（貸出はできません。館内でごらんください）

少女たちは闇に閉ざされ　上下少女たちは闇に閉ざされ　上下少女たちは闇に閉ざされ　上下少女たちは闇に閉ざされ　上下
スーザン  ブロッスーザン  ブロッスーザン  ブロッスーザン  ブロッ
クマン∥著クマン∥著クマン∥著クマン∥著

BFBFBFBF C4C4C4C4

赤毛のアン赤毛のアン赤毛のアン赤毛のアン モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF C4C4C4C4

アンの青春アンの青春アンの青春アンの青春 モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF C4C4C4C4

アンの愛情アンの愛情アンの愛情アンの愛情 モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF C4C4C4C4

アンの友達アンの友達アンの友達アンの友達 モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF 行政資料行政資料行政資料行政資料（貸出はできません。館内でごらんください）（貸出はできません。館内でごらんください）（貸出はできません。館内でごらんください）（貸出はできません。館内でごらんください）

アンの幸福アンの幸福アンの幸福アンの幸福 モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF
名取市第５次長期総合計画 実施計名取市第５次長期総合計画 実施計名取市第５次長期総合計画 実施計名取市第５次長期総合計画 実施計
画　平成２６年度～平成２８年度画　平成２６年度～平成２８年度画　平成２６年度～平成２８年度画　平成２６年度～平成２８年度

名取市役所∥編名取市役所∥編名取市役所∥編名取市役所∥編
集集集集

G318.6G318.6G318.6G318.6

アンの夢の家アンの夢の家アンの夢の家アンの夢の家 モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF 税務の概要　平成25年版税務の概要　平成25年版税務の概要　平成25年版税務の概要　平成25年版
名取市総務部税名取市総務部税名取市総務部税名取市総務部税
務課∥編務課∥編務課∥編務課∥編

G349.5G349.5G349.5G349.5

炉辺荘(イングルサイド)のアン炉辺荘(イングルサイド)のアン炉辺荘(イングルサイド)のアン炉辺荘(イングルサイド)のアン モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF G379.3G379.3G379.3G379.3

ゼンリン住宅地図 岩沼市　201312ゼンリン住宅地図 岩沼市　201312ゼンリン住宅地図 岩沼市　201312ゼンリン住宅地図 岩沼市　201312

ゼンリン住宅地図 仙台市 泉区　201312ゼンリン住宅地図 仙台市 泉区　201312ゼンリン住宅地図 仙台市 泉区　201312ゼンリン住宅地図 仙台市 泉区　201312

ゼンリン住宅地図 名取市　201312ゼンリン住宅地図 名取市　201312ゼンリン住宅地図 名取市　201312ゼンリン住宅地図 名取市　201312

ゼンリン住宅地図 亘理郡　201312ゼンリン住宅地図 亘理郡　201312ゼンリン住宅地図 亘理郡　201312ゼンリン住宅地図 亘理郡　201312

Ｔｈｅ  ｌａｓｔｉｎｇ  ｍｅｍｏｒｙ  平成２４年度名取市中学Ｔｈｅ  ｌａｓｔｉｎｇ  ｍｅｍｏｒｙ  平成２４年度名取市中学Ｔｈｅ  ｌａｓｔｉｎｇ  ｍｅｍｏｒｙ  平成２４年度名取市中学Ｔｈｅ  ｌａｓｔｉｎｇ  ｍｅｍｏｒｙ  平成２４年度名取市中学
生海外派遣事業生海外派遣事業生海外派遣事業生海外派遣事業

炉辺荘(イングルサイド)のアン炉辺荘(イングルサイド)のアン炉辺荘(イングルサイド)のアン炉辺荘(イングルサイド)のアン モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著モンゴメリ∥著 BFBFBFBF G379.3G379.3G379.3G379.3
生海外派遣事業生海外派遣事業生海外派遣事業生海外派遣事業



郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料 児童書（ものがたり）児童書（ものがたり）児童書（ものがたり）児童書（ものがたり）

東北おもしろヒストリ２・３東北おもしろヒストリ２・３東北おもしろヒストリ２・３東北おもしろヒストリ２・３ 長谷川  正人長谷川  正人長谷川  正人長谷川  正人 M212M212M212M212 ヘンリーくんと秘密クラブヘンリーくんと秘密クラブヘンリーくんと秘密クラブヘンリーくんと秘密クラブ
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∥作リー∥作リー∥作リー∥作

KFKFKFKF

東松島市復興まちづくり計画東松島市復興まちづくり計画東松島市復興まちづくり計画東松島市復興まちづくり計画 復興政策課復興政策課復興政策課復興政策課
M318.M318.M318.M318.
51515151

ふたつのバレンタインじけんふたつのバレンタインじけんふたつのバレンタインじけんふたつのバレンタインじけん
マージョリー  W.マージョリー  W.マージョリー  W.マージョリー  W.
シャーマット∥ぶんシャーマット∥ぶんシャーマット∥ぶんシャーマット∥ぶん KFKFKFKF

民俗芸能の明日を考える集い民俗芸能の明日を考える集い民俗芸能の明日を考える集い民俗芸能の明日を考える集い
～民俗芸能上演会～～民俗芸能上演会～～民俗芸能上演会～～民俗芸能上演会～

塩竈市教育委員会教塩竈市教育委員会教塩竈市教育委員会教塩竈市教育委員会教
育部生涯学習課育部生涯学習課育部生涯学習課育部生涯学習課 M386M386M386M386 ファイアー・クロニクルファイアー・クロニクルファイアー・クロニクルファイアー・クロニクル

ジョン  スティーブジョン  スティーブジョン  スティーブジョン  スティーブ
ンス∥著ンス∥著ンス∥著ンス∥著

KFKFKFKF

優しいあかりにつつまれて優しいあかりにつつまれて優しいあかりにつつまれて優しいあかりにつつまれて たかい  ちづ∥文たかい  ちづ∥文たかい  ちづ∥文たかい  ちづ∥文 M726M726M726M726 SWITCH　3SWITCH　3SWITCH　3SWITCH　3
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

東日本大震災の歌東日本大震災の歌東日本大震災の歌東日本大震災の歌
宮城歌人教会∥宮城歌人教会∥宮城歌人教会∥宮城歌人教会∥
編編編編

M911.M911.M911.M911.
167167167167

ワンダ*ラ　6ワンダ*ラ　6ワンダ*ラ　6ワンダ*ラ　6
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∥作リッジ∥作リッジ∥作リッジ∥作

KFKFKFKF

参考資料参考資料参考資料参考資料（貸出はできません。館内でごらんください）（貸出はできません。館内でごらんください）（貸出はできません。館内でごらんください）（貸出はできません。館内でごらんください） ヒックとドラゴン　8ヒックとドラゴン　8ヒックとドラゴン　8ヒックとドラゴン　8
ヒック  ホレンダスヒック  ホレンダスヒック  ホレンダスヒック  ホレンダス
ハドック三世∥作ハドック三世∥作ハドック三世∥作ハドック三世∥作

KFKFKFKF

R338.9R338.9R338.9R338.9
5555

トム・ゲイツ　2トム・ゲイツ　2トム・ゲイツ　2トム・ゲイツ　2 L.ピーション∥作L.ピーション∥作L.ピーション∥作L.ピーション∥作 KFKFKFKF

NHK年鑑　2013NHK年鑑　2013NHK年鑑　2013NHK年鑑　2013
NHK放送文化研NHK放送文化研NHK放送文化研NHK放送文化研
究所∥編究所∥編究所∥編究所∥編

R699.2R699.2R699.2R699.2
1111

チェラブ　Mission9チェラブ　Mission9チェラブ　Mission9チェラブ　Mission9
ロバート  マカモロバート  マカモロバート  マカモロバート  マカモ
ア∥作ア∥作ア∥作ア∥作

KFKFKFKF

アンの夢の家アンの夢の家アンの夢の家アンの夢の家
L.M.モンゴメリ∥L.M.モンゴメリ∥L.M.モンゴメリ∥L.M.モンゴメリ∥
作作作作

KFKFKFKF

ファオランの冒険　4ファオランの冒険　4ファオランの冒険　4ファオランの冒険　4
キャスリン  ラスキャスリン  ラスキャスリン  ラスキャスリン  ラス
キー∥著キー∥著キー∥著キー∥著

KFKFKFKF

亡霊クラブ怪の教室　2亡霊クラブ怪の教室　2亡霊クラブ怪の教室　2亡霊クラブ怪の教室　2 麻生 かづこ∥作麻生 かづこ∥作麻生 かづこ∥作麻生 かづこ∥作 KNKNKNKN

黒魔女の騎士ギューバッド黒魔女の騎士ギューバッド黒魔女の騎士ギューバッド黒魔女の騎士ギューバッド
part1part1part1part1

石崎 洋司∥作石崎 洋司∥作石崎 洋司∥作石崎 洋司∥作 KNKNKNKN

浜人(はんもうど)の森2011浜人(はんもうど)の森2011浜人(はんもうど)の森2011浜人(はんもうど)の森2011 及川 和男∥作及川 和男∥作及川 和男∥作及川 和男∥作 KNKNKNKN

いすおばけぐるぐるんぼーいすおばけぐるぐるんぼーいすおばけぐるぐるんぼーいすおばけぐるぐるんぼー 角野 栄子∥作角野 栄子∥作角野 栄子∥作角野 栄子∥作 KNKNKNKN

外為白書　第4号(2012-13)外為白書　第4号(2012-13)外為白書　第4号(2012-13)外為白書　第4号(2012-13)

ドキドキッズ小学校　4時間目ドキドキッズ小学校　4時間目ドキドキッズ小学校　4時間目ドキドキッズ小学校　4時間目 川北 亮司∥編川北 亮司∥編川北 亮司∥編川北 亮司∥編 KNKNKNKN

アクアの祈りアクアの祈りアクアの祈りアクアの祈り 倉橋 燿子∥作倉橋 燿子∥作倉橋 燿子∥作倉橋 燿子∥作 KNKNKNKN

大江戸散歩大江戸散歩大江戸散歩大江戸散歩 香月 日輪∥作香月 日輪∥作香月 日輪∥作香月 日輪∥作 KNKNKNKN

鬼まつりの夜鬼まつりの夜鬼まつりの夜鬼まつりの夜 富安 陽子∥作富安 陽子∥作富安 陽子∥作富安 陽子∥作 KNKNKNKN

すてもるすてもるすてもるすてもる
はやみず 陽子∥はやみず 陽子∥はやみず 陽子∥はやみず 陽子∥
作作作作

KNKNKNKN

ふしぎ駄菓子屋銭天堂　2ふしぎ駄菓子屋銭天堂　2ふしぎ駄菓子屋銭天堂　2ふしぎ駄菓子屋銭天堂　2 廣嶋 玲子∥作廣嶋 玲子∥作廣嶋 玲子∥作廣嶋 玲子∥作 KNKNKNKN

魔天使マテリアル　17魔天使マテリアル　17魔天使マテリアル　17魔天使マテリアル　17 藤咲 あゆな∥作藤咲 あゆな∥作藤咲 あゆな∥作藤咲 あゆな∥作 KNKNKNKN

魔法屋ポプル呪われたプリンセ魔法屋ポプル呪われたプリンセ魔法屋ポプル呪われたプリンセ魔法屋ポプル呪われたプリンセ
スススス

堀口 勇太∥作堀口 勇太∥作堀口 勇太∥作堀口 勇太∥作 KNKNKNKN

とまれ、とまれ、とまれ!とまれ、とまれ、とまれ!とまれ、とまれ、とまれ!とまれ、とまれ、とまれ! 宮下 すずか∥作宮下 すずか∥作宮下 すずか∥作宮下 すずか∥作 KNKNKNKN

にげだした王さまにげだした王さまにげだした王さまにげだした王さま 宮下 すずか∥作宮下 すずか∥作宮下 すずか∥作宮下 すずか∥作 KNKNKNKN

ハートにプライド!卓球部ハートにプライド!卓球部ハートにプライド!卓球部ハートにプライド!卓球部 横沢 彰∥作横沢 彰∥作横沢 彰∥作横沢 彰∥作 KNKNKNKN

若おかみは小学生!　スペシャル若おかみは小学生!　スペシャル若おかみは小学生!　スペシャル若おかみは小学生!　スペシャル
短編集1短編集1短編集1短編集1

令丈 ヒロ子∥作令丈 ヒロ子∥作令丈 ヒロ子∥作令丈 ヒロ子∥作 KNKNKNKN

児童書（そのほか）児童書（そのほか）児童書（そのほか）児童書（そのほか）

はじめての考古学はじめての考古学はじめての考古学はじめての考古学 菊池 徹夫∥著菊池 徹夫∥著菊池 徹夫∥著菊池 徹夫∥著 K202.5K202.5K202.5K202.5

日本と世界を結んだ偉人　古代日本と世界を結んだ偉人　古代日本と世界を結んだ偉人　古代日本と世界を結んだ偉人　古代
～江戸編～江戸編～江戸編～江戸編

河合 敦∥監修河合 敦∥監修河合 敦∥監修河合 敦∥監修 K210.1K210.1K210.1K210.1
～江戸編～江戸編～江戸編～江戸編

河合 敦∥監修河合 敦∥監修河合 敦∥監修河合 敦∥監修 K210.1K210.1K210.1K210.1



日本と世界を結んだ偉人　大正・日本と世界を結んだ偉人　大正・日本と世界を結んだ偉人　大正・日本と世界を結んだ偉人　大正・
昭和編昭和編昭和編昭和編

河合 敦∥監修河合 敦∥監修河合 敦∥監修河合 敦∥監修 K210.1K210.1K210.1K210.1 K908.3K908.3K908.3K908.3

弥生人の心にタッチ!弥生人の心にタッチ!弥生人の心にタッチ!弥生人の心にタッチ! 今関 信子∥著今関 信子∥著今関 信子∥著今関 信子∥著
K210.2K210.2K210.2K210.2
7777

K911.0K911.0K911.0K911.0
8888

絵でわかる戦国の合戦絵でわかる戦国の合戦絵でわかる戦国の合戦絵でわかる戦国の合戦
小和田 哲男∥監小和田 哲男∥監小和田 哲男∥監小和田 哲男∥監
修修修修

K210.4K210.4K210.4K210.4
7777

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

K210.6K210.6K210.6K210.6
K911.5K911.5K911.5K911.5
68686868

世界地理世界地理世界地理世界地理 田邉 裕∥監修田邉 裕∥監修田邉 裕∥監修田邉 裕∥監修 K290K290K290K290 竹取物語竹取物語竹取物語竹取物語 石井 睦美∥編訳石井 睦美∥編訳石井 睦美∥編訳石井 睦美∥編訳
K913.3K913.3K913.3K913.3
1111

K292.7K292.7K292.7K292.7
81818181

紫の結び　2　源氏物語紫の結び　2　源氏物語紫の結び　2　源氏物語紫の結び　2　源氏物語
紫式部∥著・荻紫式部∥著・荻紫式部∥著・荻紫式部∥著・荻
原 規子∥訳原 規子∥訳原 規子∥訳原 規子∥訳

K913.3K913.3K913.3K913.3
6666

なぜ独裁はなくならないのかなぜ独裁はなくならないのかなぜ独裁はなくならないのかなぜ独裁はなくならないのか 千野 境子∥著千野 境子∥著千野 境子∥著千野 境子∥著 K313.8K313.8K313.8K313.8 柴犬マイちゃんへの手紙柴犬マイちゃんへの手紙柴犬マイちゃんへの手紙柴犬マイちゃんへの手紙 柳原 三佳∥著柳原 三佳∥著柳原 三佳∥著柳原 三佳∥著 K916K916K916K916

ものの値段大研究ものの値段大研究ものの値段大研究ものの値段大研究 佐和 隆光∥監修佐和 隆光∥監修佐和 隆光∥監修佐和 隆光∥監修 K337.8K337.8K337.8K337.8 いたずら妖怪サッシいたずら妖怪サッシいたずら妖怪サッシいたずら妖怪サッシ
モンテイロ  ロモンテイロ  ロモンテイロ  ロモンテイロ  ロ
バート∥作バート∥作バート∥作バート∥作

K969.3K969.3K969.3K969.3

戦争がなかったら戦争がなかったら戦争がなかったら戦争がなかったら 高橋 邦典∥著高橋 邦典∥著高橋 邦典∥著高橋 邦典∥著
K367.6K367.6K367.6K367.6
443443443443

絵本絵本絵本絵本

ぼくたちいそはまたんていだんぼくたちいそはまたんていだんぼくたちいそはまたんていだんぼくたちいそはまたんていだん
三輪 一雄∥作三輪 一雄∥作三輪 一雄∥作三輪 一雄∥作
絵絵絵絵

K407K407K407K407 ダヤン妖精になるダヤン妖精になるダヤン妖精になるダヤン妖精になる 池田 あきこ∥著池田 あきこ∥著池田 あきこ∥著池田 あきこ∥著 EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ

変身のなぞ変身のなぞ変身のなぞ変身のなぞ 原田 佐和子∥文原田 佐和子∥文原田 佐和子∥文原田 佐和子∥文 K430K430K430K430 うんころもちれっしゃうんころもちれっしゃうんころもちれっしゃうんころもちれっしゃ
えちがわ のりゆきえちがわ のりゆきえちがわ のりゆきえちがわ のりゆき
∥著∥著∥著∥著

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ

空のふしぎ図鑑空のふしぎ図鑑空のふしぎ図鑑空のふしぎ図鑑 武田 康男∥監修武田 康男∥監修武田 康男∥監修武田 康男∥監修 K451K451K451K451 笑顔の花が咲く笑顔の花が咲く笑顔の花が咲く笑顔の花が咲く
トレーシー  コートレーシー  コートレーシー  コートレーシー  コー
デュロイ∥作デュロイ∥作デュロイ∥作デュロイ∥作

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ

こども大図鑑恐竜こども大図鑑恐竜こども大図鑑恐竜こども大図鑑恐竜
ダグラス  パーダグラス  パーダグラス  パーダグラス  パー
マー∥著マー∥著マー∥著マー∥著

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

マウスマンション　サムとユリアおマウスマンション　サムとユリアおマウスマンション　サムとユリアおマウスマンション　サムとユリアお
かいものかいものかいものかいもの

カリーナ  スカーカリーナ  スカーカリーナ  スカーカリーナ  スカー
プマン∥著プマン∥著プマン∥著プマン∥著

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ

巨大生物びっくり図鑑巨大生物びっくり図鑑巨大生物びっくり図鑑巨大生物びっくり図鑑 今泉 忠明∥監修今泉 忠明∥監修今泉 忠明∥監修今泉 忠明∥監修 K460K460K460K460
マウスマンション　サムとユリアあマウスマンション　サムとユリアあマウスマンション　サムとユリアあマウスマンション　サムとユリアあ
そぼうそぼうそぼうそぼう

カリーナ  スカーカリーナ  スカーカリーナ  スカーカリーナ  スカー
プマン∥著プマン∥著プマン∥著プマン∥著

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ

水族館のひみつ水族館のひみつ水族館のひみつ水族館のひみつ 新野 大∥著新野 大∥著新野 大∥著新野 大∥著
K480.7K480.7K480.7K480.7
6666

こちょこちょフィリックスこちょこちょフィリックスこちょこちょフィリックスこちょこちょフィリックス
わたたに ひろしわたたに ひろしわたたに ひろしわたたに ひろし
∥え∥え∥え∥え

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ

シリーズ戦争遺跡　3シリーズ戦争遺跡　3シリーズ戦争遺跡　3シリーズ戦争遺跡　3

サウジはともだちサウジはともだちサウジはともだちサウジはともだち

5分後に意外な結末　3～55分後に意外な結末　3～55分後に意外な結末　3～55分後に意外な結末　3～5

大人になるまでに読みたい15歳の詩　1～3大人になるまでに読みたい15歳の詩　1～3大人になるまでに読みたい15歳の詩　1～3大人になるまでに読みたい15歳の詩　1～3

日本語を味わう名詩入門　18　工藤直子日本語を味わう名詩入門　18　工藤直子日本語を味わう名詩入門　18　工藤直子日本語を味わう名詩入門　18　工藤直子

日本語を味わう名詩入門　20　まど・みちお日本語を味わう名詩入門　20　まど・みちお日本語を味わう名詩入門　20　まど・みちお日本語を味わう名詩入門　20　まど・みちお

6666 ∥え∥え∥え∥え

動物のちえ　1・2動物のちえ　1・2動物のちえ　1・2動物のちえ　1・2 成島 悦雄∥監修成島 悦雄∥監修成島 悦雄∥監修成島 悦雄∥監修 K481.7K481.7K481.7K481.7 ほしのこどもとフィリックスほしのこどもとフィリックスほしのこどもとフィリックスほしのこどもとフィリックス
わたたに ひろしわたたに ひろしわたたに ひろしわたたに ひろし
∥え∥え∥え∥え

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ

調べよう!身近な害虫図鑑　1調べよう!身近な害虫図鑑　1調べよう!身近な害虫図鑑　1調べよう!身近な害虫図鑑　1 工藤 美也子∥著工藤 美也子∥著工藤 美也子∥著工藤 美也子∥著 K486K486K486K486 たっち!たっち!たっち!たっち!
柏原 晃夫∥作柏原 晃夫∥作柏原 晃夫∥作柏原 晃夫∥作
絵絵絵絵

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

どんぐりむしどんぐりむしどんぐりむしどんぐりむし
藤丸 篤夫∥しゃ藤丸 篤夫∥しゃ藤丸 篤夫∥しゃ藤丸 篤夫∥しゃ
しんしんしんしん

K486.6K486.6K486.6K486.6 どこどこハートどこどこハートどこどこハートどこどこハート
tupera tupera∥tupera tupera∥tupera tupera∥tupera tupera∥
著著著著

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

オランウータンってどんな『ヒト』?オランウータンってどんな『ヒト』?オランウータンってどんな『ヒト』?オランウータンってどんな『ヒト』? 久世 濃子∥著久世 濃子∥著久世 濃子∥著久世 濃子∥著
K489.9K489.9K489.9K489.9
7777

まてまてももんちゃんまてまてももんちゃんまてまてももんちゃんまてまてももんちゃん
とよた かずひことよた かずひことよた かずひことよた かずひこ
∥さく  え∥さく  え∥さく  え∥さく  え

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

実験しよう!からだのなぞ　1実験しよう!からだのなぞ　1実験しよう!からだのなぞ　1実験しよう!からだのなぞ　1 斉藤 ふみ子∥文斉藤 ふみ子∥文斉藤 ふみ子∥文斉藤 ふみ子∥文 K491.3K491.3K491.3K491.3 だあれだだれだ？だあれだだれだ？だあれだだれだ？だあれだだれだ？
うしろ／よしあきうしろ／よしあきうしろ／よしあきうしろ／よしあき
∥ぶん∥ぶん∥ぶん∥ぶん

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

身近なものの進化図鑑　1～3身近なものの進化図鑑　1～3身近なものの進化図鑑　1～3身近なものの進化図鑑　1～3
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 おさかなちゃんのばいば～いおさかなちゃんのばいば～いおさかなちゃんのばいば～いおさかなちゃんのばいば～い
ヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネ
ヒテン∥作  絵ヒテン∥作  絵ヒテン∥作  絵ヒテン∥作  絵

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

じぶんでつくろうこどものしゅげいじぶんでつくろうこどものしゅげいじぶんでつくろうこどものしゅげいじぶんでつくろうこどものしゅげい 大月 ヒロ子∥作大月 ヒロ子∥作大月 ヒロ子∥作大月 ヒロ子∥作 K594K594K594K594 ちっちゃなおさかなちゃんちっちゃなおさかなちゃんちっちゃなおさかなちゃんちっちゃなおさかなちゃん
ヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネ
ヒテン∥作  絵ヒテン∥作  絵ヒテン∥作  絵ヒテン∥作  絵

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

田んぼの不思議田んぼの不思議田んぼの不思議田んぼの不思議 安室 知∥著安室 知∥著安室 知∥著安室 知∥著 K616.2K616.2K616.2K616.2 あ・ああ・ああ・ああ・あ
三浦 太郎∥さく三浦 太郎∥さく三浦 太郎∥さく三浦 太郎∥さく
ええええ

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

モンスターと呼ばれたリンゴふじモンスターと呼ばれたリンゴふじモンスターと呼ばれたリンゴふじモンスターと呼ばれたリンゴふじ 小泉 光久∥著小泉 光久∥著小泉 光久∥著小泉 光久∥著
K625.2K625.2K625.2K625.2
1111

あー・あーあー・あーあー・あーあー・あー
三浦 太郎∥さく三浦 太郎∥さく三浦 太郎∥さく三浦 太郎∥さく
ええええ

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

馬は友だち!馬は友だち!馬は友だち!馬は友だち!
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∥著オズボーン∥著オズボーン∥著オズボーン∥著

K645.2K645.2K645.2K645.2 むにゃむにゃきゃっきゃっむにゃむにゃきゃっきゃっむにゃむにゃきゃっきゃっむにゃむにゃきゃっきゃっ
柳原 良平∥作柳原 良平∥作柳原 良平∥作柳原 良平∥作
絵絵絵絵

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

ペットの飼い方入門ペットの飼い方入門ペットの飼い方入門ペットの飼い方入門
ペットの専門店コペットの専門店コペットの専門店コペットの専門店コ
ジマ∥監修ジマ∥監修ジマ∥監修ジマ∥監修

K645.6K645.6K645.6K645.6 123のえほん123のえほん123のえほん123のえほん
サイモン  バサイモン  バサイモン  バサイモン  バ
シャー∥作シャー∥作シャー∥作シャー∥作

EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

風になった名犬チロリ風になった名犬チロリ風になった名犬チロリ風になった名犬チロリ 大木 トオル∥著大木 トオル∥著大木 トオル∥著大木 トオル∥著 K645.6K645.6K645.6K645.6 おまめまめまめ1-2-3!おまめまめまめ1-2-3!おまめまめまめ1-2-3!おまめまめまめ1-2-3!
キース  ベーカーキース  ベーカーキース  ベーカーキース  ベーカー
∥作∥作∥作∥作

EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

世界のスポーツ　5世界のスポーツ　5世界のスポーツ　5世界のスポーツ　5 友添 秀則∥監修友添 秀則∥監修友添 秀則∥監修友添 秀則∥監修 K780.8K780.8K780.8K780.8 かんじのえほんかんじのえほんかんじのえほんかんじのえほん 灰島 かり∥文灰島 かり∥文灰島 かり∥文灰島 かり∥文
EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

おばけのこわ～いなぞなぞ超スおばけのこわ～いなぞなぞ超スおばけのこわ～いなぞなぞ超スおばけのこわ～いなぞなぞ超ス
ペシャルペシャルペシャルペシャル

やまざき ロバ∥やまざき ロバ∥やまざき ロバ∥やまざき ロバ∥
作作作作

K798K798K798K798 しあわせのドクターイエローしあわせのドクターイエローしあわせのドクターイエローしあわせのドクターイエロー 溝口 イタル∥え溝口 イタル∥え溝口 イタル∥え溝口 イタル∥え
EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

ちゅうごくの十二支のものがたりちゅうごくの十二支のものがたりちゅうごくの十二支のものがたりちゅうごくの十二支のものがたり
おうよう かりょう∥おうよう かりょう∥おうよう かりょう∥おうよう かりょう∥
甲骨もじ甲骨もじ甲骨もじ甲骨もじ

K821.2K821.2K821.2K821.2 はしる!新幹線「スーパーこまち」はしる!新幹線「スーパーこまち」はしる!新幹線「スーパーこまち」はしる!新幹線「スーパーこまち」 鎌田 歩∥作鎌田 歩∥作鎌田 歩∥作鎌田 歩∥作
EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

ちゅうごくの十二支のものがたりちゅうごくの十二支のものがたりちゅうごくの十二支のものがたりちゅうごくの十二支のものがたり
甲骨もじ甲骨もじ甲骨もじ甲骨もじ

K821.2K821.2K821.2K821.2 はしる!新幹線「スーパーこまち」はしる!新幹線「スーパーこまち」はしる!新幹線「スーパーこまち」はしる!新幹線「スーパーこまち」 鎌田 歩∥作鎌田 歩∥作鎌田 歩∥作鎌田 歩∥作
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ



ワニのお嫁さんとハチドリのお嫁ワニのお嫁さんとハチドリのお嫁ワニのお嫁さんとハチドリのお嫁ワニのお嫁さんとハチドリのお嫁
さんさんさんさん

清水 たま子∥文清水 たま子∥文清水 たま子∥文清水 たま子∥文 EｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛ ポコポコアイスクリームポコポコアイスクリームポコポコアイスクリームポコポコアイスクリーム
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

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

あかいほっぺたあかいほっぺたあかいほっぺたあかいほっぺた
ヤン  デ  キンデヤン  デ  キンデヤン  デ  キンデヤン  デ  キンデ
ル∥作ル∥作ル∥作ル∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ やまのすもうだ!はっけよい!やまのすもうだ!はっけよい!やまのすもうだ!はっけよい!やまのすもうだ!はっけよい!
しばはら ち∥作しばはら ち∥作しばはら ち∥作しばはら ち∥作
絵絵絵絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

おじいさんならできるおじいさんならできるおじいさんならできるおじいさんならできる
フィービ  ギルマフィービ  ギルマフィービ  ギルマフィービ  ギルマ
ン∥作  絵ン∥作  絵ン∥作  絵ン∥作  絵

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ おにのパンツおにのパンツおにのパンツおにのパンツ
鈴木 博子∥構成鈴木 博子∥構成鈴木 博子∥構成鈴木 博子∥構成
絵絵絵絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

くものオルガとものぐさなおひさまくものオルガとものぐさなおひさまくものオルガとものぐさなおひさまくものオルガとものぐさなおひさま
ニコレッタ  コスタニコレッタ  コスタニコレッタ  コスタニコレッタ  コスタ
∥さく∥さく∥さく∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ
おしょうがつおめでとうはじまりのおしょうがつおめでとうはじまりのおしょうがつおめでとうはじまりのおしょうがつおめでとうはじまりの
日!日!日!日!

ますだ ゆうこ∥ますだ ゆうこ∥ますだ ゆうこ∥ますだ ゆうこ∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

くものオルガのゆめくものオルガのゆめくものオルガのゆめくものオルガのゆめ
ニコレッタ  コスタニコレッタ  コスタニコレッタ  コスタニコレッタ  コスタ
∥さく∥さく∥さく∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ひげなしねこひげなしねこひげなしねこひげなしねこ 季巳 明代∥作季巳 明代∥作季巳 明代∥作季巳 明代∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ショベルカーがやってきた!ショベルカーがやってきた!ショベルカーがやってきた!ショベルカーがやってきた!
スーザン  ステスーザン  ステスーザン  ステスーザン  ステ
ゴール∥作ゴール∥作ゴール∥作ゴール∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ きみといっしょならきみといっしょならきみといっしょならきみといっしょなら
ナカジマ ナオミナカジマ ナオミナカジマ ナオミナカジマ ナオミ
∥さく  え∥さく  え∥さく  え∥さく  え

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

サラとダックンなにになりたい?サラとダックンなにになりたい?サラとダックンなにになりたい?サラとダックンなにになりたい?
サラ  ゴメス  ハリサラ  ゴメス  ハリサラ  ゴメス  ハリサラ  ゴメス  ハリ
ス∥原作ス∥原作ス∥原作ス∥原作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ぐーぐーぺこぺこぐーぐーぺこぺこぐーぐーぺこぺこぐーぐーぺこぺこ 中村 陽子∥作絵中村 陽子∥作絵中村 陽子∥作絵中村 陽子∥作絵 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

いぬのロケット本を読むいぬのロケット本を読むいぬのロケット本を読むいぬのロケット本を読む
タッド  ヒルズ∥タッド  ヒルズ∥タッド  ヒルズ∥タッド  ヒルズ∥
作作作作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ピエロのあかいはなピエロのあかいはなピエロのあかいはなピエロのあかいはな
なつめ よしかずなつめ よしかずなつめ よしかずなつめ よしかず
∥作∥作∥作∥作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ジャーニージャーニージャーニージャーニー
アーロン  ベッアーロン  ベッアーロン  ベッアーロン  ベッ
カー∥作カー∥作カー∥作カー∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ヨヨとネネとかいじゅうのタネヨヨとネネとかいじゅうのタネヨヨとネネとかいじゅうのタネヨヨとネネとかいじゅうのタネ
おおつか えいじおおつか えいじおおつか えいじおおつか えいじ
∥おはなし∥おはなし∥おはなし∥おはなし

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

よふかしにんじゃよふかしにんじゃよふかしにんじゃよふかしにんじゃ
バーバラ  ダ  コバーバラ  ダ  コバーバラ  ダ  コバーバラ  ダ  コ
スタ∥文スタ∥文スタ∥文スタ∥文

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ こんなかいじゅうみたことないこんなかいじゅうみたことないこんなかいじゅうみたことないこんなかいじゅうみたことない
藤本 ともひこ∥藤本 ともひこ∥藤本 ともひこ∥藤本 ともひこ∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

あたし、うそついちゃったあたし、うそついちゃったあたし、うそついちゃったあたし、うそついちゃった
ローラ  ランキンローラ  ランキンローラ  ランキンローラ  ランキン
∥さく∥さく∥さく∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ つきよのニャロベエつきよのニャロベエつきよのニャロベエつきよのニャロベエ 古内 ヨシ∥作古内 ヨシ∥作古内 ヨシ∥作古内 ヨシ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

アニメおさるのジョージ たこたこ、アニメおさるのジョージ たこたこ、アニメおさるのジョージ たこたこ、アニメおさるのジョージ たこたこ、
あがれ!あがれ!あがれ!あがれ!

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

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ほんとうのおにごっこほんとうのおにごっこほんとうのおにごっこほんとうのおにごっこ 筒井 敬介∥作筒井 敬介∥作筒井 敬介∥作筒井 敬介∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

アニメおさるのジョージ ランランラアニメおさるのジョージ ランランラアニメおさるのジョージ ランランラアニメおさるのジョージ ランランラ
ンンンン

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

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ おうちでんしゃはっしゃしまーすおうちでんしゃはっしゃしまーすおうちでんしゃはっしゃしまーすおうちでんしゃはっしゃしまーす
間瀬 なおかた∥間瀬 なおかた∥間瀬 なおかた∥間瀬 なおかた∥
作  絵作  絵作  絵作  絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

つみきだいさくせんつみきだいさくせんつみきだいさくせんつみきだいさくせん
新井 洋行∥作新井 洋行∥作新井 洋行∥作新井 洋行∥作
絵絵絵絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ マルタのぼうけんマルタのぼうけんマルタのぼうけんマルタのぼうけん
宮島 永太良∥作宮島 永太良∥作宮島 永太良∥作宮島 永太良∥作
絵絵絵絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

どーしたどーしたどーしたどーしたどーしたどーしたどーしたどーした 天童 荒太∥文天童 荒太∥文天童 荒太∥文天童 荒太∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
ゆみちゃんはねぞうのわるいこでゆみちゃんはねぞうのわるいこでゆみちゃんはねぞうのわるいこでゆみちゃんはねぞうのわるいこで
すすすす

みやざき あけ美みやざき あけ美みやざき あけ美みやざき あけ美
∥作  絵∥作  絵∥作  絵∥作  絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
すすすす ∥作  絵∥作  絵∥作  絵∥作  絵

まつぼっくりちゃんありがとうをチまつぼっくりちゃんありがとうをチまつぼっくりちゃんありがとうをチまつぼっくりちゃんありがとうをチ
カラにカラにカラにカラに

ありがとうりくぜんたかありがとうりくぜんたかありがとうりくぜんたかありがとうりくぜんたか
たプロジェクト∥さくたプロジェクト∥さくたプロジェクト∥さくたプロジェクト∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ぼくらのひみつけんきゅうじょぼくらのひみつけんきゅうじょぼくらのひみつけんきゅうじょぼくらのひみつけんきゅうじょ 森 洋子∥作  絵森 洋子∥作  絵森 洋子∥作  絵森 洋子∥作  絵 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

わけありリンゴのアップルパイわけありリンゴのアップルパイわけありリンゴのアップルパイわけありリンゴのアップルパイ あさい ゆうこ∥作あさい ゆうこ∥作あさい ゆうこ∥作あさい ゆうこ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ふろしきでんしゃふろしきでんしゃふろしきでんしゃふろしきでんしゃ 山崎 克己∥作山崎 克己∥作山崎 克己∥作山崎 克己∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ながぐつをはいたねこながぐつをはいたねこながぐつをはいたねこながぐつをはいたねこ ペロー∥原作ペロー∥原作ペロー∥原作ペロー∥原作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ぼくだってウルトラマンぼくだってウルトラマンぼくだってウルトラマンぼくだってウルトラマン
よしなが こうたくよしなが こうたくよしなが こうたくよしなが こうたく
∥作∥作∥作∥作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

まだだよまだだよまだだよまだだよまだだよまだだよまだだよまだだよ 村上 しいこ∥文村上 しいこ∥文村上 しいこ∥文村上 しいこ∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ まよなかのたんじょうかいまよなかのたんじょうかいまよなかのたんじょうかいまよなかのたんじょうかい 西本 鶏介∥作西本 鶏介∥作西本 鶏介∥作西本 鶏介∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

あめくんデビューあめくんデビューあめくんデビューあめくんデビュー 坂井 敏法∥作坂井 敏法∥作坂井 敏法∥作坂井 敏法∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ 老眼になった君へ～愛～老眼になった君へ～愛～老眼になった君へ～愛～老眼になった君へ～愛～ 相田 毅∥文相田 毅∥文相田 毅∥文相田 毅∥文 EﾑﾗｻｷEﾑﾗｻｷEﾑﾗｻｷEﾑﾗｻｷ

あしってエラい!あしってエラい!あしってエラい!あしってエラい!
中川 ひろたか∥中川 ひろたか∥中川 ひろたか∥中川 ひろたか∥
文文文文

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ DVDDVDDVDDVD

クッキーひめクッキーひめクッキーひめクッキーひめ
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∥作∥作∥作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ シェルブールの雨傘シェルブールの雨傘シェルブールの雨傘シェルブールの雨傘
ｼﾞｬｯｸ･ﾄﾞｩﾐ∥監ｼﾞｬｯｸ･ﾄﾞｩﾐ∥監ｼﾞｬｯｸ･ﾄﾞｩﾐ∥監ｼﾞｬｯｸ･ﾄﾞｩﾐ∥監
督 脚本 作詞督 脚本 作詞督 脚本 作詞督 脚本 作詞

V778.2V778.2V778.2V778.2
35353535

よわむしカエルよわむしカエルよわむしカエルよわむしカエル 花冬 けい子∥文花冬 けい子∥文花冬 けい子∥文花冬 けい子∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ティファニーで朝食をティファニーで朝食をティファニーで朝食をティファニーで朝食を
Blake Edwards∥Blake Edwards∥Blake Edwards∥Blake Edwards∥
監督監督監督監督

V778.2V778.2V778.2V778.2
35353535

んふんふ なめこ絵本　みんなのんふんふ なめこ絵本　みんなのんふんふ なめこ絵本　みんなのんふんふ なめこ絵本　みんなの
おうちおうちおうちおうち

Beeworks∥監修Beeworks∥監修Beeworks∥監修Beeworks∥監修 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ もののけ姫もののけ姫もののけ姫もののけ姫
宮崎 駿∥原作宮崎 駿∥原作宮崎 駿∥原作宮崎 駿∥原作
脚本 監督脚本 監督脚本 監督脚本 監督

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

虹の森のミミっち虹の森のミミっち虹の森のミミっち虹の森のミミっち 森沢 明夫∥作森沢 明夫∥作森沢 明夫∥作森沢 明夫∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ 紅の豚紅の豚紅の豚紅の豚
宮崎 駿∥原作宮崎 駿∥原作宮崎 駿∥原作宮崎 駿∥原作
脚本 監督脚本 監督脚本 監督脚本 監督

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

おトイレさんびょうきになるおトイレさんびょうきになるおトイレさんびょうきになるおトイレさんびょうきになる
きたがわ めぐみきたがわ めぐみきたがわ めぐみきたがわ めぐみ
∥さく  え∥さく  え∥さく  え∥さく  え

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ CDCDCDCD

にらめっこ!にらめっこ!にらめっこ!にらめっこ!
木曽 秀夫∥作木曽 秀夫∥作木曽 秀夫∥作木曽 秀夫∥作
絵絵絵絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ うたって覚えYo!百人一首うたって覚えYo!百人一首うたって覚えYo!百人一首うたって覚えYo!百人一首 ﾁｭﾅ&ﾄﾓ∥ﾗｯﾌﾟﾁｭﾅ&ﾄﾓ∥ﾗｯﾌﾟﾁｭﾅ&ﾄﾓ∥ﾗｯﾌﾟﾁｭﾅ&ﾄﾓ∥ﾗｯﾌﾟ AAAA

王さまと竜王さまと竜王さまと竜王さまと竜
木村 昭平∥絵と木村 昭平∥絵と木村 昭平∥絵と木村 昭平∥絵と
文文文文

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ カンタータ 嘆きの歌（初稿版）カンタータ 嘆きの歌（初稿版）カンタータ 嘆きの歌（初稿版）カンタータ 嘆きの歌（初稿版） 秋山 和慶∥指揮秋山 和慶∥指揮秋山 和慶∥指揮秋山 和慶∥指揮 AAAA

カチンコチン!カチンコチン!カチンコチン!カチンコチン! 新井 洋行∥さく新井 洋行∥さく新井 洋行∥さく新井 洋行∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ 日本の歌日本の歌日本の歌日本の歌 森 麻季∥ｿﾌﾟﾗﾉ森 麻季∥ｿﾌﾟﾗﾉ森 麻季∥ｿﾌﾟﾗﾉ森 麻季∥ｿﾌﾟﾗﾉ AAAA

ねぬねぬねぬねぬ こしだ ミカ∥作こしだ ミカ∥作こしだ ミカ∥作こしだ ミカ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘねぬねぬねぬねぬ こしだ ミカ∥作こしだ ミカ∥作こしだ ミカ∥作こしだ ミカ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ


