
購入図書案内　　5月号購入図書案内　　5月号購入図書案内　　5月号購入図書案内　　5月号 「ドロドロした嫉妬」がスーッと消え「ドロドロした嫉妬」がスーッと消え「ドロドロした嫉妬」がスーッと消え「ドロドロした嫉妬」がスーッと消え
る本る本る本る本

水島 広子∥著水島 広子∥著水島 広子∥著水島 広子∥著 141.6141.6141.6141.6

2014年3月受入分　No.279　名 取 市 図 書 館2014年3月受入分　No.279　名 取 市 図 書 館2014年3月受入分　No.279　名 取 市 図 書 館2014年3月受入分　No.279　名 取 市 図 書 館 日本人の心を解く日本人の心を解く日本人の心を解く日本人の心を解く 河合 隼雄∥著河合 隼雄∥著河合 隼雄∥著河合 隼雄∥著 146.1146.1146.1146.1

総記総記総記総記 セラピストセラピストセラピストセラピスト 最相 葉月∥著最相 葉月∥著最相 葉月∥著最相 葉月∥著 146.8146.8146.8146.8

インターネットにおける誹謗中傷インターネットにおける誹謗中傷インターネットにおける誹謗中傷インターネットにおける誹謗中傷
法的対策マニュアル法的対策マニュアル法的対策マニュアル法的対策マニュアル

中澤 佑一∥著中澤 佑一∥著中澤 佑一∥著中澤 佑一∥著 007.3007.3007.3007.3
輝く未来へはばたく赤ちゃんの名輝く未来へはばたく赤ちゃんの名輝く未来へはばたく赤ちゃんの名輝く未来へはばたく赤ちゃんの名
前事典前事典前事典前事典

牧野 恭仁雄∥監牧野 恭仁雄∥監牧野 恭仁雄∥監牧野 恭仁雄∥監
修修修修

148.3148.3148.3148.3

デジタルデトックスのすすめ 「つデジタルデトックスのすすめ 「つデジタルデトックスのすすめ 「つデジタルデトックスのすすめ 「つ
ながり疲れ」を感じたら読む本ながり疲れ」を感じたら読む本ながり疲れ」を感じたら読む本ながり疲れ」を感じたら読む本

米田 智彦∥著米田 智彦∥著米田 智彦∥著米田 智彦∥著 007.3007.3007.3007.3
何があっても自分の味方でいれば、あな何があっても自分の味方でいれば、あな何があっても自分の味方でいれば、あな何があっても自分の味方でいれば、あな
たはこれまでで一番好きなひとに出会うたはこれまでで一番好きなひとに出会うたはこれまでで一番好きなひとに出会うたはこれまでで一番好きなひとに出会う 藤沢 あゆみ∥著藤沢 あゆみ∥著藤沢 あゆみ∥著藤沢 あゆみ∥著 152.1152.1152.1152.1

IT起業家10人の10年IT起業家10人の10年IT起業家10人の10年IT起業家10人の10年 滝田 誠一郎∥著滝田 誠一郎∥著滝田 誠一郎∥著滝田 誠一郎∥著 007.35007.35007.35007.35
あなたの人生に「孤独」を持ちなあなたの人生に「孤独」を持ちなあなたの人生に「孤独」を持ちなあなたの人生に「孤独」を持ちな
さいさいさいさい

山崎 武也∥著山崎 武也∥著山崎 武也∥著山崎 武也∥著 159159159159

すぐわかるはじめて学ぶMac入すぐわかるはじめて学ぶMac入すぐわかるはじめて学ぶMac入すぐわかるはじめて学ぶMac入
門門門門

飯田 成康∥著飯田 成康∥著飯田 成康∥著飯田 成康∥著 007.6007.6007.6007.6 決断の心理学決断の心理学決断の心理学決断の心理学 和田 秀樹∥著和田 秀樹∥著和田 秀樹∥著和田 秀樹∥著 159159159159

はじめての安全なパソコンのおはじめての安全なパソコンのおはじめての安全なパソコンのおはじめての安全なパソコンのお
引っ越し引っ越し引っ越し引っ越し

村松 茂∥著村松 茂∥著村松 茂∥著村松 茂∥著 007.6007.6007.6007.6 日本人の聖地のかたち日本人の聖地のかたち日本人の聖地のかたち日本人の聖地のかたち 大東 俊一∥著大東 俊一∥著大東 俊一∥著大東 俊一∥著 162.1162.1162.1162.1

今すぐ使えるかんたんAccess今すぐ使えるかんたんAccess今すぐ使えるかんたんAccess今すぐ使えるかんたんAccess
2013201320132013

井上 香緒里∥著井上 香緒里∥著井上 香緒里∥著井上 香緒里∥著 007.609007.609007.609007.609 シャーマニズムシャーマニズムシャーマニズムシャーマニズム
シャルル　ステパシャルル　ステパシャルル　ステパシャルル　ステパ
ノフ∥著ノフ∥著ノフ∥著ノフ∥著

163.9163.9163.9163.9

010.2010.2010.2010.2 図解神道としきたり事典図解神道としきたり事典図解神道としきたり事典図解神道としきたり事典 茂木 貞純∥監修茂木 貞純∥監修茂木 貞純∥監修茂木 貞純∥監修 170170170170

015.8015.8015.8015.8 神社と神様がよ～くわかる本神社と神様がよ～くわかる本神社と神様がよ～くわかる本神社と神様がよ～くわかる本 藤本 頼生∥著藤本 頼生∥著藤本 頼生∥著藤本 頼生∥著 175175175175

私たち図書館やってます!私たち図書館やってます!私たち図書館やってます!私たち図書館やってます!
本と人とをつなぐ「そ本と人とをつなぐ「そ本と人とをつなぐ「そ本と人とをつなぐ「そ
らまめの会」∥編著らまめの会」∥編著らまめの会」∥編著らまめの会」∥編著

016.22016.22016.22016.22 日本仏教の社会倫理日本仏教の社会倫理日本仏教の社会倫理日本仏教の社会倫理 島薗 進∥著島薗 進∥著島薗 進∥著島薗 進∥著 181.6181.6181.6181.6

019.3019.3019.3019.3 禅の思想を知る事典禅の思想を知る事典禅の思想を知る事典禅の思想を知る事典 竹村 牧男∥著竹村 牧男∥著竹村 牧男∥著竹村 牧男∥著 188.8188.8188.8188.8

紙の本は、滅びない紙の本は、滅びない紙の本は、滅びない紙の本は、滅びない 福嶋 聡∥著福嶋 聡∥著福嶋 聡∥著福嶋 聡∥著 023.023.023.023.
名画とあらすじでわかる!新約聖名画とあらすじでわかる!新約聖名画とあらすじでわかる!新約聖名画とあらすじでわかる!新約聖
書書書書

町田 俊之∥監修町田 俊之∥監修町田 俊之∥監修町田 俊之∥監修 193.5193.5193.5193.5

ジェフ・ベゾス果てなき野望ジェフ・ベゾス果てなき野望ジェフ・ベゾス果てなき野望ジェフ・ベゾス果てなき野望
ブラッド　ストーンブラッド　ストーンブラッド　ストーンブラッド　ストーン
∥著∥著∥著∥著

024.067024.067024.067024.067 黙示録 イメージの源泉黙示録 イメージの源泉黙示録 イメージの源泉黙示録 イメージの源泉 岡田 温司∥著岡田 温司∥著岡田 温司∥著岡田 温司∥著 193.8193.8193.8193.8

世界の夢の図書館世界の夢の図書館世界の夢の図書館世界の夢の図書館

この本読んで！ ２０１４年春号この本読んで！ ２０１４年春号この本読んで！ ２０１４年春号この本読んで！ ２０１４年春号

農村と読書 2013農村と読書 2013農村と読書 2013農村と読書 2013

∥著∥著∥著∥著
荒野の古本屋 就職しないで生き荒野の古本屋 就職しないで生き荒野の古本屋 就職しないで生き荒野の古本屋 就職しないで生き
るには21るには21るには21るには21

森岡 督行∥著森岡 督行∥著森岡 督行∥著森岡 督行∥著 024.8024.8024.8024.8 歴史・地理歴史・地理歴史・地理歴史・地理

朝日キーワード 2015朝日キーワード 2015朝日キーワード 2015朝日キーワード 2015
朝日新聞出版∥朝日新聞出版∥朝日新聞出版∥朝日新聞出版∥
編編編編

031.031.031.031. 202.5202.5202.5202.5

記者たちは海に向かった 津波と記者たちは海に向かった 津波と記者たちは海に向かった 津波と記者たちは海に向かった 津波と
放射能と福島民友新聞放射能と福島民友新聞放射能と福島民友新聞放射能と福島民友新聞

門田 隆将∥著門田 隆将∥著門田 隆将∥著門田 隆将∥著 070.213070.213070.213070.213
リチャード・コシミズの未来の歴史リチャード・コシミズの未来の歴史リチャード・コシミズの未来の歴史リチャード・コシミズの未来の歴史
教科書教科書教科書教科書

リチャード　コシミリチャード　コシミリチャード　コシミリチャード　コシミ
ズ∥著ズ∥著ズ∥著ズ∥著

204204204204

哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教 千年の都平安京のくらし千年の都平安京のくらし千年の都平安京のくらし千年の都平安京のくらし 鳥居本 幸代∥著鳥居本 幸代∥著鳥居本 幸代∥著鳥居本 幸代∥著 210.36210.36210.36210.36

たった1日で人生を300倍面白くたった1日で人生を300倍面白くたった1日で人生を300倍面白くたった1日で人生を300倍面白く
する方法する方法する方法する方法

小川 仁志∥著小川 仁志∥著小川 仁志∥著小川 仁志∥著 104104104104
潮路はるかに 慶長遣欧使節船潮路はるかに 慶長遣欧使節船潮路はるかに 慶長遣欧使節船潮路はるかに 慶長遣欧使節船
出帆400年出帆400年出帆400年出帆400年

河北新報社∥編河北新報社∥編河北新報社∥編河北新報社∥編 210.52210.52210.52210.52

無心のダイナミズム無心のダイナミズム無心のダイナミズム無心のダイナミズム 西平 直∥著西平 直∥著西平 直∥著西平 直∥著 121.04121.04121.04121.04 日露戦争史　2・3日露戦争史　2・3日露戦争史　2・3日露戦争史　2・3 半藤 一利∥著半藤 一利∥著半藤 一利∥著半藤 一利∥著 210.67210.67210.67210.67

江戸の朱子学江戸の朱子学江戸の朱子学江戸の朱子学 土田 健次郎∥著土田 健次郎∥著土田 健次郎∥著土田 健次郎∥著 121.54121.54121.54121.54 昭和だョ!全員集合昭和だョ!全員集合昭和だョ!全員集合昭和だョ!全員集合 石原 壮一郎∥著石原 壮一郎∥著石原 壮一郎∥著石原 壮一郎∥著 210.76210.76210.76210.76

仕事・人生に迷ったらアリストテレ仕事・人生に迷ったらアリストテレ仕事・人生に迷ったらアリストテレ仕事・人生に迷ったらアリストテレ
スに聞いてみろ!スに聞いてみろ!スに聞いてみろ!スに聞いてみろ!

小川 仁志∥著小川 仁志∥著小川 仁志∥著小川 仁志∥著 131.4131.4131.4131.4 シベリアに独立を!シベリアに独立を!シベリアに独立を!シベリアに独立を! 田中 克彦∥著田中 克彦∥著田中 克彦∥著田中 克彦∥著 229.1229.1229.1229.1

ベルクソン哲学の遺言ベルクソン哲学の遺言ベルクソン哲学の遺言ベルクソン哲学の遺言 前田 英樹∥著前田 英樹∥著前田 英樹∥著前田 英樹∥著 135.4135.4135.4135.4 ファラオの生活文化図鑑ファラオの生活文化図鑑ファラオの生活文化図鑑ファラオの生活文化図鑑
ギャリー　J.ショーギャリー　J.ショーギャリー　J.ショーギャリー　J.ショー
∥著∥著∥著∥著

242.03242.03242.03242.03

ドゥルーズの哲学原理ドゥルーズの哲学原理ドゥルーズの哲学原理ドゥルーズの哲学原理 國分 功一郎∥著國分 功一郎∥著國分 功一郎∥著國分 功一郎∥著 135.5135.5135.5135.5 美女図鑑美女図鑑美女図鑑美女図鑑 おおた うに∥著おおた うに∥著おおた うに∥著おおた うに∥著 280.4280.4280.4280.4

あわいの力 「心の時代」の次を生あわいの力 「心の時代」の次を生あわいの力 「心の時代」の次を生あわいの力 「心の時代」の次を生
きるきるきるきる

安田 登∥著安田 登∥著安田 登∥著安田 登∥著 141.2141.2141.2141.2
英傑の日本史　敗者たちの幕末英傑の日本史　敗者たちの幕末英傑の日本史　敗者たちの幕末英傑の日本史　敗者たちの幕末
維新編維新編維新編維新編

井沢 元彦∥著井沢 元彦∥著井沢 元彦∥著井沢 元彦∥著 281.04281.04281.04281.04

記憶のしくみ　上下記憶のしくみ　上下記憶のしくみ　上下記憶のしくみ　上下
ラリー　R.スクワイラリー　R.スクワイラリー　R.スクワイラリー　R.スクワイ
ア∥著ア∥著ア∥著ア∥著

141.34141.34141.34141.34 みんな子どもだったみんな子どもだったみんな子どもだったみんな子どもだった 倉本 聰∥著倉本 聰∥著倉本 聰∥著倉本 聰∥著 281.04281.04281.04281.04

犬は何を見たのか THE NEW犬は何を見たのか THE NEW犬は何を見たのか THE NEW犬は何を見たのか THE NEW
YORKER傑作選YORKER傑作選YORKER傑作選YORKER傑作選

マルコム　グラッドマルコム　グラッドマルコム　グラッドマルコム　グラッド
ウェル∥著ウェル∥著ウェル∥著ウェル∥著

141.5141.5141.5141.5 無念なり 近衛文麿の闘い無念なり 近衛文麿の闘い無念なり 近衛文麿の闘い無念なり 近衛文麿の闘い 大野 芳∥著大野 芳∥著大野 芳∥著大野 芳∥著 289.1289.1289.1289.1

海底の神秘と謎海底の神秘と謎海底の神秘と謎海底の神秘と謎



金子哲雄の妻の生き方金子哲雄の妻の生き方金子哲雄の妻の生き方金子哲雄の妻の生き方 金子 稚子∥著金子 稚子∥著金子 稚子∥著金子 稚子∥著 289.1289.1289.1289.1 「最悪」の法律の歴史「最悪」の法律の歴史「最悪」の法律の歴史「最悪」の法律の歴史
ネイサン　ベロフネイサン　ベロフネイサン　ベロフネイサン　ベロフ
スキー∥著スキー∥著スキー∥著スキー∥著

320.4320.4320.4320.4

MAKINO 牧野富太郎生誕150年MAKINO 牧野富太郎生誕150年MAKINO 牧野富太郎生誕150年MAKINO 牧野富太郎生誕150年
記念出版記念出版記念出版記念出版

高知新聞社∥編高知新聞社∥編高知新聞社∥編高知新聞社∥編 289.1289.1289.1289.1 憲法への招待憲法への招待憲法への招待憲法への招待 渋谷 秀樹∥著渋谷 秀樹∥著渋谷 秀樹∥著渋谷 秀樹∥著 323.14323.14323.14323.14

緒方貞子戦争が終わらないこの緒方貞子戦争が終わらないこの緒方貞子戦争が終わらないこの緒方貞子戦争が終わらないこの
世界で世界で世界で世界で

小山 靖史∥著小山 靖史∥著小山 靖史∥著小山 靖史∥著 289.1289.1289.1289.1 324.2324.2324.2324.2

愛妻納税墓参り愛妻納税墓参り愛妻納税墓参り愛妻納税墓参り 三宅 眞∥著三宅 眞∥著三宅 眞∥著三宅 眞∥著 289.1289.1289.1289.1 324.86324.86324.86324.86

290.87290.87290.87290.87
津山三十人殺し七十六年目の真津山三十人殺し七十六年目の真津山三十人殺し七十六年目の真津山三十人殺し七十六年目の真
実実実実

石川 清∥著石川 清∥著石川 清∥著石川 清∥著 326.23326.23326.23326.23

290.87290.87290.87290.87 ストーカー病ストーカー病ストーカー病ストーカー病 福井 裕輝∥著福井 裕輝∥著福井 裕輝∥著福井 裕輝∥著 326.34326.34326.34326.34

5日間の休みで行けちゃう!美しい5日間の休みで行けちゃう!美しい5日間の休みで行けちゃう!美しい5日間の休みで行けちゃう!美しい
街・絶景の街への旅街・絶景の街への旅街・絶景の街への旅街・絶景の街への旅

A Works∥編集A Works∥編集A Works∥編集A Works∥編集 290.93290.93290.93290.93 絶望の裁判所絶望の裁判所絶望の裁判所絶望の裁判所 瀬木 比呂志∥著瀬木 比呂志∥著瀬木 比呂志∥著瀬木 比呂志∥著 327.12327.12327.12327.12

樋口可南子のいいものを、すこ樋口可南子のいいものを、すこ樋口可南子のいいものを、すこ樋口可南子のいいものを、すこ
し。　その3し。　その3し。　その3し。　その3

清野 恵里子∥著清野 恵里子∥著清野 恵里子∥著清野 恵里子∥著 291.09291.09291.09291.09
少年たちの贖罪 罪を背負って生少年たちの贖罪 罪を背負って生少年たちの贖罪 罪を背負って生少年たちの贖罪 罪を背負って生
きるきるきるきる

青島 多津子∥著青島 多津子∥著青島 多津子∥著青島 多津子∥著 327.85327.85327.85327.85

ふるさと富士名鑑ふるさと富士名鑑ふるさと富士名鑑ふるさと富士名鑑 山と溪谷社∥編山と溪谷社∥編山と溪谷社∥編山と溪谷社∥編 291.09291.09291.09291.09
戦犯の孫 「日本人」はいかに裁戦犯の孫 「日本人」はいかに裁戦犯の孫 「日本人」はいかに裁戦犯の孫 「日本人」はいかに裁
かれてきたかかれてきたかかれてきたかかれてきたか

林 英一∥著林 英一∥著林 英一∥著林 英一∥著 329.67329.67329.67329.67

291.09291.09291.09291.09
経済のことよくわからないまま社経済のことよくわからないまま社経済のことよくわからないまま社経済のことよくわからないまま社
会人になった人へ会人になった人へ会人になった人へ会人になった人へ

池上 彰∥著池上 彰∥著池上 彰∥著池上 彰∥著 330330330330

291.37291.37291.37291.37 ゼロから始める経済学入門ゼロから始める経済学入門ゼロから始める経済学入門ゼロから始める経済学入門 角田 明義∥監修角田 明義∥監修角田 明義∥監修角田 明義∥監修 331331331331

黒部の山賊 アルプスの怪黒部の山賊 アルプスの怪黒部の山賊 アルプスの怪黒部の山賊 アルプスの怪 伊藤 正一∥著伊藤 正一∥著伊藤 正一∥著伊藤 正一∥著 291.42291.42291.42291.42 経済学大図鑑経済学大図鑑経済学大図鑑経済学大図鑑
ナイアル　キシテナイアル　キシテナイアル　キシテナイアル　キシテ
イニー∥ほか著イニー∥ほか著イニー∥ほか著イニー∥ほか著

331331331331

291.99291.99291.99291.99 「幸せ」の経済学「幸せ」の経済学「幸せ」の経済学「幸せ」の経済学 橘木 俊詔∥著橘木 俊詔∥著橘木 俊詔∥著橘木 俊詔∥著 331331331331

日本人として知っておきたい世界日本人として知っておきたい世界日本人として知っておきたい世界日本人として知っておきたい世界
を動かす現代イスラムを動かす現代イスラムを動かす現代イスラムを動かす現代イスラム

宮田 律∥著宮田 律∥著宮田 律∥著宮田 律∥著 292.7292.7292.7292.7
起業と経営の基本知識がわかる起業と経営の基本知識がわかる起業と経営の基本知識がわかる起業と経営の基本知識がわかる
本本本本

東京弁護士会親東京弁護士会親東京弁護士会親東京弁護士会親
和全期会∥著和全期会∥著和全期会∥著和全期会∥著

335335335335

293.09293.09293.09293.09 島耕作のアジア立志伝島耕作のアジア立志伝島耕作のアジア立志伝島耕作のアジア立志伝 鈴木 真美∥著鈴木 真美∥著鈴木 真美∥著鈴木 真美∥著 335.13335.13335.13335.13

世界で一番美しいお花畑への旅世界で一番美しいお花畑への旅世界で一番美しいお花畑への旅世界で一番美しいお花畑への旅

世界で一番美しい森への旅世界で一番美しい森への旅世界で一番美しい森への旅世界で一番美しい森への旅

土地家屋の法律知識　2013改訂版土地家屋の法律知識　2013改訂版土地家屋の法律知識　2013改訂版土地家屋の法律知識　2013改訂版

不動産登記の法律知識　2013補訂2版不動産登記の法律知識　2013補訂2版不動産登記の法律知識　2013補訂2版不動産登記の法律知識　2013補訂2版

春夏秋冬ハイキング春夏秋冬ハイキング春夏秋冬ハイキング春夏秋冬ハイキング

るるぶ横浜中華街みなとみらい　'14～'15るるぶ横浜中華街みなとみらい　'14～'15るるぶ横浜中華街みなとみらい　'14～'15るるぶ横浜中華街みなとみらい　'14～'15

るるぶ沖縄　'14るるぶ沖縄　'14るるぶ沖縄　'14るるぶ沖縄　'14

ヨーロッパ鉄道旅行ベストプラン30ヨーロッパ鉄道旅行ベストプラン30ヨーロッパ鉄道旅行ベストプラン30ヨーロッパ鉄道旅行ベストプラン30

293.33293.33293.33293.33 地域発イノベーション　3地域発イノベーション　3地域発イノベーション　3地域発イノベーション　3 地域発イノベーション事例調査地域発イノベーション事例調査地域発イノベーション事例調査地域発イノベーション事例調査
研究プロジェクト∥編著研究プロジェクト∥編著研究プロジェクト∥編著研究プロジェクト∥編著 335.21335.21335.21335.21

293.7293.7293.7293.7
会社はどこまで従業員の求めに会社はどこまで従業員の求めに会社はどこまで従業員の求めに会社はどこまで従業員の求めに
応じる必要があるのか!応じる必要があるのか!応じる必要があるのか!応じる必要があるのか!

梅本 達司∥著梅本 達司∥著梅本 達司∥著梅本 達司∥著 336.4336.4336.4336.4

297.6297.6297.6297.6
1万人の上司を導いた“惜しい部1万人の上司を導いた“惜しい部1万人の上司を導いた“惜しい部1万人の上司を導いた“惜しい部
下”を動かす方法ベスト30下”を動かす方法ベスト30下”を動かす方法ベスト30下”を動かす方法ベスト30

大塚 寿∥著大塚 寿∥著大塚 寿∥著大塚 寿∥著 336.4336.4336.4336.4

社会科学社会科学社会科学社会科学 リスクの世界地図リスクの世界地図リスクの世界地図リスクの世界地図 菅原 出∥著菅原 出∥著菅原 出∥著菅原 出∥著 336.4336.4336.4336.4

呆韓論呆韓論呆韓論呆韓論 室谷 克実∥著室谷 克実∥著室谷 克実∥著室谷 克実∥著 302.21302.21302.21302.21 「聴いてるつもり」症候群「聴いてるつもり」症候群「聴いてるつもり」症候群「聴いてるつもり」症候群 榎本 博明∥著榎本 博明∥著榎本 博明∥著榎本 博明∥著 336.49336.49336.49336.49

10年目の真実9・11からアラブの10年目の真実9・11からアラブの10年目の真実9・11からアラブの10年目の真実9・11からアラブの
春へ春へ春へ春へ

太 勇次郎∥著太 勇次郎∥著太 勇次郎∥著太 勇次郎∥著 302.27302.27302.27302.27 世界最高のプレゼン術世界最高のプレゼン術世界最高のプレゼン術世界最高のプレゼン術
ウィリアム　リードウィリアム　リードウィリアム　リードウィリアム　リード
∥著∥著∥著∥著

336.49336.49336.49336.49

踊る!ブラジル踊る!ブラジル踊る!ブラジル踊る!ブラジル
田中 克佳∥写真田中 克佳∥写真田中 克佳∥写真田中 克佳∥写真
文文文文

302.62302.62302.62302.62 図解トヨタの片づけ図解トヨタの片づけ図解トヨタの片づけ図解トヨタの片づけ
OJTソリューションOJTソリューションOJTソリューションOJTソリューション
ズ∥著ズ∥著ズ∥著ズ∥著

336.5336.5336.5336.5

フェアな未来へフェアな未来へフェアな未来へフェアな未来へ
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
ザックス∥編ザックス∥編ザックス∥編ザックス∥編

304304304304 ゼロから始める決算書入門ゼロから始める決算書入門ゼロから始める決算書入門ゼロから始める決算書入門 櫻庭 周平∥監修櫻庭 周平∥監修櫻庭 周平∥監修櫻庭 周平∥監修 336.83336.83336.83336.83

政治の急所政治の急所政治の急所政治の急所 飯島 勲∥著飯島 勲∥著飯島 勲∥著飯島 勲∥著 312.1312.1312.1312.1 孤独な日銀孤独な日銀孤独な日銀孤独な日銀 白川 浩道∥著白川 浩道∥著白川 浩道∥著白川 浩道∥著 338.41338.41338.41338.41

政治のことよくわからないまま社政治のことよくわからないまま社政治のことよくわからないまま社政治のことよくわからないまま社
会人になった人へ会人になった人へ会人になった人へ会人になった人へ

池上 彰∥著池上 彰∥著池上 彰∥著池上 彰∥著 312.1312.1312.1312.1 NISAで儲けろ!NISAで儲けろ!NISAで儲けろ!NISAで儲けろ! 神戸 孝∥著神戸 孝∥著神戸 孝∥著神戸 孝∥著 338.8338.8338.8338.8

レーガンとサッチャーレーガンとサッチャーレーガンとサッチャーレーガンとサッチャー
ニコラス　ワプニコラス　ワプニコラス　ワプニコラス　ワプ
ショット∥著ショット∥著ショット∥著ショット∥著

312.53312.53312.53312.53 350.9350.9350.9350.9

小選挙区制は日本を滅ぼす小選挙区制は日本を滅ぼす小選挙区制は日本を滅ぼす小選挙区制は日本を滅ぼす 浅川 博忠∥著浅川 博忠∥著浅川 博忠∥著浅川 博忠∥著 314.83314.83314.83314.83
フォト・ドキュメンタリー人間の尊フォト・ドキュメンタリー人間の尊フォト・ドキュメンタリー人間の尊フォト・ドキュメンタリー人間の尊
厳厳厳厳

林 典子∥著林 典子∥著林 典子∥著林 典子∥著 360.4360.4360.4360.4

FBI秘録　上下FBI秘録　上下FBI秘録　上下FBI秘録　上下
ティム　ワイナーティム　ワイナーティム　ワイナーティム　ワイナー
∥著∥著∥著∥著

317.95317.95317.95317.95
ニュースでわかるヨーロッパ各国ニュースでわかるヨーロッパ各国ニュースでわかるヨーロッパ各国ニュースでわかるヨーロッパ各国
気質気質気質気質

片野 優∥著片野 優∥著片野 優∥著片野 優∥著 361.42361.42361.42361.42

るるぶロンドン　2014るるぶロンドン　2014るるぶロンドン　2014るるぶロンドン　2014

るるぶ南イタリア・シチリアるるぶ南イタリア・シチリアるるぶ南イタリア・シチリアるるぶ南イタリア・シチリア

ハワイステイマニュアル　最新2014-2015ハワイステイマニュアル　最新2014-2015ハワイステイマニュアル　最新2014-2015ハワイステイマニュアル　最新2014-2015

データブックオブ・ザ・ワールド　Vol.26(2014)データブックオブ・ザ・ワールド　Vol.26(2014)データブックオブ・ザ・ワールド　Vol.26(2014)データブックオブ・ザ・ワールド　Vol.26(2014)



「コミュ力」がつく話す技術「コミュ力」がつく話す技術「コミュ力」がつく話す技術「コミュ力」がつく話す技術 和田 秀樹∥著和田 秀樹∥著和田 秀樹∥著和田 秀樹∥著 361.45361.45361.45361.45 危機に立つ教育委員会危機に立つ教育委員会危機に立つ教育委員会危機に立つ教育委員会 高橋 寛人∥著高橋 寛人∥著高橋 寛人∥著高橋 寛人∥著 373.2373.2373.2373.2

多文化であることとは多文化であることとは多文化であることとは多文化であることとは 宮島 喬∥著宮島 喬∥著宮島 喬∥著宮島 喬∥著 361.5361.5361.5361.5 校長という仕事校長という仕事校長という仕事校長という仕事 代田 昭久∥著代田 昭久∥著代田 昭久∥著代田 昭久∥著 374.3374.3374.3374.3

ローカルファーストが日本を変えローカルファーストが日本を変えローカルファーストが日本を変えローカルファーストが日本を変え
るるるる

ローカルファースローカルファースローカルファースローカルファース
ト研究会∥編著ト研究会∥編著ト研究会∥編著ト研究会∥編著

361.78361.78361.78361.78
心に残る入学式・卒業式のあいさ心に残る入学式・卒業式のあいさ心に残る入学式・卒業式のあいさ心に残る入学式・卒業式のあいさ
つつつつ

鳥谷 朝代∥監修鳥谷 朝代∥監修鳥谷 朝代∥監修鳥谷 朝代∥監修 374.4374.4374.4374.4

年金のことならこの1冊年金のことならこの1冊年金のことならこの1冊年金のことならこの1冊 原 智徳∥共著原 智徳∥共著原 智徳∥共著原 智徳∥共著 364.6364.6364.6364.6 日本一の給食日本一の給食日本一の給食日本一の給食 佐々木 十美∥著佐々木 十美∥著佐々木 十美∥著佐々木 十美∥著 374.94374.94374.94374.94

あなたの住まいの見つけ方あなたの住まいの見つけ方あなたの住まいの見つけ方あなたの住まいの見つけ方 三浦 展∥著三浦 展∥著三浦 展∥著三浦 展∥著 365.3365.3365.3365.3 お弁当を作ったらお弁当を作ったらお弁当を作ったらお弁当を作ったら 竹下 和男∥著竹下 和男∥著竹下 和男∥著竹下 和男∥著 374.97374.97374.97374.97

障がい者雇用促進のための119障がい者雇用促進のための119障がい者雇用促進のための119障がい者雇用促進のための119
番番番番

秦 政∥著秦 政∥著秦 政∥著秦 政∥著 366.28366.28366.28366.28
クラスがうまくいく!『学び合い』スクラスがうまくいく!『学び合い』スクラスがうまくいく!『学び合い』スクラスがうまくいく!『学び合い』ス
テップアップテップアップテップアップテップアップ

西川 純∥著西川 純∥著西川 純∥著西川 純∥著 375.1375.1375.1375.1

「職業訓練」150%トコトン活用術「職業訓練」150%トコトン活用術「職業訓練」150%トコトン活用術「職業訓練」150%トコトン活用術 日向 咲嗣∥著日向 咲嗣∥著日向 咲嗣∥著日向 咲嗣∥著 366.29366.29366.29366.29
学校が元気になる!『学び合い』学校が元気になる!『学び合い』学校が元気になる!『学び合い』学校が元気になる!『学び合い』
ジャンプアップジャンプアップジャンプアップジャンプアップ

西川 純∥著西川 純∥著西川 純∥著西川 純∥著 375.1375.1375.1375.1

予防・解決職場のパワハラセクハ予防・解決職場のパワハラセクハ予防・解決職場のパワハラセクハ予防・解決職場のパワハラセクハ
ラメンタルヘルスラメンタルヘルスラメンタルヘルスラメンタルヘルス

水谷 英夫∥著水谷 英夫∥著水谷 英夫∥著水谷 英夫∥著 366.3366.3366.3366.3 『学び合い』入門『学び合い』入門『学び合い』入門『学び合い』入門 三崎 隆∥著三崎 隆∥著三崎 隆∥著三崎 隆∥著 375.1375.1375.1375.1

ママ、今日からパートに出ます!ママ、今日からパートに出ます!ママ、今日からパートに出ます!ママ、今日からパートに出ます! 野原 広子∥著野原 広子∥著野原 広子∥著野原 広子∥著 366.8366.8366.8366.8 協同学習入門協同学習入門協同学習入門協同学習入門 杉江 修治∥著杉江 修治∥著杉江 修治∥著杉江 修治∥著 375.13375.13375.13375.13

嫁姑が幸せになれる100の知恵嫁姑が幸せになれる100の知恵嫁姑が幸せになれる100の知恵嫁姑が幸せになれる100の知恵 大原 敬子∥著大原 敬子∥著大原 敬子∥著大原 敬子∥著 367.3367.3367.3367.3
授業のための日本の音楽・世界授業のための日本の音楽・世界授業のための日本の音楽・世界授業のための日本の音楽・世界
の音楽　日本の音楽編の音楽　日本の音楽編の音楽　日本の音楽編の音楽　日本の音楽編

島崎 篤子∥著島崎 篤子∥著島崎 篤子∥著島崎 篤子∥著 375.76375.76375.76375.76

地震と独身地震と独身地震と独身地震と独身 酒井 順子∥著酒井 順子∥著酒井 順子∥著酒井 順子∥著 367.4367.4367.4367.4 子どもと一緒に防災の本子どもと一緒に防災の本子どもと一緒に防災の本子どもと一緒に防災の本 坂本 廣子∥著坂本 廣子∥著坂本 廣子∥著坂本 廣子∥著 376.14376.14376.14376.14

70歳を過ぎた親がひとりになった70歳を過ぎた親がひとりになった70歳を過ぎた親がひとりになった70歳を過ぎた親がひとりになった
らららら

河合 千恵子∥監河合 千恵子∥監河合 千恵子∥監河合 千恵子∥監
修修修修

367.7367.7367.7367.7
保育園・幼稚園・学童保育まで使保育園・幼稚園・学童保育まで使保育園・幼稚園・学童保育まで使保育園・幼稚園・学童保育まで使
えるたのしい手あそび50えるたのしい手あそび50えるたのしい手あそび50えるたのしい手あそび50

百瀬 ユカリ∥著百瀬 ユカリ∥著百瀬 ユカリ∥著百瀬 ユカリ∥著 376.16376.16376.16376.16

おひとりシニアのよろず人生相談おひとりシニアのよろず人生相談おひとりシニアのよろず人生相談おひとりシニアのよろず人生相談 樋口 恵子∥著樋口 恵子∥著樋口 恵子∥著樋口 恵子∥著 367.75367.75367.75367.75
学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上
げて慶應大学に現役合格した話げて慶應大学に現役合格した話げて慶應大学に現役合格した話げて慶應大学に現役合格した話 坪田 信貴∥著坪田 信貴∥著坪田 信貴∥著坪田 信貴∥著 376.8376.8376.8376.8

いつまでも美しくいつまでも美しくいつまでも美しくいつまでも美しく
キャサリン　ブーキャサリン　ブーキャサリン　ブーキャサリン　ブー
∥著∥著∥著∥著

368.2368.2368.2368.2 被災大学は何をしてきたか被災大学は何をしてきたか被災大学は何をしてきたか被災大学は何をしてきたか 中井 浩一∥著中井 浩一∥著中井 浩一∥著中井 浩一∥著 377.28377.28377.28377.28

殺人犯はそこにいる殺人犯はそこにいる殺人犯はそこにいる殺人犯はそこにいる 清水 潔∥著清水 潔∥著清水 潔∥著清水 潔∥著 368.61368.61368.61368.61 わが子に伝える「話し方」の技術わが子に伝える「話し方」の技術わが子に伝える「話し方」の技術わが子に伝える「話し方」の技術 福田 健∥著福田 健∥著福田 健∥著福田 健∥著 379.9379.9379.9379.9

早引き介護の接遇・マナーハンド早引き介護の接遇・マナーハンド早引き介護の接遇・マナーハンド早引き介護の接遇・マナーハンド
ブックブックブックブック

山田 滋∥監修山田 滋∥監修山田 滋∥監修山田 滋∥監修 369.26369.26369.26369.26 英国一家、日本を食べる英国一家、日本を食べる英国一家、日本を食べる英国一家、日本を食べる
マイケル　ブースマイケル　ブースマイケル　ブースマイケル　ブース
∥著∥著∥著∥著

383.81383.81383.81383.81

巨大災害・リスクと経済巨大災害・リスクと経済巨大災害・リスクと経済巨大災害・リスクと経済 澤田 康幸∥編澤田 康幸∥編澤田 康幸∥編澤田 康幸∥編 369.3369.3369.3369.3 酒薫旅情酒薫旅情酒薫旅情酒薫旅情 篠原 徹∥著篠原 徹∥著篠原 徹∥著篠原 徹∥著 383.89383.89383.89383.89

前へ! 東日本大震災と戦った無前へ! 東日本大震災と戦った無前へ! 東日本大震災と戦った無前へ! 東日本大震災と戦った無
名戦士たちの記録名戦士たちの記録名戦士たちの記録名戦士たちの記録

麻生 幾∥著麻生 幾∥著麻生 幾∥著麻生 幾∥著 369.31369.31369.31369.31 お茶の歴史お茶の歴史お茶の歴史お茶の歴史
ヘレン　サベリ∥ヘレン　サベリ∥ヘレン　サベリ∥ヘレン　サベリ∥
著著著著

383.89383.89383.89383.89

遺体 震災、津波の果てに遺体 震災、津波の果てに遺体 震災、津波の果てに遺体 震災、津波の果てに 石井 光太∥著石井 光太∥著石井 光太∥著石井 光太∥著 369.31369.31369.31369.31 磯磯磯磯 田辺 悟∥著田辺 悟∥著田辺 悟∥著田辺 悟∥著 384.36384.36384.36384.36

あなたへ。 東日本大震災警察官あなたへ。 東日本大震災警察官あなたへ。 東日本大震災警察官あなたへ。 東日本大震災警察官
救援記録救援記録救援記録救援記録

講談社ビーシー講談社ビーシー講談社ビーシー講談社ビーシー
∥編∥編∥編∥編

369.31369.31369.31369.31 江戸の旅と出版文化江戸の旅と出版文化江戸の旅と出版文化江戸の旅と出版文化 原 淳一郎∥著原 淳一郎∥著原 淳一郎∥著原 淳一郎∥著 384.37384.37384.37384.37

東日本大震災復興研究　3東日本大震災復興研究　3東日本大震災復興研究　3東日本大震災復興研究　3 東北大学大学院経済学研究科地域産東北大学大学院経済学研究科地域産東北大学大学院経済学研究科地域産東北大学大学院経済学研究科地域産
業復興調査研究プロジェクト∥編業復興調査研究プロジェクト∥編業復興調査研究プロジェクト∥編業復興調査研究プロジェクト∥編 369.31369.31369.31369.31 おくりものがたりおくりものがたりおくりものがたりおくりものがたり 伊藤 まさこ∥著伊藤 まさこ∥著伊藤 まさこ∥著伊藤 まさこ∥著 385.97385.97385.97385.97

震災裁判傍聴記震災裁判傍聴記震災裁判傍聴記震災裁判傍聴記 長嶺 超輝∥著長嶺 超輝∥著長嶺 超輝∥著長嶺 超輝∥著 369.31369.31369.31369.31 あたらしいふろしきのつかいかたあたらしいふろしきのつかいかたあたらしいふろしきのつかいかたあたらしいふろしきのつかいかた 山田 悦子∥著山田 悦子∥著山田 悦子∥著山田 悦子∥著 385.97385.97385.97385.97

証言記録東日本大震災　2証言記録東日本大震災　2証言記録東日本大震災　2証言記録東日本大震災　2
NHK東日本大震NHK東日本大震NHK東日本大震NHK東日本大震
災プロジェクト∥災プロジェクト∥災プロジェクト∥災プロジェクト∥
著著著著

369.31369.31369.31369.31 毎日カワイイふろしき毎日カワイイふろしき毎日カワイイふろしき毎日カワイイふろしき
よこやま いさおよこやま いさおよこやま いさおよこやま いさお
∥結びと文∥結びと文∥結びと文∥結びと文

385.97385.97385.97385.97

チャイルド・プアチャイルド・プアチャイルド・プアチャイルド・プア 新井 直之∥著新井 直之∥著新井 直之∥著新井 直之∥著 369.4369.4369.4369.4
無形民俗文化財が被災するとい無形民俗文化財が被災するとい無形民俗文化財が被災するとい無形民俗文化財が被災するとい
うことうことうことうこと

高倉 浩樹∥編高倉 浩樹∥編高倉 浩樹∥編高倉 浩樹∥編 386.12386.12386.12386.12

子どもの未来を守る子どもの未来を守る子どもの未来を守る子どもの未来を守る
荒川区自治総合荒川区自治総合荒川区自治総合荒川区自治総合
研究所∥編研究所∥編研究所∥編研究所∥編

369.4369.4369.4369.4 東北を聴く東北を聴く東北を聴く東北を聴く 佐々木 幹郎∥著佐々木 幹郎∥著佐々木 幹郎∥著佐々木 幹郎∥著 388.91388.91388.91388.91

369.4369.4369.4369.4 国際メディア情報戦国際メディア情報戦国際メディア情報戦国際メディア情報戦 高木 徹∥著高木 徹∥著高木 徹∥著高木 徹∥著 391.3391.3391.3391.3

不登校予備軍の子どもによりそう不登校予備軍の子どもによりそう不登校予備軍の子どもによりそう不登校予備軍の子どもによりそう
対応・支援ガイド対応・支援ガイド対応・支援ガイド対応・支援ガイド

宮内 英里子∥著宮内 英里子∥著宮内 英里子∥著宮内 英里子∥著 371.42371.42371.42371.42 日本軍と日本兵日本軍と日本兵日本軍と日本兵日本軍と日本兵 一ノ瀬 俊也∥著一ノ瀬 俊也∥著一ノ瀬 俊也∥著一ノ瀬 俊也∥著 396.21396.21396.21396.21

世界の学校世界の学校世界の学校世界の学校 二宮 皓∥編著二宮 皓∥編著二宮 皓∥編著二宮 皓∥編著 372372372372

児童福祉文化財年報　平成24年度児童福祉文化財年報　平成24年度児童福祉文化財年報　平成24年度児童福祉文化財年報　平成24年度



自然科学自然科学自然科学自然科学
ポッチャリさんとホッソリさんの病ポッチャリさんとホッソリさんの病ポッチャリさんとホッソリさんの病ポッチャリさんとホッソリさんの病
気にならない健康術気にならない健康術気にならない健康術気にならない健康術

安保 徹∥著安保 徹∥著安保 徹∥著安保 徹∥著 498.3498.3498.3498.3

数の発明数の発明数の発明数の発明 足立 恒雄∥著足立 恒雄∥著足立 恒雄∥著足立 恒雄∥著 410410410410 8時間睡眠のウソ。8時間睡眠のウソ。8時間睡眠のウソ。8時間睡眠のウソ。 三島 和夫∥著三島 和夫∥著三島 和夫∥著三島 和夫∥著 498.36498.36498.36498.36

円周率が歩んだ道円周率が歩んだ道円周率が歩んだ道円周率が歩んだ道 上野 健爾∥著上野 健爾∥著上野 健爾∥著上野 健爾∥著 414.12414.12414.12414.12 働く男女のための栄養学入門働く男女のための栄養学入門働く男女のための栄養学入門働く男女のための栄養学入門 山崎 広治∥著山崎 広治∥著山崎 広治∥著山崎 広治∥著 498.5498.5498.5498.5

図解よくわかる単位の事典図解よくわかる単位の事典図解よくわかる単位の事典図解よくわかる単位の事典 星田 直彦∥著星田 直彦∥著星田 直彦∥著星田 直彦∥著 420.75420.75420.75420.75 498.5498.5498.5498.5

呼鈴の科学呼鈴の科学呼鈴の科学呼鈴の科学 吉田 武∥著吉田 武∥著吉田 武∥著吉田 武∥著 427427427427 498.51498.51498.51498.51

放射能 キュリー夫妻の愛と業績放射能 キュリー夫妻の愛と業績放射能 キュリー夫妻の愛と業績放射能 キュリー夫妻の愛と業績
の予期せぬ影響の予期せぬ影響の予期せぬ影響の予期せぬ影響

ローレン　レドニローレン　レドニローレン　レドニローレン　レドニ
ス∥著ス∥著ス∥著ス∥著

429.4429.4429.4429.4
野菜で探す「健康食べ合わせ」野菜で探す「健康食べ合わせ」野菜で探す「健康食べ合わせ」野菜で探す「健康食べ合わせ」
手帖手帖手帖手帖

松村 眞由子∥著松村 眞由子∥著松村 眞由子∥著松村 眞由子∥著 498.58498.58498.58498.58

450450450450
救命 東日本大震災、医師たちの救命 東日本大震災、医師たちの救命 東日本大震災、医師たちの救命 東日本大震災、医師たちの
奮闘奮闘奮闘奮闘

海堂 尊∥監修海堂 尊∥監修海堂 尊∥監修海堂 尊∥監修 498.89498.89498.89498.89

嵐の正体にせまった科学者たち嵐の正体にせまった科学者たち嵐の正体にせまった科学者たち嵐の正体にせまった科学者たち John D.Cox∥著John D.Cox∥著John D.Cox∥著John D.Cox∥著 451.02451.02451.02451.02 新薬開発の舞台裏新薬開発の舞台裏新薬開発の舞台裏新薬開発の舞台裏 星 作男∥著星 作男∥著星 作男∥著星 作男∥著 499.1499.1499.1499.1

気象業務はいま２０１３気象業務はいま２０１３気象業務はいま２０１３気象業務はいま２０１３ 気象庁∥編気象庁∥編気象庁∥編気象庁∥編 451.2451.2451.2451.2 身近な薬草活用手帖身近な薬草活用手帖身近な薬草活用手帖身近な薬草活用手帖 寺林 進∥監修寺林 進∥監修寺林 進∥監修寺林 進∥監修 499.87499.87499.87499.87

気象庁ガイドブック２０１３気象庁ガイドブック２０１３気象庁ガイドブック２０１３気象庁ガイドブック２０１３ 気象庁∥編気象庁∥編気象庁∥編気象庁∥編 451.2451.2451.2451.2 不思議な薬草箱不思議な薬草箱不思議な薬草箱不思議な薬草箱 西村 佑子∥著西村 佑子∥著西村 佑子∥著西村 佑子∥著 499.87499.87499.87499.87

雲の博物館雲の博物館雲の博物館雲の博物館 菊地 勝弘∥著菊地 勝弘∥著菊地 勝弘∥著菊地 勝弘∥著 451.61451.61451.61451.61 技術・実用書技術・実用書技術・実用書技術・実用書

<生きた化石>生命40億年史<生きた化石>生命40億年史<生きた化石>生命40億年史<生きた化石>生命40億年史
リチャードリチャードリチャードリチャード
フォーティ∥著フォーティ∥著フォーティ∥著フォーティ∥著

457457457457 501.4501.4501.4501.4

コウノトリの翼コウノトリの翼コウノトリの翼コウノトリの翼 鷲谷 いづみ∥著鷲谷 いづみ∥著鷲谷 いづみ∥著鷲谷 いづみ∥著 468.04468.04468.04468.04 3Dプリンター実用ガイド3Dプリンター実用ガイド3Dプリンター実用ガイド3Dプリンター実用ガイド 足立 昌彦∥著足立 昌彦∥著足立 昌彦∥著足立 昌彦∥著 501.8501.8501.8501.8

480480480480 すばらしき特殊特許の世界すばらしき特殊特許の世界すばらしき特殊特許の世界すばらしき特殊特許の世界 稲森 謙太郎∥著稲森 謙太郎∥著稲森 謙太郎∥著稲森 謙太郎∥著 507.23507.23507.23507.23

うち、カラスいるんだけど来る?うち、カラスいるんだけど来る?うち、カラスいるんだけど来る?うち、カラスいるんだけど来る? 柴田 佳秀∥監修柴田 佳秀∥監修柴田 佳秀∥監修柴田 佳秀∥監修 488.99488.99488.99488.99
最新!トンネル工法の“なぜ”を科最新!トンネル工法の“なぜ”を科最新!トンネル工法の“なぜ”を科最新!トンネル工法の“なぜ”を科
学する学する学する学する

大成建設「トンネル」研究プロ大成建設「トンネル」研究プロ大成建設「トンネル」研究プロ大成建設「トンネル」研究プロ
ジェクトチーム∥著ジェクトチーム∥著ジェクトチーム∥著ジェクトチーム∥著 514.9514.9514.9514.9

奇跡の惑星地球の科学奇跡の惑星地球の科学奇跡の惑星地球の科学奇跡の惑星地球の科学

だらだら動物図鑑だらだら動物図鑑だらだら動物図鑑だらだら動物図鑑

よりよい食生活のために　上下よりよい食生活のために　上下よりよい食生活のために　上下よりよい食生活のために　上下

食品の科学知識食品の科学知識食品の科学知識食品の科学知識

注目のスーパーマテリアル 社会を一変させる新材注目のスーパーマテリアル 社会を一変させる新材注目のスーパーマテリアル 社会を一変させる新材注目のスーパーマテリアル 社会を一変させる新材
料100料100料100料100

学する学する学する学する ジェクトチーム∥著ジェクトチーム∥著ジェクトチーム∥著ジェクトチーム∥著

神秘のクジライッカクを追う神秘のクジライッカクを追う神秘のクジライッカクを追う神秘のクジライッカクを追う
トッド　マクリートッド　マクリートッド　マクリートッド　マクリー
シュ∥著シュ∥著シュ∥著シュ∥著

489.6489.6489.6489.6 生存の条件生存の条件生存の条件生存の条件 旭硝子財団地球環境問題を考旭硝子財団地球環境問題を考旭硝子財団地球環境問題を考旭硝子財団地球環境問題を考
える懇談会∥編著える懇談会∥編著える懇談会∥編著える懇談会∥編著 519519519519

医学探偵の歴史事件簿医学探偵の歴史事件簿医学探偵の歴史事件簿医学探偵の歴史事件簿 小長谷 正明∥著小長谷 正明∥著小長谷 正明∥著小長谷 正明∥著 490.2490.2490.2490.2 環境キーワード事典環境キーワード事典環境キーワード事典環境キーワード事典
日経エコロジー日経エコロジー日経エコロジー日経エコロジー
∥編著∥編著∥編著∥編著

519519519519

「最悪」の医療の歴史「最悪」の医療の歴史「最悪」の医療の歴史「最悪」の医療の歴史
ネイサン　ベロフネイサン　ベロフネイサン　ベロフネイサン　ベロフ
スキー∥著スキー∥著スキー∥著スキー∥著

490.2490.2490.2490.2
寺社の装飾彫刻　北海道・東北・寺社の装飾彫刻　北海道・東北・寺社の装飾彫刻　北海道・東北・寺社の装飾彫刻　北海道・東北・
北陸編北陸編北陸編北陸編

若林 純∥撮影若林 純∥撮影若林 純∥撮影若林 純∥撮影
構成構成構成構成

521.81521.81521.81521.81

医学実用辞典医学実用辞典医学実用辞典医学実用辞典 松本 洋子∥編著松本 洋子∥編著松本 洋子∥編著松本 洋子∥編著 490.7490.7490.7490.7 建物できるまで図鑑建物できるまで図鑑建物できるまで図鑑建物できるまで図鑑
瀬川 康秀∥絵瀬川 康秀∥絵瀬川 康秀∥絵瀬川 康秀∥絵
文文文文

524.7524.7524.7524.7

目からウロコの背骨ネジレ学入門目からウロコの背骨ネジレ学入門目からウロコの背骨ネジレ学入門目からウロコの背骨ネジレ学入門 浜田 幸男∥著浜田 幸男∥著浜田 幸男∥著浜田 幸男∥著 492.79492.79492.79492.79 美しい日本の邸宅美しい日本の邸宅美しい日本の邸宅美しい日本の邸宅 石出 和博∥著石出 和博∥著石出 和博∥著石出 和博∥著 527527527527

糖尿病のためのごちそうスープ糖尿病のためのごちそうスープ糖尿病のためのごちそうスープ糖尿病のためのごちそうスープ 村上 祥子∥著村上 祥子∥著村上 祥子∥著村上 祥子∥著 493.12493.12493.12493.12 住まいの仕組み事典住まいの仕組み事典住まいの仕組み事典住まいの仕組み事典 間宮 良行∥著間宮 良行∥著間宮 良行∥著間宮 良行∥著 527527527527

図解脳卒中家庭でできる簡単リ図解脳卒中家庭でできる簡単リ図解脳卒中家庭でできる簡単リ図解脳卒中家庭でできる簡単リ
ハビリハビリハビリハビリ

三好 正堂∥著三好 正堂∥著三好 正堂∥著三好 正堂∥著 493.73493.73493.73493.73 527.05527.05527.05527.05

なぜ、ヒトは「うつ」になるのかなぜ、ヒトは「うつ」になるのかなぜ、ヒトは「うつ」になるのかなぜ、ヒトは「うつ」になるのか
北島 潤一郎∥監北島 潤一郎∥監北島 潤一郎∥監北島 潤一郎∥監
修修修修

493.76493.76493.76493.76 これからの木造住宅のつくりかたこれからの木造住宅のつくりかたこれからの木造住宅のつくりかたこれからの木造住宅のつくりかた 瀬野 和広∥著瀬野 和広∥著瀬野 和広∥著瀬野 和広∥著 527.1527.1527.1527.1

ドクター赤座の泌尿器がん最新ドクター赤座の泌尿器がん最新ドクター赤座の泌尿器がん最新ドクター赤座の泌尿器がん最新
情報情報情報情報

赤座 英之∥著赤座 英之∥著赤座 英之∥著赤座 英之∥著 494.9494.9494.9494.9 書庫を建てる書庫を建てる書庫を建てる書庫を建てる 松原 隆一郎∥著松原 隆一郎∥著松原 隆一郎∥著松原 隆一郎∥著 527.1527.1527.1527.1

これで安心!前立腺がん・前立腺これで安心!前立腺がん・前立腺これで安心!前立腺がん・前立腺これで安心!前立腺がん・前立腺
肥大症肥大症肥大症肥大症

市川 智彦∥監修市川 智彦∥監修市川 智彦∥監修市川 智彦∥監修 494.96494.96494.96494.96
トコトンやさしいマシニングセンタトコトンやさしいマシニングセンタトコトンやさしいマシニングセンタトコトンやさしいマシニングセンタ
の本の本の本の本

澤 武一∥著澤 武一∥著澤 武一∥著澤 武一∥著 532532532532

歯医者に聞きたいわかりやすい歯医者に聞きたいわかりやすい歯医者に聞きたいわかりやすい歯医者に聞きたいわかりやすい
矯正歯科治療矯正歯科治療矯正歯科治療矯正歯科治療

五十嵐 一吉∥著五十嵐 一吉∥著五十嵐 一吉∥著五十嵐 一吉∥著 497.6497.6497.6497.6 フェラーリの買い方フェラーリの買い方フェラーリの買い方フェラーリの買い方 清水 草一∥著清水 草一∥著清水 草一∥著清水 草一∥著 537.92537.92537.92537.92

誰も教えてくれなかった医者のか誰も教えてくれなかった医者のか誰も教えてくれなかった医者のか誰も教えてくれなかった医者のか
かり方完全マニュアルかり方完全マニュアルかり方完全マニュアルかり方完全マニュアル

おのころ 心平∥おのころ 心平∥おのころ 心平∥おのころ 心平∥
著著著著

498.04498.04498.04498.04 日本の社会主義日本の社会主義日本の社会主義日本の社会主義 加藤 哲郎∥著加藤 哲郎∥著加藤 哲郎∥著加藤 哲郎∥著 539.09539.09539.09539.09

日本病院史日本病院史日本病院史日本病院史 福永 肇∥著福永 肇∥著福永 肇∥著福永 肇∥著 498.16498.16498.16498.16 電力情報イノベーション電力情報イノベーション電力情報イノベーション電力情報イノベーション 池田 元英∥著池田 元英∥著池田 元英∥著池田 元英∥著 540.93540.93540.93540.93

はじめての家づくり　No.23はじめての家づくり　No.23はじめての家づくり　No.23はじめての家づくり　No.23



プロメテウスの罠　6プロメテウスの罠　6プロメテウスの罠　6プロメテウスの罠　6
朝日新聞特別報朝日新聞特別報朝日新聞特別報朝日新聞特別報
道部∥著道部∥著道部∥著道部∥著

543.5543.5543.5543.5 世界出張料理人世界出張料理人世界出張料理人世界出張料理人 狐野 扶実子∥著狐野 扶実子∥著狐野 扶実子∥著狐野 扶実子∥著 596.23596.23596.23596.23

大人の流儀Facebook×Twitter大人の流儀Facebook×Twitter大人の流儀Facebook×Twitter大人の流儀Facebook×Twitter
×LINE×LINE×LINE×LINE

森嶋 良子∥著森嶋 良子∥著森嶋 良子∥著森嶋 良子∥著 547.48547.48547.48547.48 スープジャーでほめられべんとうスープジャーでほめられべんとうスープジャーでほめられべんとうスープジャーでほめられべんとう 星野 奈々子∥著星野 奈々子∥著星野 奈々子∥著星野 奈々子∥著 596.4596.4596.4596.4

すぐわかる40歳からのiPadすぐわかる40歳からのiPadすぐわかる40歳からのiPadすぐわかる40歳からのiPad
タトラエディット∥タトラエディット∥タトラエディット∥タトラエディット∥
著著著著

548.29548.29548.29548.29 四季をたのしむ丸の内弁当四季をたのしむ丸の内弁当四季をたのしむ丸の内弁当四季をたのしむ丸の内弁当 柚木 涼子∥著柚木 涼子∥著柚木 涼子∥著柚木 涼子∥著 596.4596.4596.4596.4

格安PCボードで始める電子工作格安PCボードで始める電子工作格安PCボードで始める電子工作格安PCボードで始める電子工作
超入門超入門超入門超入門

日経Linux∥編日経Linux∥編日経Linux∥編日経Linux∥編 549549549549
お茶と和菓子のテーブルセッティお茶と和菓子のテーブルセッティお茶と和菓子のテーブルセッティお茶と和菓子のテーブルセッティ
ングングングング

浜 裕子∥著浜 裕子∥著浜 裕子∥著浜 裕子∥著 596.8596.8596.8596.8

図解よくわかる貴金属材料図解よくわかる貴金属材料図解よくわかる貴金属材料図解よくわかる貴金属材料 岡田 勝蔵∥著岡田 勝蔵∥著岡田 勝蔵∥著岡田 勝蔵∥著 565.1565.1565.1565.1 キッチンの歴史キッチンの歴史キッチンの歴史キッチンの歴史
ビー　ウィルソンビー　ウィルソンビー　ウィルソンビー　ウィルソン
∥著∥著∥著∥著

596.9596.9596.9596.9

図説火と人間の歴史図説火と人間の歴史図説火と人間の歴史図説火と人間の歴史
スティーヴン　J.スティーヴン　J.スティーヴン　J.スティーヴン　J.
パイン∥著パイン∥著パイン∥著パイン∥著

575.1575.1575.1575.1
貼ってはがせる壁紙で自分好み貼ってはがせる壁紙で自分好み貼ってはがせる壁紙で自分好み貼ってはがせる壁紙で自分好み
の部屋づくりの部屋づくりの部屋づくりの部屋づくり

壁紙屋本舗∥監壁紙屋本舗∥監壁紙屋本舗∥監壁紙屋本舗∥監
修修修修

597.2597.2597.2597.2

うるしの科学うるしの科学うるしの科学うるしの科学 小川 俊夫∥著小川 俊夫∥著小川 俊夫∥著小川 俊夫∥著 576.82576.82576.82576.82 毎日がときめく片づけの魔法毎日がときめく片づけの魔法毎日がときめく片づけの魔法毎日がときめく片づけの魔法 近藤 麻理恵∥著近藤 麻理恵∥著近藤 麻理恵∥著近藤 麻理恵∥著 597.5597.5597.5597.5

588.36588.36588.36588.36
双子&三つ子ママの妊娠・出産・双子&三つ子ママの妊娠・出産・双子&三つ子ママの妊娠・出産・双子&三つ子ママの妊娠・出産・
育児育児育児育児

高橋 恒男∥監修高橋 恒男∥監修高橋 恒男∥監修高橋 恒男∥監修 598.2598.2598.2598.2

明日へのしょうゆ明日へのしょうゆ明日へのしょうゆ明日へのしょうゆ 塩沢 槇∥著塩沢 槇∥著塩沢 槇∥著塩沢 槇∥著 588.6588.6588.6588.6 “Dr.365”のこどもの病気相談室“Dr.365”のこどもの病気相談室“Dr.365”のこどもの病気相談室“Dr.365”のこどもの病気相談室 白岡 亮平∥著白岡 亮平∥著白岡 亮平∥著白岡 亮平∥著 598.3598.3598.3598.3

ぼくのおかしなおかしなステッキぼくのおかしなおかしなステッキぼくのおかしなおかしなステッキぼくのおかしなおかしなステッキ
生活生活生活生活

坂崎 重盛∥著坂崎 重盛∥著坂崎 重盛∥著坂崎 重盛∥著 589.4589.4589.4589.4 子どもを守る自然な手当て子どもを守る自然な手当て子どもを守る自然な手当て子どもを守る自然な手当て
山口 温子∥企画山口 温子∥企画山口 温子∥企画山口 温子∥企画
編集編集編集編集

598.3598.3598.3598.3

591591591591 産業産業産業産業

オールドテイストの家具と庭オールドテイストの家具と庭オールドテイストの家具と庭オールドテイストの家具と庭 伊波 英吉∥著伊波 英吉∥著伊波 英吉∥著伊波 英吉∥著 592.7592.7592.7592.7
図解手づくり施工の農村環境整図解手づくり施工の農村環境整図解手づくり施工の農村環境整図解手づくり施工の農村環境整
備備備備

筒井 義冨∥著筒井 義冨∥著筒井 義冨∥著筒井 義冨∥著 614.2614.2614.2614.2

まっすぐ縫いの子ども服まっすぐ縫いの子ども服まっすぐ縫いの子ども服まっすぐ縫いの子ども服 野木 陽子∥著野木 陽子∥著野木 陽子∥著野木 陽子∥著 593.36593.36593.36593.36
これだけは知っておきたい園芸これだけは知っておきたい園芸これだけは知っておきたい園芸これだけは知っておきたい園芸
の基礎知識の基礎知識の基礎知識の基礎知識

金田 初代∥監修金田 初代∥監修金田 初代∥監修金田 初代∥監修 620620620620

594594594594
一年中楽しめるコンテナ果樹の一年中楽しめるコンテナ果樹の一年中楽しめるコンテナ果樹の一年中楽しめるコンテナ果樹の
育て方育て方育て方育て方

大森 直樹∥著大森 直樹∥著大森 直樹∥著大森 直樹∥著 625625625625

594594594594 庭先でつくるトロピカルフルーツ庭先でつくるトロピカルフルーツ庭先でつくるトロピカルフルーツ庭先でつくるトロピカルフルーツ 米本 仁巳∥著米本 仁巳∥著米本 仁巳∥著米本 仁巳∥著 625.8625.8625.8625.8

郷土菓子 ふるさとの味を旅する郷土菓子 ふるさとの味を旅する郷土菓子 ふるさとの味を旅する郷土菓子 ふるさとの味を旅する

新社会人のためのお金の教科書新社会人のためのお金の教科書新社会人のためのお金の教科書新社会人のためのお金の教科書

ミシンABCミシンABCミシンABCミシンABC

みんなのおともだち!アンパンマンの手づくりおもみんなのおともだち!アンパンマンの手づくりおもみんなのおともだち!アンパンマンの手づくりおもみんなのおともだち!アンパンマンの手づくりおも
ちゃ&グッズちゃ&グッズちゃ&グッズちゃ&グッズ

594.3594.3594.3594.3 くらしを彩る花の本くらしを彩る花の本くらしを彩る花の本くらしを彩る花の本 講談社∥編講談社∥編講談社∥編講談社∥編 627627627627

シンプル&カラフル麻糸のバッグシンプル&カラフル麻糸のバッグシンプル&カラフル麻糸のバッグシンプル&カラフル麻糸のバッグ 青木 恵理子∥著青木 恵理子∥著青木 恵理子∥著青木 恵理子∥著 594.7594.7594.7594.7 庭仕事の庭石テクニック庭仕事の庭石テクニック庭仕事の庭石テクニック庭仕事の庭石テクニック 高崎 康隆∥監修高崎 康隆∥監修高崎 康隆∥監修高崎 康隆∥監修 629.61629.61629.61629.61

594.7594.7594.7594.7 犬の気持ち、通訳します。犬の気持ち、通訳します。犬の気持ち、通訳します。犬の気持ち、通訳します。 アネラ∥著アネラ∥著アネラ∥著アネラ∥著 645.6645.6645.6645.6

有元葉子の予約のとれない料理有元葉子の予約のとれない料理有元葉子の予約のとれない料理有元葉子の予約のとれない料理
教室教室教室教室

有元 葉子∥著有元 葉子∥著有元 葉子∥著有元 葉子∥著 596596596596 レース鳩 知られざるアスリートレース鳩 知られざるアスリートレース鳩 知られざるアスリートレース鳩 知られざるアスリート 吉原 謙以知∥著吉原 謙以知∥著吉原 謙以知∥著吉原 謙以知∥著 646.5646.5646.5646.5

油いらずのフライパンレシピ油いらずのフライパンレシピ油いらずのフライパンレシピ油いらずのフライパンレシピ 井澤 由美子∥著井澤 由美子∥著井澤 由美子∥著井澤 由美子∥著 596596596596 行こう「玉手箱の森」行こう「玉手箱の森」行こう「玉手箱の森」行こう「玉手箱の森」 矢部 三雄∥著矢部 三雄∥著矢部 三雄∥著矢部 三雄∥著 650650650650

「花ヲツマミニ」のワンプレート料「花ヲツマミニ」のワンプレート料「花ヲツマミニ」のワンプレート料「花ヲツマミニ」のワンプレート料
理理理理

稲垣 美穂∥著稲垣 美穂∥著稲垣 美穂∥著稲垣 美穂∥著 596596596596 キノコの歴史キノコの歴史キノコの歴史キノコの歴史
シンシア　D.バーシンシア　D.バーシンシア　D.バーシンシア　D.バー
テルセン∥著テルセン∥著テルセン∥著テルセン∥著

657.82657.82657.82657.82

おのみさのおのみさのおのみさのおのみさの麴麴麴麴のよさを200%引き出のよさを200%引き出のよさを200%引き出のよさを200%引き出
すアイデア帖すアイデア帖すアイデア帖すアイデア帖

おの みさ∥著おの みさ∥著おの みさ∥著おの みさ∥著 596596596596 ケースで学ぶマーケティングケースで学ぶマーケティングケースで学ぶマーケティングケースで学ぶマーケティング 井原 久光∥著井原 久光∥著井原 久光∥著井原 久光∥著 675675675675

缶づめなのに缶づめとは思えな缶づめなのに缶づめとは思えな缶づめなのに缶づめとは思えな缶づめなのに缶づめとは思えな
いカンタン美味しいおうちごはんいカンタン美味しいおうちごはんいカンタン美味しいおうちごはんいカンタン美味しいおうちごはん

高沢 紀子∥料理高沢 紀子∥料理高沢 紀子∥料理高沢 紀子∥料理
監修監修監修監修

596596596596
線路はつながった 三陸鉄道復線路はつながった 三陸鉄道復線路はつながった 三陸鉄道復線路はつながった 三陸鉄道復
興の始発駅興の始発駅興の始発駅興の始発駅

冨手 淳∥著冨手 淳∥著冨手 淳∥著冨手 淳∥著 686.07686.07686.07686.07

ひとりぶん料理の教科書ひとりぶん料理の教科書ひとりぶん料理の教科書ひとりぶん料理の教科書 福田 淳子∥著福田 淳子∥著福田 淳子∥著福田 淳子∥著 596596596596
奇跡の職場 新幹線清掃チーム奇跡の職場 新幹線清掃チーム奇跡の職場 新幹線清掃チーム奇跡の職場 新幹線清掃チーム
の“働く誇り”の“働く誇り”の“働く誇り”の“働く誇り”

矢部 輝夫∥著矢部 輝夫∥著矢部 輝夫∥著矢部 輝夫∥著 686.07686.07686.07686.07

手早く作れておいしい!ふたりご手早く作れておいしい!ふたりご手早く作れておいしい!ふたりご手早く作れておいしい!ふたりご
はんはんはんはん

柳澤 英子∥著柳澤 英子∥著柳澤 英子∥著柳澤 英子∥著 596596596596 図説世界史を変えた50の鉄道図説世界史を変えた50の鉄道図説世界史を変えた50の鉄道図説世界史を変えた50の鉄道 ビル　ローズ∥著ビル　ローズ∥著ビル　ローズ∥著ビル　ローズ∥著 686.2686.2686.2686.2

毎日、こまめに、少しずつ。毎日、こまめに、少しずつ。毎日、こまめに、少しずつ。毎日、こまめに、少しずつ。
ワタナベ マキ∥ワタナベ マキ∥ワタナベ マキ∥ワタナベ マキ∥
著著著著

596596596596
日本を満喫できるリゾート列車完日本を満喫できるリゾート列車完日本を満喫できるリゾート列車完日本を満喫できるリゾート列車完
全ガイド全ガイド全ガイド全ガイド

686.21686.21686.21686.21

メイコの食卓メイコの食卓メイコの食卓メイコの食卓 中村 メイコ∥著中村 メイコ∥著中村 メイコ∥著中村 メイコ∥著 596.04596.04596.04596.04 芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ

アリスのオーガニックレシピアリスのオーガニックレシピアリスのオーガニックレシピアリスのオーガニックレシピ
アリス　ウォーアリス　ウォーアリス　ウォーアリス　ウォー
タース∥著タース∥著タース∥著タース∥著

596.23596.23596.23596.23 西洋美術史入門　実践編西洋美術史入門　実践編西洋美術史入門　実践編西洋美術史入門　実践編 池上 英洋∥著池上 英洋∥著池上 英洋∥著池上 英洋∥著 702.3702.3702.3702.3

ちゃ&グッズちゃ&グッズちゃ&グッズちゃ&グッズ

リラックマのあみぐるみwithサンエックスの人気キャラリラックマのあみぐるみwithサンエックスの人気キャラリラックマのあみぐるみwithサンエックスの人気キャラリラックマのあみぐるみwithサンエックスの人気キャラ

はぎれの手作りちっちゃな手作りはぎれの手作りちっちゃな手作りはぎれの手作りちっちゃな手作りはぎれの手作りちっちゃな手作り



世界遺産年報　No.19(2014)世界遺産年報　No.19(2014)世界遺産年報　No.19(2014)世界遺産年報　No.19(2014)
日本ユネスコ協日本ユネスコ協日本ユネスコ協日本ユネスコ協
会連盟∥編会連盟∥編会連盟∥編会連盟∥編

709709709709 783.7783.7783.7783.7

世界記憶遺産データ・ブック世界記憶遺産データ・ブック世界記憶遺産データ・ブック世界記憶遺産データ・ブック
2013～2014年版2013～2014年版2013～2014年版2013～2014年版

古田 陽久∥著古田 陽久∥著古田 陽久∥著古田 陽久∥著 709709709709 インドア・ボルダリング練習帖インドア・ボルダリング練習帖インドア・ボルダリング練習帖インドア・ボルダリング練習帖
ROCK&SNOW編ROCK&SNOW編ROCK&SNOW編ROCK&SNOW編
集部∥編集部∥編集部∥編集部∥編

786.16786.16786.16786.16

歴史文化を大災害から守る歴史文化を大災害から守る歴史文化を大災害から守る歴史文化を大災害から守る 奥村 弘∥編奥村 弘∥編奥村 弘∥編奥村 弘∥編 709.1709.1709.1709.1 茶道具の銘のはなし茶道具の銘のはなし茶道具の銘のはなし茶道具の銘のはなし 目片 宗弘∥著目片 宗弘∥著目片 宗弘∥著目片 宗弘∥著 791.5791.5791.5791.5

721.03721.03721.03721.03 言語言語言語言語

だまし絵×立体がすごい!3Dアーだまし絵×立体がすごい!3Dアーだまし絵×立体がすごい!3Dアーだまし絵×立体がすごい!3Dアー
トの描き方トの描き方トの描き方トの描き方

おまけたらふく舎おまけたらふく舎おまけたらふく舎おまけたらふく舎
∥著∥著∥著∥著

725.2725.2725.2725.2 あなたと話すと元気になるあなたと話すと元気になるあなたと話すと元気になるあなたと話すと元気になる 斎藤 茂太∥著斎藤 茂太∥著斎藤 茂太∥著斎藤 茂太∥著 809.2809.2809.2809.2

これじゃあ死ぬまでやめられなこれじゃあ死ぬまでやめられなこれじゃあ死ぬまでやめられなこれじゃあ死ぬまでやめられな
い!い!い!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
そうか!「会議」はこうすればよかっそうか!「会議」はこうすればよかっそうか!「会議」はこうすればよかっそうか!「会議」はこうすればよかっ
たんだたんだたんだたんだ

齊藤 正明∥著齊藤 正明∥著齊藤 正明∥著齊藤 正明∥著 809.6809.6809.6809.6

ぼくの絵本じゃあにぃぼくの絵本じゃあにぃぼくの絵本じゃあにぃぼくの絵本じゃあにぃ 荒井 良二∥著荒井 良二∥著荒井 良二∥著荒井 良二∥著 726.6726.6726.6726.6 歴史的仮名遣い歴史的仮名遣い歴史的仮名遣い歴史的仮名遣い 築島 裕∥著築島 裕∥著築島 裕∥著築島 裕∥著 811.56811.56811.56811.56

見知らぬ国のスケッチ見知らぬ国のスケッチ見知らぬ国のスケッチ見知らぬ国のスケッチ
ショーン　タン∥ショーン　タン∥ショーン　タン∥ショーン　タン∥
著著著著

726.6726.6726.6726.6 えいごのもとえいごのもとえいごのもとえいごのもと 関谷 英里子∥著関谷 英里子∥著関谷 英里子∥著関谷 英里子∥著 834834834834

知識ゼロからの書道あそび文字知識ゼロからの書道あそび文字知識ゼロからの書道あそび文字知識ゼロからの書道あそび文字
入門入門入門入門

武田 双雲∥著武田 双雲∥著武田 双雲∥著武田 双雲∥著 728728728728
日本人の9割が間違える意外な日本人の9割が間違える意外な日本人の9割が間違える意外な日本人の9割が間違える意外な
意味の英語表現意味の英語表現意味の英語表現意味の英語表現

宮崎 哲也∥著宮崎 哲也∥著宮崎 哲也∥著宮崎 哲也∥著 834834834834

世界でいちばん美しい城、荘厳世界でいちばん美しい城、荘厳世界でいちばん美しい城、荘厳世界でいちばん美しい城、荘厳
なる教会なる教会なる教会なる教会

MdN編集部∥編MdN編集部∥編MdN編集部∥編MdN編集部∥編 748748748748 文学文学文学文学

明治・大正のかわいい着物モスリ明治・大正のかわいい着物モスリ明治・大正のかわいい着物モスリ明治・大正のかわいい着物モスリ
ンンンン

似内 惠子∥著似内 惠子∥著似内 惠子∥著似内 惠子∥著 753753753753 創作の極意と掟創作の極意と掟創作の極意と掟創作の極意と掟 筒井 康隆∥著筒井 康隆∥著筒井 康隆∥著筒井 康隆∥著 901.31901.31901.31901.31

柿渋染めの和紙あそび柿渋染めの和紙あそび柿渋染めの和紙あそび柿渋染めの和紙あそび 寺田 昌道∥著寺田 昌道∥著寺田 昌道∥著寺田 昌道∥著 753.8753.8753.8753.8 文豪の風景文豪の風景文豪の風景文豪の風景 高橋 敏夫∥監修高橋 敏夫∥監修高橋 敏夫∥監修高橋 敏夫∥監修 910.26910.26910.26910.26

かわいいフォトデコ切り紙かわいいフォトデコ切り紙かわいいフォトデコ切り紙かわいいフォトデコ切り紙 大原 まゆみ∥著大原 まゆみ∥著大原 まゆみ∥著大原 まゆみ∥著 754.9754.9754.9754.9 直木賞物語直木賞物語直木賞物語直木賞物語 川口 則弘∥著川口 則弘∥著川口 則弘∥著川口 則弘∥著 910.26910.26910.26910.26

大人の素敵なグリーティングカー大人の素敵なグリーティングカー大人の素敵なグリーティングカー大人の素敵なグリーティングカー
ドドドド

くまだ まり∥著くまだ まり∥著くまだ まり∥著くまだ まり∥著 754.9754.9754.9754.9 作家の履歴書作家の履歴書作家の履歴書作家の履歴書 阿川 佐和子∥著阿川 佐和子∥著阿川 佐和子∥著阿川 佐和子∥著 910.26910.26910.26910.26

クラシックに捧ぐクラシックに捧ぐクラシックに捧ぐクラシックに捧ぐ 横溝 亮一∥著横溝 亮一∥著横溝 亮一∥著横溝 亮一∥著 762.8762.8762.8762.8
夏目漱石の手紙に学ぶ伝える工夏目漱石の手紙に学ぶ伝える工夏目漱石の手紙に学ぶ伝える工夏目漱石の手紙に学ぶ伝える工
夫夫夫夫

中川 越∥著中川 越∥著中川 越∥著中川 越∥著 910.27910.27910.27910.27

祝悲願達成!東北楽天日本一祝悲願達成!東北楽天日本一祝悲願達成!東北楽天日本一祝悲願達成!東北楽天日本一

江戸絵画を知りたい。江戸絵画を知りたい。江戸絵画を知りたい。江戸絵画を知りたい。

夫夫夫夫
必ず役立つ吹奏楽ハンドブック必ず役立つ吹奏楽ハンドブック必ず役立つ吹奏楽ハンドブック必ず役立つ吹奏楽ハンドブック
ジャズ&ポップス編ジャズ&ポップス編ジャズ&ポップス編ジャズ&ポップス編

丸谷 明夫∥監修丸谷 明夫∥監修丸谷 明夫∥監修丸谷 明夫∥監修 764.6764.6764.6764.6 万葉歌みじかものがたり　8万葉歌みじかものがたり　8万葉歌みじかものがたり　8万葉歌みじかものがたり　8 中村 博∥著中村 博∥著中村 博∥著中村 博∥著 911.12911.12911.12911.12

そのままの今を好きになる 14歳、そのままの今を好きになる 14歳、そのままの今を好きになる 14歳、そのままの今を好きになる 14歳、
全盲、奇跡の歌姫全盲、奇跡の歌姫全盲、奇跡の歌姫全盲、奇跡の歌姫

上田 若渚∥著上田 若渚∥著上田 若渚∥著上田 若渚∥著 767.8767.8767.8767.8 また巡り来る花の季節はまた巡り来る花の季節はまた巡り来る花の季節はまた巡り来る花の季節は 佐藤 通雅∥選佐藤 通雅∥選佐藤 通雅∥選佐藤 通雅∥選 911.17911.17911.17911.17

わたしの上海バンスキングわたしの上海バンスキングわたしの上海バンスキングわたしの上海バンスキング 明緒∥写真　文明緒∥写真　文明緒∥写真　文明緒∥写真　文 775.1775.1775.1775.1 日本の歳時記　春日本の歳時記　春日本の歳時記　春日本の歳時記　春
宇多 喜代子∥編宇多 喜代子∥編宇多 喜代子∥編宇多 喜代子∥編
集委員集委員集委員集委員

911.31911.31911.31911.31

小林信彦萩本欽一ふたりの笑タ小林信彦萩本欽一ふたりの笑タ小林信彦萩本欽一ふたりの笑タ小林信彦萩本欽一ふたりの笑タ
イムイムイムイム

小林 信彦∥著小林 信彦∥著小林 信彦∥著小林 信彦∥著 775.2775.2775.2775.2 図説アラビアンナイト図説アラビアンナイト図説アラビアンナイト図説アラビアンナイト 西尾 哲夫∥著西尾 哲夫∥著西尾 哲夫∥著西尾 哲夫∥著 929.76929.76929.76929.76

日本映画美男俳優　戦前篇日本映画美男俳優　戦前篇日本映画美男俳優　戦前篇日本映画美男俳優　戦前篇 石割 平∥著石割 平∥著石割 平∥著石割 平∥著 778.21778.21778.21778.21 チャールズ・ディケンズ伝チャールズ・ディケンズ伝チャールズ・ディケンズ伝チャールズ・ディケンズ伝
クレア　トマリン∥クレア　トマリン∥クレア　トマリン∥クレア　トマリン∥
著著著著

930.27930.27930.27930.27

角川映画角川映画角川映画角川映画 中川 右介∥著中川 右介∥著中川 右介∥著中川 右介∥著 778.21778.21778.21778.21 女友だちの賞味期限女友だちの賞味期限女友だちの賞味期限女友だちの賞味期限
ジェニー　オフィジェニー　オフィジェニー　オフィジェニー　オフィ
ル∥編著ル∥編著ル∥編著ル∥編著

934.78934.78934.78934.78

千原Bros.千原Bros.千原Bros.千原Bros. 千原兄弟∥著千原兄弟∥著千原兄弟∥著千原兄弟∥著 779.14779.14779.14779.14 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

解縛解縛解縛解縛 小島 慶子∥著小島 慶子∥著小島 慶子∥著小島 慶子∥著 779.9779.9779.9779.9 「死」を前に書く、ということ「死」を前に書く、ということ「死」を前に書く、ということ「死」を前に書く、ということ 秋山 駿∥著秋山 駿∥著秋山 駿∥著秋山 駿∥著 914.6914.6914.6914.6

家庭でできる!勝つためのスポー家庭でできる!勝つためのスポー家庭でできる!勝つためのスポー家庭でできる!勝つためのスポー
ツ『食』ツ『食』ツ『食』ツ『食』

河村 美樹∥著河村 美樹∥著河村 美樹∥著河村 美樹∥著 780.19780.19780.19780.19 パリわずらい江戸わずらいパリわずらい江戸わずらいパリわずらい江戸わずらいパリわずらい江戸わずらい 浅田 次郎∥著浅田 次郎∥著浅田 次郎∥著浅田 次郎∥著 914.6914.6914.6914.6

白球は震災を超えて白球は震災を超えて白球は震災を超えて白球は震災を超えて 市田 実∥著市田 実∥著市田 実∥著市田 実∥著 783.7783.7783.7783.7 プーと私プーと私プーと私プーと私 石井 桃子∥著石井 桃子∥著石井 桃子∥著石井 桃子∥著 914.6914.6914.6914.6

天才・イチローなお挑み続ける天才・イチローなお挑み続ける天才・イチローなお挑み続ける天才・イチローなお挑み続ける
「言葉」「言葉」「言葉」「言葉」

児玉 光雄∥著児玉 光雄∥著児玉 光雄∥著児玉 光雄∥著 783.7783.7783.7783.7 大人の流儀　4 許す力大人の流儀　4 許す力大人の流儀　4 許す力大人の流儀　4 許す力 伊集院 静∥著伊集院 静∥著伊集院 静∥著伊集院 静∥著 914.6914.6914.6914.6

楽天はなぜ強くなれたのか楽天はなぜ強くなれたのか楽天はなぜ強くなれたのか楽天はなぜ強くなれたのか 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 生きるヒント　2生きるヒント　2生きるヒント　2生きるヒント　2 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

母たちのプロ野球母たちのプロ野球母たちのプロ野球母たちのプロ野球 前田 恵∥著前田 恵∥著前田 恵∥著前田 恵∥著 783.7783.7783.7783.7 人生のお福分け人生のお福分け人生のお福分け人生のお福分け 清川 妙∥著清川 妙∥著清川 妙∥著清川 妙∥著 914.6914.6914.6914.6



完本戒老録完本戒老録完本戒老録完本戒老録 曽野 綾子∥著曽野 綾子∥著曽野 綾子∥著曽野 綾子∥著 914.6914.6914.6914.6 くもりときどき晴レルくもりときどき晴レルくもりときどき晴レルくもりときどき晴レル 岩瀬 成子∥作岩瀬 成子∥作岩瀬 成子∥作岩瀬 成子∥作 NNNN

自分の財産自分の財産自分の財産自分の財産 曽野 綾子∥著曽野 綾子∥著曽野 綾子∥著曽野 綾子∥著 914.6914.6914.6914.6 峠道峠道峠道峠道 上田 秀人∥著上田 秀人∥著上田 秀人∥著上田 秀人∥著 NNNN

死からの生還死からの生還死からの生還死からの生還 中村 うさぎ∥著中村 うさぎ∥著中村 うさぎ∥著中村 うさぎ∥著 914.6914.6914.6914.6 日本橋本石町やさぐれ長屋日本橋本石町やさぐれ長屋日本橋本石町やさぐれ長屋日本橋本石町やさぐれ長屋 宇江佐 真理∥著宇江佐 真理∥著宇江佐 真理∥著宇江佐 真理∥著 NNNN

天皇と日本国憲法天皇と日本国憲法天皇と日本国憲法天皇と日本国憲法 なかにし 礼∥著なかにし 礼∥著なかにし 礼∥著なかにし 礼∥著 914.6914.6914.6914.6 夢十夜夢十夜夢十夜夢十夜 宇能 鴻一郎∥著宇能 鴻一郎∥著宇能 鴻一郎∥著宇能 鴻一郎∥著 NNNN

決意とリボン決意とリボン決意とリボン決意とリボン 林 真理子∥著林 真理子∥著林 真理子∥著林 真理子∥著 914.6914.6914.6914.6 龍の行方龍の行方龍の行方龍の行方 遠藤 武文∥著遠藤 武文∥著遠藤 武文∥著遠藤 武文∥著 NNNN

ヘンリー・ミラーの八人目の妻ヘンリー・ミラーの八人目の妻ヘンリー・ミラーの八人目の妻ヘンリー・ミラーの八人目の妻 ホキ徳田∥著ホキ徳田∥著ホキ徳田∥著ホキ徳田∥著 914.6914.6914.6914.6 注文の多い注文書注文の多い注文書注文の多い注文書注文の多い注文書 小川 洋子∥著小川 洋子∥著小川 洋子∥著小川 洋子∥著 NNNN

欲と収納欲と収納欲と収納欲と収納 群 ようこ∥著群 ようこ∥著群 ようこ∥著群 ようこ∥著 914.6914.6914.6914.6 ディオニュソスの蛹ディオニュソスの蛹ディオニュソスの蛹ディオニュソスの蛹 小島 てるみ∥著小島 てるみ∥著小島 てるみ∥著小島 てるみ∥著 NNNN

終わらない原発事故と「日本病」終わらない原発事故と「日本病」終わらない原発事故と「日本病」終わらない原発事故と「日本病」 柳田 邦男∥著柳田 邦男∥著柳田 邦男∥著柳田 邦男∥著 914.6914.6914.6914.6 カレイドスコープの箱庭カレイドスコープの箱庭カレイドスコープの箱庭カレイドスコープの箱庭 海堂 尊∥著海堂 尊∥著海堂 尊∥著海堂 尊∥著 NNNN

ぷくぷく、お肉ぷくぷく、お肉ぷくぷく、お肉ぷくぷく、お肉
赤瀬川 原平∥ほ赤瀬川 原平∥ほ赤瀬川 原平∥ほ赤瀬川 原平∥ほ
か著か著か著か著

914.68914.68914.68914.68 詐騎士　7詐騎士　7詐騎士　7詐騎士　7 かいとーこ∥著かいとーこ∥著かいとーこ∥著かいとーこ∥著 NNNN

京都ごはん日記京都ごはん日記京都ごはん日記京都ごはん日記
いしい しんじ∥いしい しんじ∥いしい しんじ∥いしい しんじ∥
著著著著

915.6915.6915.6915.6
様子を見ましょう、死が訪れるま様子を見ましょう、死が訪れるま様子を見ましょう、死が訪れるま様子を見ましょう、死が訪れるま
でででで

春日 武彦∥著春日 武彦∥著春日 武彦∥著春日 武彦∥著 NNNN

イギリスからの手紙イギリスからの手紙イギリスからの手紙イギリスからの手紙 林 望∥著林 望∥著林 望∥著林 望∥著 915.6915.6915.6915.6 我慢ならない女我慢ならない女我慢ならない女我慢ならない女 桂 望実∥著桂 望実∥著桂 望実∥著桂 望実∥著 NNNN

おかあさんへおかあさんへおかあさんへおかあさんへ 宮城 まり子∥著宮城 まり子∥著宮城 まり子∥著宮城 まり子∥著 915.6915.6915.6915.6 出発の周辺出発の周辺出発の周辺出発の周辺 勝木 康介∥著勝木 康介∥著勝木 康介∥著勝木 康介∥著 NNNN

おさわがせシェイマスがくれた勇おさわがせシェイマスがくれた勇おさわがせシェイマスがくれた勇おさわがせシェイマスがくれた勇
気気気気

テレサ　J.ラインテレサ　J.ラインテレサ　J.ラインテレサ　J.ライン
∥著∥著∥著∥著

936936936936 水軍遙かなり水軍遙かなり水軍遙かなり水軍遙かなり 加藤 廣∥著加藤 廣∥著加藤 廣∥著加藤 廣∥著 NNNN

小説（日本）小説（日本）小説（日本）小説（日本） 桃ノ木坂互助会桃ノ木坂互助会桃ノ木坂互助会桃ノ木坂互助会 川瀬 七緒∥著川瀬 七緒∥著川瀬 七緒∥著川瀬 七緒∥著 NNNN

雨の降る日は学校に行かない雨の降る日は学校に行かない雨の降る日は学校に行かない雨の降る日は学校に行かない 相沢 沙呼∥著相沢 沙呼∥著相沢 沙呼∥著相沢 沙呼∥著 NNNN ぼくの守る星ぼくの守る星ぼくの守る星ぼくの守る星 神田 茜∥著神田 茜∥著神田 茜∥著神田 茜∥著 NNNN

スペードの3スペードの3スペードの3スペードの3 朝井 リョウ∥著朝井 リョウ∥著朝井 リョウ∥著朝井 リョウ∥著 NNNN 海よ、やすらかに海よ、やすらかに海よ、やすらかに海よ、やすらかに 喜多嶋 隆∥著喜多嶋 隆∥著喜多嶋 隆∥著喜多嶋 隆∥著 NNNN

冬天の昴冬天の昴冬天の昴冬天の昴
あさの あつこ∥あさの あつこ∥あさの あつこ∥あさの あつこ∥
著著著著

NNNN 岳飛伝　8岳飛伝　8岳飛伝　8岳飛伝　8 北方 謙三∥著北方 謙三∥著北方 謙三∥著北方 謙三∥著 NNNN

スコールの夜スコールの夜スコールの夜スコールの夜 芦崎 笙∥著芦崎 笙∥著芦崎 笙∥著芦崎 笙∥著 NNNN 嗤う名医嗤う名医嗤う名医嗤う名医 久坂部 羊∥著久坂部 羊∥著久坂部 羊∥著久坂部 羊∥著 NNNN

京都・大和路殺人事件京都・大和路殺人事件京都・大和路殺人事件京都・大和路殺人事件 梓 林太郎∥著梓 林太郎∥著梓 林太郎∥著梓 林太郎∥著 NNNN よるのふくらみよるのふくらみよるのふくらみよるのふくらみ 窪 美澄∥著窪 美澄∥著窪 美澄∥著窪 美澄∥著 NNNN

思えば豆腐へ来たもんだ思えば豆腐へ来たもんだ思えば豆腐へ来たもんだ思えば豆腐へ来たもんだ
姉ケ崎 いずみ∥姉ケ崎 いずみ∥姉ケ崎 いずみ∥姉ケ崎 いずみ∥
著著著著

NNNN 悲しみのマリア　上下悲しみのマリア　上下悲しみのマリア　上下悲しみのマリア　上下 熊谷 敬太郎∥著熊谷 敬太郎∥著熊谷 敬太郎∥著熊谷 敬太郎∥著 NNNN

黎明の笛黎明の笛黎明の笛黎明の笛 数多 久遠∥著数多 久遠∥著数多 久遠∥著数多 久遠∥著 NNNN 微睡みの海微睡みの海微睡みの海微睡みの海 熊谷 達也∥著熊谷 達也∥著熊谷 達也∥著熊谷 達也∥著 NNNN

路地裏のヒミコ路地裏のヒミコ路地裏のヒミコ路地裏のヒミコ 飴村 行∥著飴村 行∥著飴村 行∥著飴村 行∥著 NNNN 失物屋マヨヒガ失物屋マヨヒガ失物屋マヨヒガ失物屋マヨヒガ 黒 史郎∥著黒 史郎∥著黒 史郎∥著黒 史郎∥著 NNNN

神様のケーキを神様のケーキを神様のケーキを神様のケーキを頰頰頰頰ばるまでばるまでばるまでばるまで 彩瀬 まる∥著彩瀬 まる∥著彩瀬 まる∥著彩瀬 まる∥著 NNNN
闇にあかく点るのは、鬼の灯(あ闇にあかく点るのは、鬼の灯(あ闇にあかく点るのは、鬼の灯(あ闇にあかく点るのは、鬼の灯(あ
かり)か君の瞳。かり)か君の瞳。かり)か君の瞳。かり)か君の瞳。

ごとう しのぶ∥著ごとう しのぶ∥著ごとう しのぶ∥著ごとう しのぶ∥著 NNNN

おい!山田おい!山田おい!山田おい!山田 安藤 祐介∥著安藤 祐介∥著安藤 祐介∥著安藤 祐介∥著 NNNN 連写連写連写連写 今野 敏∥著今野 敏∥著今野 敏∥著今野 敏∥著 NNNN

エウレカの確率エウレカの確率エウレカの確率エウレカの確率 石川 智健∥著石川 智健∥著石川 智健∥著石川 智健∥著 NNNN 吉祥寺の百日恋吉祥寺の百日恋吉祥寺の百日恋吉祥寺の百日恋 坂本 葵∥著坂本 葵∥著坂本 葵∥著坂本 葵∥著 NNNN

二歩前を歩く二歩前を歩く二歩前を歩く二歩前を歩く 石持 浅海∥著石持 浅海∥著石持 浅海∥著石持 浅海∥著 NNNN 僕と先生僕と先生僕と先生僕と先生 坂木 司∥著坂木 司∥著坂木 司∥著坂木 司∥著 NNNN

she & seashe & seashe & seashe & sea 糸森 環∥著糸森 環∥著糸森 環∥著糸森 環∥著 NNNN 頼みある仲の酒宴かな頼みある仲の酒宴かな頼みある仲の酒宴かな頼みある仲の酒宴かな 佐藤 雅美∥著佐藤 雅美∥著佐藤 雅美∥著佐藤 雅美∥著 NNNN

願いながら、祈りながら願いながら、祈りながら願いながら、祈りながら願いながら、祈りながら 乾 ルカ∥著乾 ルカ∥著乾 ルカ∥著乾 ルカ∥著 NNNN 関越えの夜関越えの夜関越えの夜関越えの夜 澤田 瞳子∥著澤田 瞳子∥著澤田 瞳子∥著澤田 瞳子∥著 NNNN



仮面同窓会仮面同窓会仮面同窓会仮面同窓会 雫井 脩介∥著雫井 脩介∥著雫井 脩介∥著雫井 脩介∥著 NNNN
十津川警部日本縦断長篇ベスト十津川警部日本縦断長篇ベスト十津川警部日本縦断長篇ベスト十津川警部日本縦断長篇ベスト
選集　33 殺しのバンカーショット選集　33 殺しのバンカーショット選集　33 殺しのバンカーショット選集　33 殺しのバンカーショット

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

屍の園屍の園屍の園屍の園 篠田 真由美∥著篠田 真由美∥著篠田 真由美∥著篠田 真由美∥著 NNNN
十津川警部日本縦断長篇ベスト十津川警部日本縦断長篇ベスト十津川警部日本縦断長篇ベスト十津川警部日本縦断長篇ベスト
選集　34 別府・国東殺意の旅選集　34 別府・国東殺意の旅選集　34 別府・国東殺意の旅選集　34 別府・国東殺意の旅

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

長女たち長女たち長女たち長女たち 篠田 節子∥著篠田 節子∥著篠田 節子∥著篠田 節子∥著 NNNN 十津川警部鳴子こけし殺人事件十津川警部鳴子こけし殺人事件十津川警部鳴子こけし殺人事件十津川警部鳴子こけし殺人事件 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

代理処罰代理処罰代理処罰代理処罰 嶋中 潤∥著嶋中 潤∥著嶋中 潤∥著嶋中 潤∥著 NNNN 探偵が腕貫を外すとき探偵が腕貫を外すとき探偵が腕貫を外すとき探偵が腕貫を外すとき 西澤 保彦∥著西澤 保彦∥著西澤 保彦∥著西澤 保彦∥著 NNNN

スタンダップダブル!　2スタンダップダブル!　2スタンダップダブル!　2スタンダップダブル!　2 小路 幸也∥著小路 幸也∥著小路 幸也∥著小路 幸也∥著 NNNN 葉書の中の白い街葉書の中の白い街葉書の中の白い街葉書の中の白い街 西本 秋∥著西本 秋∥著西本 秋∥著西本 秋∥著 NNNN

七日じゃ映画は撮れません七日じゃ映画は撮れません七日じゃ映画は撮れません七日じゃ映画は撮れません 真藤 順丈∥著真藤 順丈∥著真藤 順丈∥著真藤 順丈∥著 NNNN 迫りくる自分迫りくる自分迫りくる自分迫りくる自分 似鳥 鶏∥著似鳥 鶏∥著似鳥 鶏∥著似鳥 鶏∥著 NNNN

天山の巫女ソニン　4天山の巫女ソニン　4天山の巫女ソニン　4天山の巫女ソニン　4 菅野 雪虫∥著菅野 雪虫∥著菅野 雪虫∥著菅野 雪虫∥著 NNNN 少女キネマ少女キネマ少女キネマ少女キネマ 一 肇∥著一 肇∥著一 肇∥著一 肇∥著 NNNN

ジョバンニの島ジョバンニの島ジョバンニの島ジョバンニの島 杉田 成道∥著杉田 成道∥著杉田 成道∥著杉田 成道∥著 NNNN スリーパースリーパースリーパースリーパー 楡 周平∥著楡 周平∥著楡 周平∥著楡 周平∥著 NNNN

盗まれた遺書盗まれた遺書盗まれた遺書盗まれた遺書 仙田 学∥著仙田 学∥著仙田 学∥著仙田 学∥著 NNNN 極悪極悪極悪極悪 萩 耿介∥著萩 耿介∥著萩 耿介∥著萩 耿介∥著 NNNN

オバさんになっても抱きしめたいオバさんになっても抱きしめたいオバさんになっても抱きしめたいオバさんになっても抱きしめたい 平 安寿子∥著平 安寿子∥著平 安寿子∥著平 安寿子∥著 NNNN 深海のアトム深海のアトム深海のアトム深海のアトム 服部 真澄∥著服部 真澄∥著服部 真澄∥著服部 真澄∥著 NNNN

獄の棘獄の棘獄の棘獄の棘 大門 剛明∥著大門 剛明∥著大門 剛明∥著大門 剛明∥著 NNNN 常世の勇者常世の勇者常世の勇者常世の勇者 早見 俊∥著早見 俊∥著早見 俊∥著早見 俊∥著 NNNN

首都崩壊首都崩壊首都崩壊首都崩壊 高嶋 哲夫∥著高嶋 哲夫∥著高嶋 哲夫∥著高嶋 哲夫∥著 NNNN スープの国のお姫様スープの国のお姫様スープの国のお姫様スープの国のお姫様 樋口 直哉∥著樋口 直哉∥著樋口 直哉∥著樋口 直哉∥著 NNNN

上流階級上流階級上流階級上流階級 高殿 円∥著高殿 円∥著高殿 円∥著高殿 円∥著 NNNN 革命前後　上下革命前後　上下革命前後　上下革命前後　上下 火野 葦平∥著火野 葦平∥著火野 葦平∥著火野 葦平∥著 NNNN

神の時空(とき)神の時空(とき)神の時空(とき)神の時空(とき) 高田 崇史∥著高田 崇史∥著高田 崇史∥著高田 崇史∥著 NNNN ここを過ぎて悦楽の都ここを過ぎて悦楽の都ここを過ぎて悦楽の都ここを過ぎて悦楽の都 平山 瑞穂∥著平山 瑞穂∥著平山 瑞穂∥著平山 瑞穂∥著 NNNN

蜃気楼の王国蜃気楼の王国蜃気楼の王国蜃気楼の王国 高井 忍∥著高井 忍∥著高井 忍∥著高井 忍∥著 NNNN
紅花染め秘帳 はやぶさ新八御紅花染め秘帳 はやぶさ新八御紅花染め秘帳 はやぶさ新八御紅花染め秘帳 はやぶさ新八御
用旅6用旅6用旅6用旅6

平岩 弓枝∥著平岩 弓枝∥著平岩 弓枝∥著平岩 弓枝∥著 NNNN
用旅6用旅6用旅6用旅6

かごめかごめかごめかごめかごめかごめかごめかごめ 滝沢 秀一∥著滝沢 秀一∥著滝沢 秀一∥著滝沢 秀一∥著 NNNN オービタル・クラウドオービタル・クラウドオービタル・クラウドオービタル・クラウド 藤井 太洋∥著藤井 太洋∥著藤井 太洋∥著藤井 太洋∥著 NNNN

坐禅ガール坐禅ガール坐禅ガール坐禅ガール
田口 ランディ∥田口 ランディ∥田口 ランディ∥田口 ランディ∥
著著著著

NNNN ローウェル骨董店の事件簿　2ローウェル骨董店の事件簿　2ローウェル骨董店の事件簿　2ローウェル骨董店の事件簿　2 椹野 道流∥著椹野 道流∥著椹野 道流∥著椹野 道流∥著 NNNN

カノンカノンカノンカノン 中原 清一郎∥著中原 清一郎∥著中原 清一郎∥著中原 清一郎∥著 NNNN NNNN

ローラの炎ローラの炎ローラの炎ローラの炎 長野 慶太∥著長野 慶太∥著長野 慶太∥著長野 慶太∥著 NNNN 酷酷酷酷 前川 裕∥著前川 裕∥著前川 裕∥著前川 裕∥著 NNNN

愛の国愛の国愛の国愛の国 中山 可穂∥著中山 可穂∥著中山 可穂∥著中山 可穂∥著 NNNN かみつきかみつきかみつきかみつき 松久 淳∥著松久 淳∥著松久 淳∥著松久 淳∥著 NNNN

団地で暮らそう!団地で暮らそう!団地で暮らそう!団地で暮らそう! 長野 まゆみ∥著長野 まゆみ∥著長野 まゆみ∥著長野 まゆみ∥著 NNNN みツわのみツわのみツわのみツわの 松本 逸暉∥著松本 逸暉∥著松本 逸暉∥著松本 逸暉∥著 NNNN

波形の声波形の声波形の声波形の声 長岡 弘樹∥著長岡 弘樹∥著長岡 弘樹∥著長岡 弘樹∥著 NNNN 川の光　2川の光　2川の光　2川の光　2 松浦 寿輝∥著松浦 寿輝∥著松浦 寿輝∥著松浦 寿輝∥著 NNNN

子規と漱石のプレイボール子規と漱石のプレイボール子規と漱石のプレイボール子規と漱石のプレイボール 長尾 誠夫∥著長尾 誠夫∥著長尾 誠夫∥著長尾 誠夫∥著 NNNN そして、星の輝く夜がくるそして、星の輝く夜がくるそして、星の輝く夜がくるそして、星の輝く夜がくる 真山 仁∥著真山 仁∥著真山 仁∥著真山 仁∥著 NNNN

謀略航路謀略航路謀略航路謀略航路 鳴海 章∥著鳴海 章∥著鳴海 章∥著鳴海 章∥著 NNNN 俳魁俳魁俳魁俳魁 三田 完∥著三田 完∥著三田 完∥著三田 完∥著 NNNN

まほろばの王たちまほろばの王たちまほろばの王たちまほろばの王たち 仁木 英之∥著仁木 英之∥著仁木 英之∥著仁木 英之∥著 NNNN すべてわたしがやりましたすべてわたしがやりましたすべてわたしがやりましたすべてわたしがやりました 南 綾子∥著南 綾子∥著南 綾子∥著南 綾子∥著 NNNN

そして僕等の初恋に会いにゆくそして僕等の初恋に会いにゆくそして僕等の初恋に会いにゆくそして僕等の初恋に会いにゆく 西田 俊也∥著西田 俊也∥著西田 俊也∥著西田 俊也∥著 NNNN 豆の上で眠る豆の上で眠る豆の上で眠る豆の上で眠る 湊 かなえ∥著湊 かなえ∥著湊 かなえ∥著湊 かなえ∥著 NNNN

十津川警部三陸鉄道北の愛傷十津川警部三陸鉄道北の愛傷十津川警部三陸鉄道北の愛傷十津川警部三陸鉄道北の愛傷
歌歌歌歌

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 校閲ガール校閲ガール校閲ガール校閲ガール 宮木 あや子∥著宮木 あや子∥著宮木 あや子∥著宮木 あや子∥著 NNNN

十津川警部捜査行　17 北国の十津川警部捜査行　17 北国の十津川警部捜査行　17 北国の十津川警部捜査行　17 北国の
愛、北国の死愛、北国の死愛、北国の死愛、北国の死

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
ごちそうさん(NHK連続テレビ小ごちそうさん(NHK連続テレビ小ごちそうさん(NHK連続テレビ小ごちそうさん(NHK連続テレビ小
説)　下説)　下説)　下説)　下

森下 佳子∥作森下 佳子∥作森下 佳子∥作森下 佳子∥作 NNNN

宝石ザミステリー　2宝石ザミステリー　2宝石ザミステリー　2宝石ザミステリー　2



ひとごとひとごとひとごとひとごと 森 浩美∥著森 浩美∥著森 浩美∥著森 浩美∥著 NNNN 養鶏場の殺人/火口箱養鶏場の殺人/火口箱養鶏場の殺人/火口箱養鶏場の殺人/火口箱
ミネット  ウォルミネット  ウォルミネット  ウォルミネット  ウォル
ターズ∥著ターズ∥著ターズ∥著ターズ∥著

BFBFBFBF

祈りの証明祈りの証明祈りの証明祈りの証明 森村 誠一∥著森村 誠一∥著森村 誠一∥著森村 誠一∥著 NNNN 陪審員に死を陪審員に死を陪審員に死を陪審員に死を
キャロル  オコンキャロル  オコンキャロル  オコンキャロル  オコン
ネル∥著ネル∥著ネル∥著ネル∥著

BFBFBFBF

ハンザキハンザキハンザキハンザキ 両角 長彦∥著両角 長彦∥著両角 長彦∥著両角 長彦∥著 NNNN 道を視る少年　上下道を視る少年　上下道を視る少年　上下道を視る少年　上下
オースン  スコットオースン  スコットオースン  スコットオースン  スコット
カード∥著カード∥著カード∥著カード∥著

BFBFBFBF

消えてなくなっても消えてなくなっても消えてなくなっても消えてなくなっても 椰月 美智子∥著椰月 美智子∥著椰月 美智子∥著椰月 美智子∥著 NNNN 機械探偵クリク・ロボット機械探偵クリク・ロボット機械探偵クリク・ロボット機械探偵クリク・ロボット カミ∥著カミ∥著カミ∥著カミ∥著 BFBFBFBF

腐海の花腐海の花腐海の花腐海の花 柳原 慧∥著柳原 慧∥著柳原 慧∥著柳原 慧∥著 NNNN 書物愛　海外篇書物愛　海外篇書物愛　海外篇書物愛　海外篇 紀田 順一郎∥編紀田 順一郎∥編紀田 順一郎∥編紀田 順一郎∥編 BFBFBFBF

退魔士退魔士退魔士退魔士 矢野 隆∥著矢野 隆∥著矢野 隆∥著矢野 隆∥著 NNNN パインズ 美しい地獄パインズ 美しい地獄パインズ 美しい地獄パインズ 美しい地獄
ブレイク  クラウチブレイク  クラウチブレイク  クラウチブレイク  クラウチ
∥著∥著∥著∥著

BFBFBFBF

あなたへの歌あなたへの歌あなたへの歌あなたへの歌 楊 逸∥著楊 逸∥著楊 逸∥著楊 逸∥著 NNNN 宇宙のランデヴー宇宙のランデヴー宇宙のランデヴー宇宙のランデヴー
アーサー  C.クアーサー  C.クアーサー  C.クアーサー  C.ク
ラーク∥著ラーク∥著ラーク∥著ラーク∥著

BFBFBFBF

JR上野駅公園口JR上野駅公園口JR上野駅公園口JR上野駅公園口 柳 美里∥著柳 美里∥著柳 美里∥著柳 美里∥著 NNNN 逆さの骨逆さの骨逆さの骨逆さの骨 ジム  ケリー∥著ジム  ケリー∥著ジム  ケリー∥著ジム  ケリー∥著 BFBFBFBF

大江戸恐龍伝　第5巻大江戸恐龍伝　第5巻大江戸恐龍伝　第5巻大江戸恐龍伝　第5巻 夢枕 獏∥著夢枕 獏∥著夢枕 獏∥著夢枕 獏∥著 NNNN フラニーとズーイフラニーとズーイフラニーとズーイフラニーとズーイ サリンジャー∥著サリンジャー∥著サリンジャー∥著サリンジャー∥著 BFBFBFBF

新選組出陣新選組出陣新選組出陣新選組出陣 天堂 晋助∥著天堂 晋助∥著天堂 晋助∥著天堂 晋助∥著 NNNN 胸の火は消えず胸の火は消えず胸の火は消えず胸の火は消えず
メイ  シンクレア∥メイ  シンクレア∥メイ  シンクレア∥メイ  シンクレア∥
著著著著

BFBFBFBF

小さな異邦人小さな異邦人小さな異邦人小さな異邦人 連城 三紀彦∥著連城 三紀彦∥著連城 三紀彦∥著連城 三紀彦∥著 NNNN
魔法使いにキスを (株)魔法製作魔法使いにキスを (株)魔法製作魔法使いにキスを (株)魔法製作魔法使いにキスを (株)魔法製作
所2nd season所2nd season所2nd season所2nd season

シャンナ  スウェシャンナ  スウェシャンナ  スウェシャンナ  スウェ
ンドソン∥著ンドソン∥著ンドソン∥著ンドソン∥著

BFBFBFBF

暗い越流暗い越流暗い越流暗い越流 若竹 七海∥著若竹 七海∥著若竹 七海∥著若竹 七海∥著 NNNN 煌めく氷のなかで煌めく氷のなかで煌めく氷のなかで煌めく氷のなかで
ヴィヴェカ  ステンヴィヴェカ  ステンヴィヴェカ  ステンヴィヴェカ  ステン
∥著∥著∥著∥著

BFBFBFBF

小説（外国）小説（外国）小説（外国）小説（外国） シャイニング・ガールシャイニング・ガールシャイニング・ガールシャイニング・ガール
ローレン  ビューローレン  ビューローレン  ビューローレン  ビュー
クス∥著クス∥著クス∥著クス∥著

BFBFBFBF

遁走状態遁走状態遁走状態遁走状態
ブライアン  エヴブライアン  エヴブライアン  エヴブライアン  エヴ
ンソン∥著ンソン∥著ンソン∥著ンソン∥著

FFFF アサシンの王女　上下アサシンの王女　上下アサシンの王女　上下アサシンの王女　上下
サラ  J.マース∥サラ  J.マース∥サラ  J.マース∥サラ  J.マース∥
著著著著

BFBFBFBF

帝国のベッドルーム帝国のベッドルーム帝国のベッドルーム帝国のベッドルーム
ブレット  イーストブレット  イーストブレット  イーストブレット  イースト
ン  エリス∥著ン  エリス∥著ン  エリス∥著ン  エリス∥著

FFFF 夜の狩人の絆 イヴ&ローク32夜の狩人の絆 イヴ&ローク32夜の狩人の絆 イヴ&ローク32夜の狩人の絆 イヴ&ローク32 J.D.ロブ∥著J.D.ロブ∥著J.D.ロブ∥著J.D.ロブ∥著 BFBFBFBF
ン  エリス∥著ン  エリス∥著ン  エリス∥著ン  エリス∥著

写字室の旅写字室の旅写字室の旅写字室の旅
ポール  オースポール  オースポール  オースポール  オース
ター∥著ター∥著ター∥著ター∥著

FFFF とある飛空士への誓約　3・4とある飛空士への誓約　3・4とある飛空士への誓約　3・4とある飛空士への誓約　3・4 犬村 小六∥著犬村 小六∥著犬村 小六∥著犬村 小六∥著 BNBNBNBN

あるときの物語　上下あるときの物語　上下あるときの物語　上下あるときの物語　上下
ルース  オゼキ∥ルース  オゼキ∥ルース  オゼキ∥ルース  オゼキ∥
著著著著

FFFF 書物愛　日本篇書物愛　日本篇書物愛　日本篇書物愛　日本篇 紀田 順一郎∥編紀田 順一郎∥編紀田 順一郎∥編紀田 順一郎∥編 BNBNBNBN

ジュリアン・ウェルズの葬られた秘ジュリアン・ウェルズの葬られた秘ジュリアン・ウェルズの葬られた秘ジュリアン・ウェルズの葬られた秘
密密密密

トマス  H.クック∥トマス  H.クック∥トマス  H.クック∥トマス  H.クック∥
著著著著

FFFF 美雪晴れ みをつくし料理帖9美雪晴れ みをつくし料理帖9美雪晴れ みをつくし料理帖9美雪晴れ みをつくし料理帖9 高田 郁∥著高田 郁∥著高田 郁∥著高田 郁∥著 BNBNBNBN

ワイフ・プロジェクトワイフ・プロジェクトワイフ・プロジェクトワイフ・プロジェクト
グラム  シムシオグラム  シムシオグラム  シムシオグラム  シムシオ
ン∥著ン∥著ン∥著ン∥著

FFFF 悠木まどかは神かもしれない悠木まどかは神かもしれない悠木まどかは神かもしれない悠木まどかは神かもしれない 竹内 雄紀∥著竹内 雄紀∥著竹内 雄紀∥著竹内 雄紀∥著 BNBNBNBN

レッドスーツレッドスーツレッドスーツレッドスーツ
ジョン  スコルジョン  スコルジョン  スコルジョン  スコル
ジー∥著ジー∥著ジー∥著ジー∥著

FFFF 春待ちの姫君たち春待ちの姫君たち春待ちの姫君たち春待ちの姫君たち 友桐 夏∥著友桐 夏∥著友桐 夏∥著友桐 夏∥著 BNBNBNBN

モンド9モンド9モンド9モンド9
ダリオ  トナーニダリオ  トナーニダリオ  トナーニダリオ  トナーニ
∥著∥著∥著∥著

FFFF 人間の尊厳と八〇〇メートル人間の尊厳と八〇〇メートル人間の尊厳と八〇〇メートル人間の尊厳と八〇〇メートル 深水 黎一郎∥著深水 黎一郎∥著深水 黎一郎∥著深水 黎一郎∥著 BNBNBNBN

私の欲しいものリスト私の欲しいものリスト私の欲しいものリスト私の欲しいものリスト
グレゴワール  ドグレゴワール  ドグレゴワール  ドグレゴワール  ド
ラクール∥著ラクール∥著ラクール∥著ラクール∥著

FFFF クラーク巴里探偵録クラーク巴里探偵録クラーク巴里探偵録クラーク巴里探偵録 三木 笙子∥著三木 笙子∥著三木 笙子∥著三木 笙子∥著 BNBNBNBN

夢見の森の虎夢見の森の虎夢見の森の虎夢見の森の虎
コリーン  ハウックコリーン  ハウックコリーン  ハウックコリーン  ハウック
∥著∥著∥著∥著

FFFF 新・平家物語　3新・平家物語　3新・平家物語　3新・平家物語　3 吉川 英治∥著吉川 英治∥著吉川 英治∥著吉川 英治∥著 BNBNBNBN

愛と障害愛と障害愛と障害愛と障害
アレクサンダルアレクサンダルアレクサンダルアレクサンダル
ヘモン∥著ヘモン∥著ヘモン∥著ヘモン∥著

FFFF
鬼花火 死なない男・同心野火陣鬼花火 死なない男・同心野火陣鬼花火 死なない男・同心野火陣鬼花火 死なない男・同心野火陣
内9内9内9内9

和久田 正明∥著和久田 正明∥著和久田 正明∥著和久田 正明∥著 BNBNBNBN

ホームホームホームホーム
トニ  モリスン∥トニ  モリスン∥トニ  モリスン∥トニ  モリスン∥
著著著著

FFFF 大活字本大活字本大活字本大活字本

文庫文庫文庫文庫 からだのままにからだのままにからだのままにからだのままに 南木 佳士∥著南木 佳士∥著南木 佳士∥著南木 佳士∥著 D914.6D914.6D914.6D914.6

空襲警報空襲警報空襲警報空襲警報
コニー  ウィリス∥コニー  ウィリス∥コニー  ウィリス∥コニー  ウィリス∥
著著著著

BFBFBFBF 数学者の言葉では　上下数学者の言葉では　上下数学者の言葉では　上下数学者の言葉では　上下 藤原 正彦∥著藤原 正彦∥著藤原 正彦∥著藤原 正彦∥著 D914.6D914.6D914.6D914.6

アンヌウヴンの貴公子 マビノギオアンヌウヴンの貴公子 マビノギオアンヌウヴンの貴公子 マビノギオアンヌウヴンの貴公子 マビノギオ
ン物語1ン物語1ン物語1ン物語1

エヴァンジェリンエヴァンジェリンエヴァンジェリンエヴァンジェリン
ウォルトン∥著ウォルトン∥著ウォルトン∥著ウォルトン∥著

BFBFBFBF 愛しいひと　上下愛しいひと　上下愛しいひと　上下愛しいひと　上下 明野 照葉∥著明野 照葉∥著明野 照葉∥著明野 照葉∥著 DNDNDNDN



憑神　上下憑神　上下憑神　上下憑神　上下 浅田 次郎∥著浅田 次郎∥著浅田 次郎∥著浅田 次郎∥著 DNDNDNDN 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）

真田軍記真田軍記真田軍記真田軍記 井上 靖∥著井上 靖∥著井上 靖∥著井上 靖∥著 DNDNDNDN ラモーゼ　上下ラモーゼ　上下ラモーゼ　上下ラモーゼ　上下
キャロル  ウィルキャロル  ウィルキャロル  ウィルキャロル  ウィル
キンソン∥作キンソン∥作キンソン∥作キンソン∥作

KFKFKFKF

少女像(ブロンズ)は泣かなかった少女像(ブロンズ)は泣かなかった少女像(ブロンズ)は泣かなかった少女像(ブロンズ)は泣かなかった
下下下下

内田 康夫∥著内田 康夫∥著内田 康夫∥著内田 康夫∥著 DNDNDNDN サーティーナイン・クルーズ　16サーティーナイン・クルーズ　16サーティーナイン・クルーズ　16サーティーナイン・クルーズ　16 小浜 杳∥訳小浜 杳∥訳小浜 杳∥訳小浜 杳∥訳 KFKFKFKF

隠蔽捜査　上下隠蔽捜査　上下隠蔽捜査　上下隠蔽捜査　上下 今野 敏∥著今野 敏∥著今野 敏∥著今野 敏∥著 DNDNDNDN ルーシー変奏曲ルーシー変奏曲ルーシー変奏曲ルーシー変奏曲 サラ  ザール∥著サラ  ザール∥著サラ  ザール∥著サラ  ザール∥著 KFKFKFKF

花はさくら木　上花はさくら木　上花はさくら木　上花はさくら木　上 辻原 登∥著辻原 登∥著辻原 登∥著辻原 登∥著 DNDNDNDN ピップ通りは大さわぎ!　2ピップ通りは大さわぎ!　2ピップ通りは大さわぎ!　2ピップ通りは大さわぎ!　2
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

絹扇　上下絹扇　上下絹扇　上下絹扇　上下 津村 節子∥著津村 節子∥著津村 節子∥著津村 節子∥著 DNDNDNDN にげだしたファングをさがせ!にげだしたファングをさがせ!にげだしたファングをさがせ!にげだしたファングをさがせ!
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

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） フローラとパウラと妖精の森　1フローラとパウラと妖精の森　1フローラとパウラと妖精の森　1フローラとパウラと妖精の森　1
タニヤ  シュテータニヤ  シュテータニヤ  シュテータニヤ  シュテー
ブナー∥著ブナー∥著ブナー∥著ブナー∥著

KFKFKFKF

市町村概要みやぎ　平成２５年度市町村概要みやぎ　平成２５年度市町村概要みやぎ　平成２５年度市町村概要みやぎ　平成２５年度
宮城県総務部市宮城県総務部市宮城県総務部市宮城県総務部市
町村課∥編集町村課∥編集町村課∥編集町村課∥編集

G318.2G318.2G318.2G318.2 リトル・ジーニーときめきプラス　4リトル・ジーニーときめきプラス　4リトル・ジーニーときめきプラス　4リトル・ジーニーときめきプラス　4
ミランダ  ジョーンミランダ  ジョーンミランダ  ジョーンミランダ  ジョーン
ズ∥作ズ∥作ズ∥作ズ∥作

KFKFKFKF

水道事業の概況　平成２４年度水道事業の概況　平成２４年度水道事業の概況　平成２４年度水道事業の概況　平成２４年度
名取市水道事業名取市水道事業名取市水道事業名取市水道事業
所∥編所∥編所∥編所∥編

G518.1G518.1G518.1G518.1 SWITCH　4SWITCH　4SWITCH　4SWITCH　4
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

なとりのかんきょうなとりのかんきょうなとりのかんきょうなとりのかんきょう
名取市生活経済部名取市生活経済部名取市生活経済部名取市生活経済部
クリーン対策課クリーン対策課クリーン対策課クリーン対策課

G519G519G519G519 フェアリー・ガールズ　1フェアリー・ガールズ　1フェアリー・ガールズ　1フェアリー・ガールズ　1 キキ  ソープ∥作キキ  ソープ∥作キキ  ソープ∥作キキ  ソープ∥作 KFKFKFKF

平成２５年版宮城県環境白書平成２５年版宮城県環境白書平成２５年版宮城県環境白書平成２５年版宮城県環境白書
宮城県環境生活部宮城県環境生活部宮城県環境生活部宮城県環境生活部
環境政策課環境政策課環境政策課環境政策課

G519G519G519G519 ゾウがとおる村ゾウがとおる村ゾウがとおる村ゾウがとおる村
ニコラ  デイビスニコラ  デイビスニコラ  デイビスニコラ  デイビス
∥文∥文∥文∥文

KFKFKFKF

郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料 メアリー・ポピンズとお隣さんメアリー・ポピンズとお隣さんメアリー・ポピンズとお隣さんメアリー・ポピンズとお隣さん
P.L.トラヴァースP.L.トラヴァースP.L.トラヴァースP.L.トラヴァース
∥著∥著∥著∥著

KFKFKFKF

みやぎの叡智みやぎの叡智みやぎの叡智みやぎの叡智
宮城県図書館∥宮城県図書館∥宮城県図書館∥宮城県図書館∥
編集編集編集編集

M026M026M026M026 恐怖のお泊まり会　3恐怖のお泊まり会　3恐怖のお泊まり会　3恐怖のお泊まり会　3 P.J.ナイト∥著P.J.ナイト∥著P.J.ナイト∥著P.J.ナイト∥著 KFKFKFKF

尚絅学院大学  紀要　第６６号尚絅学院大学  紀要　第６６号尚絅学院大学  紀要　第６６号尚絅学院大学  紀要　第６６号
尚絅学院大学「紀尚絅学院大学「紀尚絅学院大学「紀尚絅学院大学「紀
要」編集委員会要」編集委員会要」編集委員会要」編集委員会

M051M051M051M051 アナと雪の女王アナと雪の女王アナと雪の女王アナと雪の女王
サラ  ネイサン∥サラ  ネイサン∥サラ  ネイサン∥サラ  ネイサン∥
作作作作

KFKFKFKF

東北歴史資料館  研究紀要　第東北歴史資料館  研究紀要　第東北歴史資料館  研究紀要　第東北歴史資料館  研究紀要　第
６巻６巻６巻６巻

東北歴史資料館東北歴史資料館東北歴史資料館東北歴史資料館
∥編∥編∥編∥編

M212M212M212M212 メリサンド姫メリサンド姫メリサンド姫メリサンド姫 E.ネズビット∥作E.ネズビット∥作E.ネズビット∥作E.ネズビット∥作 KFKFKFKF
６巻６巻６巻６巻 ∥編∥編∥編∥編

東日本大震災記録誌東日本大震災記録誌東日本大震災記録誌東日本大震災記録誌 宮城県医師会宮城県医師会宮城県医師会宮城県医師会
M369.M369.M369.M369.
31313131

ザ・ワースト中学生　3ザ・ワースト中学生　3ザ・ワースト中学生　3ザ・ワースト中学生　3
ジェームズ  パジェームズ  パジェームズ  パジェームズ  パ
ターソン∥作ターソン∥作ターソン∥作ターソン∥作

KFKFKFKF

いちご畑をもう一度いちご畑をもう一度いちご畑をもう一度いちご畑をもう一度 森 栄吉∥著森 栄吉∥著森 栄吉∥著森 栄吉∥著
M626.M626.M626.M626.
29292929

タイムスリップ海賊サム・シルバータイムスリップ海賊サム・シルバータイムスリップ海賊サム・シルバータイムスリップ海賊サム・シルバー
3333

ジャン  バージャン  バージャン  バージャン  バー
チェット∥著チェット∥著チェット∥著チェット∥著

KFKFKFKF

SHINICHI MASUKO POSTSHINICHI MASUKO POSTSHINICHI MASUKO POSTSHINICHI MASUKO POST
CARD ART COLLECTION 増子CARD ART COLLECTION 増子CARD ART COLLECTION 増子CARD ART COLLECTION 増子
進一版画作品集Ⅰ進一版画作品集Ⅰ進一版画作品集Ⅰ進一版画作品集Ⅰ

増子 進一∥著増子 進一∥著増子 進一∥著増子 進一∥著 M733M733M733M733 青い舌の怪獣をさがせ!青い舌の怪獣をさがせ!青い舌の怪獣をさがせ!青い舌の怪獣をさがせ!
ドリー  ヒルスタッドリー  ヒルスタッドリー  ヒルスタッドリー  ヒルスタッ
ド  バトラー∥作ド  バトラー∥作ド  バトラー∥作ド  バトラー∥作

KFKFKFKF

仙臺郷土句帖仙臺郷土句帖仙臺郷土句帖仙臺郷土句帖 天江 富彌∥編集天江 富彌∥編集天江 富彌∥編集天江 富彌∥編集
M911.M911.M911.M911.
367367367367

マウとバウの新しい家マウとバウの新しい家マウとバウの新しい家マウとバウの新しい家
ティモ  パルヴェティモ  パルヴェティモ  パルヴェティモ  パルヴェ
ラ∥作ラ∥作ラ∥作ラ∥作

KFKFKFKF

わたしたちの名取市　平成１８年わたしたちの名取市　平成１８年わたしたちの名取市　平成１８年わたしたちの名取市　平成１８年
版版版版

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∥編会∥編会∥編会∥編

MK291MK291MK291MK291 アラルエン戦記　5アラルエン戦記　5アラルエン戦記　5アラルエン戦記　5
ジョン  フラナガジョン  フラナガジョン  フラナガジョン  フラナガ
ン∥作ン∥作ン∥作ン∥作

KFKFKFKF

お米が実った!お米が実った!お米が実った!お米が実った! 小泉 光久∥著小泉 光久∥著小泉 光久∥著小泉 光久∥著
MK615MK615MK615MK615
.889.889.889.889

幽霊白書　1幽霊白書　1幽霊白書　1幽霊白書　1 ミミ  マッコイ∥作ミミ  マッコイ∥作ミミ  マッコイ∥作ミミ  マッコイ∥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） 1/12の冒険　31/12の冒険　31/12の冒険　31/12の冒険　3
マリアン  マローマリアン  マローマリアン  マローマリアン  マロー
ン∥作ン∥作ン∥作ン∥作

KFKFKFKF

データでみる県勢　2014データでみる県勢　2014データでみる県勢　2014データでみる県勢　2014
矢野恒太記念会矢野恒太記念会矢野恒太記念会矢野恒太記念会
∥編集∥編集∥編集∥編集

R351R351R351R351
ケイン・クロニクル炎の魔術師たケイン・クロニクル炎の魔術師たケイン・クロニクル炎の魔術師たケイン・クロニクル炎の魔術師た
ち　2ち　2ち　2ち　2

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
∥著∥著∥著∥著

KFKFKFKF

理科年表　第87冊(平成26年)理科年表　第87冊(平成26年)理科年表　第87冊(平成26年)理科年表　第87冊(平成26年) 国立天文台∥編国立天文台∥編国立天文台∥編国立天文台∥編 R403.6R403.6R403.6R403.6 はなかっぱとひのかっぱはなかっぱとひのかっぱはなかっぱとひのかっぱはなかっぱとひのかっぱ
あきやま ただしあきやま ただしあきやま ただしあきやま ただし
∥さく  え∥さく  え∥さく  え∥さく  え

KNKNKNKN

天文年鑑　2014年版天文年鑑　2014年版天文年鑑　2014年版天文年鑑　2014年版
天文年鑑編集委天文年鑑編集委天文年鑑編集委天文年鑑編集委
員会∥編員会∥編員会∥編員会∥編

R440.5R440.5R440.5R440.5
9999

日常の夏休み日常の夏休み日常の夏休み日常の夏休み
あらゐ けいいちあらゐ けいいちあらゐ けいいちあらゐ けいいち
∥原作 絵∥原作 絵∥原作 絵∥原作 絵

KNKNKNKN

環境年表　第3冊(平成25・26年)環境年表　第3冊(平成25・26年)環境年表　第3冊(平成25・26年)環境年表　第3冊(平成25・26年) 国立天文台∥編国立天文台∥編国立天文台∥編国立天文台∥編
R519.0R519.0R519.0R519.0
36363636

絵本「旅猫リポート」絵本「旅猫リポート」絵本「旅猫リポート」絵本「旅猫リポート」 有川 浩∥文有川 浩∥文有川 浩∥文有川 浩∥文 KNKNKNKN

和製英語事典和製英語事典和製英語事典和製英語事典 亀田 尚己∥著亀田 尚己∥著亀田 尚己∥著亀田 尚己∥著 R813.7R813.7R813.7R813.7
5年2組横山雷太、児童会長に立5年2組横山雷太、児童会長に立5年2組横山雷太、児童会長に立5年2組横山雷太、児童会長に立
候補します!候補します!候補します!候補します!

いとう みく∥作いとう みく∥作いとう みく∥作いとう みく∥作 KNKNKNKN

比較文学辞典比較文学辞典比較文学辞典比較文学辞典 松田 穣∥編松田 穣∥編松田 穣∥編松田 穣∥編 R901.9R901.9R901.9R901.9 おしゃれ怪盗クリスタル　4おしゃれ怪盗クリスタル　4おしゃれ怪盗クリスタル　4おしゃれ怪盗クリスタル　4 伊藤 クミコ∥作伊藤 クミコ∥作伊藤 クミコ∥作伊藤 クミコ∥作 KNKNKNKN



クグノビックリバコクグノビックリバコクグノビックリバコクグノビックリバコ いとう ひろし∥作いとう ひろし∥作いとう ひろし∥作いとう ひろし∥作 KNKNKNKN お願い!フェアリーお願い!フェアリーお願い!フェアリーお願い!フェアリー♥♥♥♥　12　12　12　12 みずの まい∥作みずの まい∥作みずの まい∥作みずの まい∥作 KNKNKNKN

氷の上のプリンセス氷の上のプリンセス氷の上のプリンセス氷の上のプリンセス 風野 潮∥作風野 潮∥作風野 潮∥作風野 潮∥作 KNKNKNKN 《絵本》銀河鉄道の夜《絵本》銀河鉄道の夜《絵本》銀河鉄道の夜《絵本》銀河鉄道の夜 宮澤 賢治∥作宮澤 賢治∥作宮澤 賢治∥作宮澤 賢治∥作 KNKNKNKN

ナーダという名の少女ナーダという名の少女ナーダという名の少女ナーダという名の少女 角野 栄子∥著角野 栄子∥著角野 栄子∥著角野 栄子∥著 KNKNKNKN おたまじゃくしのたまちゃんおたまじゃくしのたまちゃんおたまじゃくしのたまちゃんおたまじゃくしのたまちゃん 深山 さくら∥作深山 さくら∥作深山 さくら∥作深山 さくら∥作 KNKNKNKN

サクラ・タイムトラベルサクラ・タイムトラベルサクラ・タイムトラベルサクラ・タイムトラベル 加部 鈴子∥作加部 鈴子∥作加部 鈴子∥作加部 鈴子∥作 KNKNKNKN 龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　1龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　1龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　1龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　1 宮下 恵茉∥作宮下 恵茉∥作宮下 恵茉∥作宮下 恵茉∥作 KNKNKNKN

パペット探偵団事件ファイル　3パペット探偵団事件ファイル　3パペット探偵団事件ファイル　3パペット探偵団事件ファイル　3 如月 かずさ∥作如月 かずさ∥作如月 かずさ∥作如月 かずさ∥作 KNKNKNKN おばけのひみつしっちゃった!?おばけのひみつしっちゃった!?おばけのひみつしっちゃった!?おばけのひみつしっちゃった!? むらい かよ∥著むらい かよ∥著むらい かよ∥著むらい かよ∥著 KNKNKNKN

恋する和パティシエール　5恋する和パティシエール　5恋する和パティシエール　5恋する和パティシエール　5 工藤 純子∥作工藤 純子∥作工藤 純子∥作工藤 純子∥作 KNKNKNKN ともだちはアリクイともだちはアリクイともだちはアリクイともだちはアリクイ 村上 しいこ∥作村上 しいこ∥作村上 しいこ∥作村上 しいこ∥作 KNKNKNKN

ドジ魔女ヒアリドジ魔女ヒアリドジ魔女ヒアリドジ魔女ヒアリ 倉橋 燿子∥作倉橋 燿子∥作倉橋 燿子∥作倉橋 燿子∥作 KNKNKNKN おばけどうぶつえんおばけどうぶつえんおばけどうぶつえんおばけどうぶつえん 吉田 純子∥作吉田 純子∥作吉田 純子∥作吉田 純子∥作 KNKNKNKN

ブルースマンと小学生ブルースマンと小学生ブルースマンと小学生ブルースマンと小学生 こうだ ゆうこ∥作こうだ ゆうこ∥作こうだ ゆうこ∥作こうだ ゆうこ∥作 KNKNKNKN まさかわたしがプリンセス!?　3まさかわたしがプリンセス!?　3まさかわたしがプリンセス!?　3まさかわたしがプリンセス!?　3 吉野 紅伽∥著吉野 紅伽∥著吉野 紅伽∥著吉野 紅伽∥著 KNKNKNKN

さよなら、ぼくのひみつさよなら、ぼくのひみつさよなら、ぼくのひみつさよなら、ぼくのひみつ 漆原 智良∥編著漆原 智良∥編著漆原 智良∥編著漆原 智良∥編著 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）

きょうりゅうじゃないんだきょうりゅうじゃないんだきょうりゅうじゃないんだきょうりゅうじゃないんだ 斉藤 洋∥作斉藤 洋∥作斉藤 洋∥作斉藤 洋∥作 KNKNKNKN 新・どの本よもうかな?　海外編新・どの本よもうかな?　海外編新・どの本よもうかな?　海外編新・どの本よもうかな?　海外編
日本子どもの本日本子どもの本日本子どもの本日本子どもの本
研究会∥編研究会∥編研究会∥編研究会∥編

K028.0K028.0K028.0K028.0
9999

アイスプラネットアイスプラネットアイスプラネットアイスプラネット 椎名 誠∥著椎名 誠∥著椎名 誠∥著椎名 誠∥著 KNKNKNKN
47都道府県!!ご当地キャラと日本47都道府県!!ご当地キャラと日本47都道府県!!ご当地キャラと日本47都道府県!!ご当地キャラと日本
一周　2一周　2一周　2一周　2

ご当地キャラ探検ご当地キャラ探検ご当地キャラ探検ご当地キャラ探検
隊∥編著隊∥編著隊∥編著隊∥編著

K291K291K291K291

はじめてのともだちはじめてのともだちはじめてのともだちはじめてのともだち 巣山 ひろみ∥作巣山 ひろみ∥作巣山 ひろみ∥作巣山 ひろみ∥作 KNKNKNKN 富士山のふしぎ100富士山のふしぎ100富士山のふしぎ100富士山のふしぎ100 富士学会∥監修富士学会∥監修富士学会∥監修富士学会∥監修
K291.5K291.5K291.5K291.5
1111

ひそひそ森の妖怪ひそひそ森の妖怪ひそひそ森の妖怪ひそひそ森の妖怪 富安 陽子∥作富安 陽子∥作富安 陽子∥作富安 陽子∥作 KNKNKNKN いまこそ、沖縄いまこそ、沖縄いまこそ、沖縄いまこそ、沖縄 行田 稔彦∥著行田 稔彦∥著行田 稔彦∥著行田 稔彦∥著
K291.9K291.9K291.9K291.9
9999

那須正幹童話集　1～5那須正幹童話集　1～5那須正幹童話集　1～5那須正幹童話集　1～5 那須 正幹∥作那須 正幹∥作那須 正幹∥作那須 正幹∥作 KNKNKNKN 大研究!保険のすべて大研究!保険のすべて大研究!保険のすべて大研究!保険のすべて 小川 京美∥漫画小川 京美∥漫画小川 京美∥漫画小川 京美∥漫画 K339K339K339K339

だれがアケル!?恐怖のトビラだれがアケル!?恐怖のトビラだれがアケル!?恐怖のトビラだれがアケル!?恐怖のトビラ
日本児童文芸家日本児童文芸家日本児童文芸家日本児童文芸家
協会∥編協会∥編協会∥編協会∥編

KNKNKNKN 日本のすがた　2014日本のすがた　2014日本のすがた　2014日本のすがた　2014
矢野恒太記念会矢野恒太記念会矢野恒太記念会矢野恒太記念会
∥編集∥編集∥編集∥編集

K351K351K351K351
協会∥編協会∥編協会∥編協会∥編 ∥編集∥編集∥編集∥編集

だれがアケル!?呪いのトビラだれがアケル!?呪いのトビラだれがアケル!?呪いのトビラだれがアケル!?呪いのトビラ
日本児童文芸家日本児童文芸家日本児童文芸家日本児童文芸家
協会∥編協会∥編協会∥編協会∥編

KNKNKNKN アニメ版釜石の“奇跡”アニメ版釜石の“奇跡”アニメ版釜石の“奇跡”アニメ版釜石の“奇跡”
NHKスペシャルNHKスペシャルNHKスペシャルNHKスペシャル
取材班∥作取材班∥作取材班∥作取材班∥作

K369.3K369.3K369.3K369.3
1111

迷宮ケ丘　0･6･7･9丁目迷宮ケ丘　0･6･7･9丁目迷宮ケ丘　0･6･7･9丁目迷宮ケ丘　0･6･7･9丁目
日本児童文学者日本児童文学者日本児童文学者日本児童文学者
協会∥編協会∥編協会∥編協会∥編

KNKNKNKN 思い出をレスキューせよ!思い出をレスキューせよ!思い出をレスキューせよ!思い出をレスキューせよ! 堀米 薫∥文堀米 薫∥文堀米 薫∥文堀米 薫∥文
K369.3K369.3K369.3K369.3
1111

こねこのレイコは一年生こねこのレイコは一年生こねこのレイコは一年生こねこのレイコは一年生
ねぎし たかこ∥ねぎし たかこ∥ねぎし たかこ∥ねぎし たかこ∥
作作作作

KNKNKNKN 織物を未来の色に染めて織物を未来の色に染めて織物を未来の色に染めて織物を未来の色に染めて 秋山 浩子∥文秋山 浩子∥文秋山 浩子∥文秋山 浩子∥文 K369.4K369.4K369.4K369.4

石を抱くエイリアン石を抱くエイリアン石を抱くエイリアン石を抱くエイリアン 濱野 京子∥著濱野 京子∥著濱野 京子∥著濱野 京子∥著 KNKNKNKN 脳と運動のふしぎな関係脳と運動のふしぎな関係脳と運動のふしぎな関係脳と運動のふしぎな関係 野崎 大地∥著野崎 大地∥著野崎 大地∥著野崎 大地∥著
K491.3K491.3K491.3K491.3
71717171

にんじゃざむらいガムチョコバナにんじゃざむらいガムチョコバナにんじゃざむらいガムチョコバナにんじゃざむらいガムチョコバナ
ナ　1ナ　1ナ　1ナ　1

原 ゆたか∥さく原 ゆたか∥さく原 ゆたか∥さく原 ゆたか∥さく
ええええ

KNKNKNKN 泥だらけのカルテ泥だらけのカルテ泥だらけのカルテ泥だらけのカルテ 柳原 三佳∥著柳原 三佳∥著柳原 三佳∥著柳原 三佳∥著
K498.9K498.9K498.9K498.9
2222

IQ探偵ムー ムーVS忍者!江戸のIQ探偵ムー ムーVS忍者!江戸のIQ探偵ムー ムーVS忍者!江戸のIQ探偵ムー ムーVS忍者!江戸の
町をあぶり出せ!?町をあぶり出せ!?町をあぶり出せ!?町をあぶり出せ!?

深沢 美潮∥作深沢 美潮∥作深沢 美潮∥作深沢 美潮∥作 KNKNKNKN
実践!体験!みんなでストップ温暖実践!体験!みんなでストップ温暖実践!体験!みんなでストップ温暖実践!体験!みんなでストップ温暖
化　１～5化　１～5化　１～5化　１～5

住 明正∥監修住 明正∥監修住 明正∥監修住 明正∥監修 K519K519K519K519

チビまじょチャミーとおかしバースチビまじょチャミーとおかしバースチビまじょチャミーとおかしバースチビまじょチャミーとおかしバース
デーデーデーデー

藤 真知子∥作藤 真知子∥作藤 真知子∥作藤 真知子∥作 KNKNKNKN 未来からの宿題未来からの宿題未来からの宿題未来からの宿題 藤岡 照也∥漫画藤岡 照也∥漫画藤岡 照也∥漫画藤岡 照也∥漫画 K519K519K519K519

チビまじょチャミーとバラのおしろチビまじょチャミーとバラのおしろチビまじょチャミーとバラのおしろチビまじょチャミーとバラのおしろ 藤 真知子∥作藤 真知子∥作藤 真知子∥作藤 真知子∥作 KNKNKNKN プルーンのひみつプルーンのひみつプルーンのひみつプルーンのひみつ 工藤 ケン∥漫画工藤 ケン∥漫画工藤 ケン∥漫画工藤 ケン∥漫画
K625.5K625.5K625.5K625.5
1111

ハート虫は知っているハート虫は知っているハート虫は知っているハート虫は知っている
藤本 ひとみ∥原藤本 ひとみ∥原藤本 ひとみ∥原藤本 ひとみ∥原
作作作作

KNKNKNKN 大粒ブドウの時代をつくった巨峰大粒ブドウの時代をつくった巨峰大粒ブドウの時代をつくった巨峰大粒ブドウの時代をつくった巨峰 小泉 光久∥著小泉 光久∥著小泉 光久∥著小泉 光久∥著
K625.6K625.6K625.6K625.6
1111

まじょ子と黒ネコのケーキやさんまじょ子と黒ネコのケーキやさんまじょ子と黒ネコのケーキやさんまじょ子と黒ネコのケーキやさん 藤 真知子∥作藤 真知子∥作藤 真知子∥作藤 真知子∥作 KNKNKNKN 大研究!馬は友だち大研究!馬は友だち大研究!馬は友だち大研究!馬は友だち 野本 トロ∥漫画野本 トロ∥漫画野本 トロ∥漫画野本 トロ∥漫画 K645.2K645.2K645.2K645.2

一夜姫事件一夜姫事件一夜姫事件一夜姫事件 藤野 恵美∥作藤野 恵美∥作藤野 恵美∥作藤野 恵美∥作 KNKNKNKN 絵でわかる馬の本絵でわかる馬の本絵でわかる馬の本絵でわかる馬の本 E.ボーモン∥著E.ボーモン∥著E.ボーモン∥著E.ボーモン∥著 K645.2K645.2K645.2K645.2

パスワードとホームズ4世newパスワードとホームズ4世newパスワードとホームズ4世newパスワードとホームズ4世new 松原 秀行∥作松原 秀行∥作松原 秀行∥作松原 秀行∥作 KNKNKNKN ワン!ツーステップワン!ツーステップワン!ツーステップワン!ツーステップ あんず ゆき∥文あんず ゆき∥文あんず ゆき∥文あんず ゆき∥文 K645.6K645.6K645.6K645.6

続・パスワードとホームズ4世new続・パスワードとホームズ4世new続・パスワードとホームズ4世new続・パスワードとホームズ4世new 松原 秀行∥作松原 秀行∥作松原 秀行∥作松原 秀行∥作 KNKNKNKN 花粉症のない未来のために花粉症のない未来のために花粉症のない未来のために花粉症のない未来のために 金治 直美∥文金治 直美∥文金治 直美∥文金治 直美∥文 K653.6K653.6K653.6K653.6



まるごと日本の世界遺産まるごと日本の世界遺産まるごと日本の世界遺産まるごと日本の世界遺産 増田 明代∥著増田 明代∥著増田 明代∥著増田 明代∥著 K709.1K709.1K709.1K709.1

奇跡のランナー ウィルマ奇跡のランナー ウィルマ奇跡のランナー ウィルマ奇跡のランナー ウィルマ
ジョー  ハーパージョー  ハーパージョー  ハーパージョー  ハーパー
∥著∥著∥著∥著

K782.3K782.3K782.3K782.3

秘密の忍者&忍術事典秘密の忍者&忍術事典秘密の忍者&忍術事典秘密の忍者&忍術事典
ながた みかこ∥ながた みかこ∥ながた みかこ∥ながた みかこ∥
著著著著

K789.8K789.8K789.8K789.8

はじめてでもおどれる!ストリートダはじめてでもおどれる!ストリートダはじめてでもおどれる!ストリートダはじめてでもおどれる!ストリートダ
ンス入門ンス入門ンス入門ンス入門

EXILEEXILEEXILEEXILE
PROFESSIONAL GYMPROFESSIONAL GYMPROFESSIONAL GYMPROFESSIONAL GYM
∥ダンス監修∥ダンス監修∥ダンス監修∥ダンス監修

K799K799K799K799

先生教えて!国語のギモン先生教えて!国語のギモン先生教えて!国語のギモン先生教えて!国語のギモン 梅澤 実∥文梅澤 実∥文梅澤 実∥文梅澤 実∥文 K810K810K810K810

『赤毛のアン』と花子『赤毛のアン』と花子『赤毛のアン』と花子『赤毛のアン』と花子 村岡 恵理∥文村岡 恵理∥文村岡 恵理∥文村岡 恵理∥文
K910.2K910.2K910.2K910.2
68686868

大人も読みたいこども歳時記大人も読みたいこども歳時記大人も読みたいこども歳時記大人も読みたいこども歳時記 長谷川 櫂∥監修長谷川 櫂∥監修長谷川 櫂∥監修長谷川 櫂∥監修
K911.3K911.3K911.3K911.3
07070707
K911.5K911.5K911.5K911.5
68686868

大鏡大鏡大鏡大鏡 那須田 淳∥著那須田 淳∥著那須田 淳∥著那須田 淳∥著
K913.3K913.3K913.3K913.3
93939393

平家物語　上下平家物語　上下平家物語　上下平家物語　上下 小前 亮∥文小前 亮∥文小前 亮∥文小前 亮∥文
K913.4K913.4K913.4K913.4
34343434

太平記太平記太平記太平記 石崎 洋司∥著石崎 洋司∥著石崎 洋司∥著石崎 洋司∥著
K913.4K913.4K913.4K913.4
35353535

絵本絵本絵本絵本

なにからできているでしょーか?なにからできているでしょーか?なにからできているでしょーか?なにからできているでしょーか? 大森 裕子∥さく大森 裕子∥さく大森 裕子∥さく大森 裕子∥さく EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

かもとりごんべえかもとりごんべえかもとりごんべえかもとりごんべえ 香山  美子∥文香山  美子∥文香山  美子∥文香山  美子∥文 EｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛ

こぐまのやまこぐまのやまこぐまのやまこぐまのやま
マックス  ボリガーマックス  ボリガーマックス  ボリガーマックス  ボリガー
∥作∥作∥作∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

日本語を味わう名詩入門　14　山之口貘日本語を味わう名詩入門　14　山之口貘日本語を味わう名詩入門　14　山之口貘日本語を味わう名詩入門　14　山之口貘

∥作∥作∥作∥作

海と灯台の本海と灯台の本海と灯台の本海と灯台の本
V.マヤコフスキーV.マヤコフスキーV.マヤコフスキーV.マヤコフスキー
∥文∥文∥文∥文

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

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

ゾウのはな子ゾウのはな子ゾウのはな子ゾウのはな子
上田学園学園生上田学園学園生上田学園学園生上田学園学園生
∥文∥文∥文∥文

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

いとしのロベルタいとしのロベルタいとしのロベルタいとしのロベルタ 佐々木 マキ∥作佐々木 マキ∥作佐々木 マキ∥作佐々木 マキ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

パンやのろくちゃん げんきだねパンやのろくちゃん げんきだねパンやのろくちゃん げんきだねパンやのろくちゃん げんきだね 長谷川 義史∥作長谷川 義史∥作長谷川 義史∥作長谷川 義史∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

空気がなくなる日空気がなくなる日空気がなくなる日空気がなくなる日 岩倉  政治∥文岩倉  政治∥文岩倉  政治∥文岩倉  政治∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

かないくんかないくんかないくんかないくん 谷川 俊太郎∥作谷川 俊太郎∥作谷川 俊太郎∥作谷川 俊太郎∥作 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


