
購入図書案内　　6月号購入図書案内　　6月号購入図書案内　　6月号購入図書案内　　6月号 古代日本外交史古代日本外交史古代日本外交史古代日本外交史 廣瀬 憲雄∥著廣瀬 憲雄∥著廣瀬 憲雄∥著廣瀬 憲雄∥著 210.3210.3210.3210.3

2014年4月受入分　No.280　　　　名 取 市 図 書 館2014年4月受入分　No.280　　　　名 取 市 図 書 館2014年4月受入分　No.280　　　　名 取 市 図 書 館2014年4月受入分　No.280　　　　名 取 市 図 書 館 人身売買・奴隷・拉致の日本史人身売買・奴隷・拉致の日本史人身売買・奴隷・拉致の日本史人身売買・奴隷・拉致の日本史 渡邊 大門∥著渡邊 大門∥著渡邊 大門∥著渡邊 大門∥著 210.47210.47210.47210.47

総記総記総記総記 驚きの江戸時代驚きの江戸時代驚きの江戸時代驚きの江戸時代 高尾 善希∥著高尾 善希∥著高尾 善希∥著高尾 善希∥著 210.58210.58210.58210.58

ドーナツを穴だけ残して食べる方ドーナツを穴だけ残して食べる方ドーナツを穴だけ残して食べる方ドーナツを穴だけ残して食べる方
法法法法

大阪大学ショセキ大阪大学ショセキ大阪大学ショセキ大阪大学ショセキ
カプロジェクト∥編カプロジェクト∥編カプロジェクト∥編カプロジェクト∥編

002.002.002.002. 十字軍物語　2十字軍物語　2十字軍物語　2十字軍物語　2 塩野 七生∥著塩野 七生∥著塩野 七生∥著塩野 七生∥著 230.45230.45230.45230.45

GoogleサービスGoogleサービスGoogleサービスGoogleサービス ゴーズ∥著ゴーズ∥著ゴーズ∥著ゴーズ∥著 007.58007.58007.58007.58 家康公伝　2家康公伝　2家康公伝　2家康公伝　2 大石／学∥編大石／学∥編大石／学∥編大石／学∥編 289.1289.1289.1289.1

プログラミングの基礎固めプログラミングの基礎固めプログラミングの基礎固めプログラミングの基礎固め
日経ソフトウエア日経ソフトウエア日経ソフトウエア日経ソフトウエア
∥編集∥編集∥編集∥編集

007.64007.64007.64007.64 ドクちゃんは父になったドクちゃんは父になったドクちゃんは父になったドクちゃんは父になった
野島 和男∥訳編野島 和男∥訳編野島 和男∥訳編野島 和男∥訳編
著著著著

289.2289.2289.2289.2

図書館と知的自由図書館と知的自由図書館と知的自由図書館と知的自由 川崎 良孝∥編著川崎 良孝∥編著川崎 良孝∥編著川崎 良孝∥編著 010.1010.1010.1010.1 旅に出たくなる地図　日本旅に出たくなる地図　日本旅に出たくなる地図　日本旅に出たくなる地図　日本
帝国書院編集部帝国書院編集部帝国書院編集部帝国書院編集部
∥著∥著∥著∥著

290.38290.38290.38290.38

図書館と民営化図書館と民営化図書館と民営化図書館と民営化
ジェーン　ジェジェーン　ジェジェーン　ジェジェーン　ジェ
ラード∥著ラード∥著ラード∥著ラード∥著

013.013.013.013. 旅に出たくなる地図　世界旅に出たくなる地図　世界旅に出たくなる地図　世界旅に出たくなる地図　世界
帝国書院編集部帝国書院編集部帝国書院編集部帝国書院編集部
∥著∥著∥著∥著

290.38290.38290.38290.38

学びを拓く授業モデル学びを拓く授業モデル学びを拓く授業モデル学びを拓く授業モデル
五十嵐 絹子∥編五十嵐 絹子∥編五十嵐 絹子∥編五十嵐 絹子∥編
著著著著

017.2017.2017.2017.2 基本地図帳　2014-2015基本地図帳　2014-2015基本地図帳　2014-2015基本地図帳　2014-2015
二宮書店編集部二宮書店編集部二宮書店編集部二宮書店編集部
∥著∥著∥著∥著

290.38290.38290.38290.38

はじまりは図書館からはじまりは図書館からはじまりは図書館からはじまりは図書館から 草谷 桂子∥著草谷 桂子∥著草谷 桂子∥著草谷 桂子∥著 019.53019.53019.53019.53 日本一周3016湯日本一周3016湯日本一周3016湯日本一周3016湯 高橋 一喜∥著高橋 一喜∥著高橋 一喜∥著高橋 一喜∥著 291.09291.09291.09291.09

ビジネス著作権法  侵害論編ビジネス著作権法  侵害論編ビジネス著作権法  侵害論編ビジネス著作権法  侵害論編 荒竹 純一∥著荒竹 純一∥著荒竹 純一∥著荒竹 純一∥著 021.2021.2021.2021.2 一度は行ってみたい日本の絶景一度は行ってみたい日本の絶景一度は行ってみたい日本の絶景一度は行ってみたい日本の絶景
日本絶景倶楽部日本絶景倶楽部日本絶景倶楽部日本絶景倶楽部
∥編著∥編著∥編著∥編著

291.09291.09291.09291.09

西洋の書物工房西洋の書物工房西洋の書物工房西洋の書物工房 貴田 庄∥著貴田 庄∥著貴田 庄∥著貴田 庄∥著 022.022.022.022. 291.23291.23291.23291.23

Amazon Kindleブック制作&出版Amazon Kindleブック制作&出版Amazon Kindleブック制作&出版Amazon Kindleブック制作&出版
完全マニュアル完全マニュアル完全マニュアル完全マニュアル

藤田 拓人∥共著藤田 拓人∥共著藤田 拓人∥共著藤田 拓人∥共著 023.023.023.023. 291.25291.25291.25291.25

GHQ焚書図書開封  9GHQ焚書図書開封  9GHQ焚書図書開封  9GHQ焚書図書開封  9 西尾 幹二∥著西尾 幹二∥著西尾 幹二∥著西尾 幹二∥著 023.8023.8023.8023.8 291.26291.26291.26291.26

024.9024.9024.9024.9 また会いたくなる京の桜また会いたくなる京の桜また会いたくなる京の桜また会いたくなる京の桜
水野 克比古∥写水野 克比古∥写水野 克比古∥写水野 克比古∥写
真真真真

291.62291.62291.62291.62こだわりのブックカバーとしおりの本こだわりのブックカバーとしおりの本こだわりのブックカバーとしおりの本こだわりのブックカバーとしおりの本

るるぶ仙台松島宮城　'15るるぶ仙台松島宮城　'15るるぶ仙台松島宮城　'15るるぶ仙台松島宮城　'15

るるぶ山形　'15るるぶ山形　'15るるぶ山形　'15るるぶ山形　'15

るるぶ会津磐梯福島　'15るるぶ会津磐梯福島　'15るるぶ会津磐梯福島　'15るるぶ会津磐梯福島　'15

真真真真

東京マニアック博物館東京マニアック博物館東京マニアック博物館東京マニアック博物館 町田 忍∥監修町田 忍∥監修町田 忍∥監修町田 忍∥監修 069.021069.021069.021069.021 韓国・朝鮮の知を読む韓国・朝鮮の知を読む韓国・朝鮮の知を読む韓国・朝鮮の知を読む 野間 秀樹∥編野間 秀樹∥編野間 秀樹∥編野間 秀樹∥編 292.1292.1292.1292.1

報道人の作法報道人の作法報道人の作法報道人の作法 伊藤 友治∥著伊藤 友治∥著伊藤 友治∥著伊藤 友治∥著 070.16070.16070.16070.16 293.45293.45293.45293.45

哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教 293.89293.89293.89293.89

「若作りうつ」社会「若作りうつ」社会「若作りうつ」社会「若作りうつ」社会 熊代 亨∥著熊代 亨∥著熊代 亨∥著熊代 亨∥著 143.7143.7143.7143.7 297.11297.11297.11297.11

チャイルドラインで学んだ子どもチャイルドラインで学んだ子どもチャイルドラインで学んだ子どもチャイルドラインで学んだ子ども
の気持ちを聴くスキルの気持ちを聴くスキルの気持ちを聴くスキルの気持ちを聴くスキル

山口 祐二∥著山口 祐二∥著山口 祐二∥著山口 祐二∥著 146.82146.82146.82146.82 社会科学社会科学社会科学社会科学

超常現象　科学者たちの挑戦超常現象　科学者たちの挑戦超常現象　科学者たちの挑戦超常現象　科学者たちの挑戦 梅原 勇樹∥著梅原 勇樹∥著梅原 勇樹∥著梅原 勇樹∥著 147147147147
長谷川慶太郎の大局を読む長谷川慶太郎の大局を読む長谷川慶太郎の大局を読む長谷川慶太郎の大局を読む
2014-152014-152014-152014-15

長谷川 慶太郎∥長谷川 慶太郎∥長谷川 慶太郎∥長谷川 慶太郎∥
著著著著

304304304304

道は開ける　決定版カーネギー道は開ける　決定版カーネギー道は開ける　決定版カーネギー道は開ける　決定版カーネギー
あらゆる悩みから自由になる方法あらゆる悩みから自由になる方法あらゆる悩みから自由になる方法あらゆる悩みから自由になる方法

D.カーネギー∥D.カーネギー∥D.カーネギー∥D.カーネギー∥
著著著著

159159159159
私たちはどこから来て、どこへ行私たちはどこから来て、どこへ行私たちはどこから来て、どこへ行私たちはどこから来て、どこへ行
くのかくのかくのかくのか

宮台 真司∥著宮台 真司∥著宮台 真司∥著宮台 真司∥著 304304304304

スナックさいばらおんなのけものスナックさいばらおんなのけものスナックさいばらおんなのけものスナックさいばらおんなのけもの
みち  男とかいらなくね?篇みち  男とかいらなくね?篇みち  男とかいらなくね?篇みち  男とかいらなくね?篇

西原 理恵子∥著西原 理恵子∥著西原 理恵子∥著西原 理恵子∥著 159.6159.6159.6159.6 日本の敵　グローバリズムの正体日本の敵　グローバリズムの正体日本の敵　グローバリズムの正体日本の敵　グローバリズムの正体 渡部 昇一∥著渡部 昇一∥著渡部 昇一∥著渡部 昇一∥著 304304304304

根来寺を解く根来寺を解く根来寺を解く根来寺を解く 中川 委紀子∥著中川 委紀子∥著中川 委紀子∥著中川 委紀子∥著 188.55188.55188.55188.55 インパクション　186(2012)インパクション　186(2012)インパクション　186(2012)インパクション　186(2012)
インパクト出版会インパクト出版会インパクト出版会インパクト出版会
∥編集∥編集∥編集∥編集

305305305305

カクレキリシタンの実像カクレキリシタンの実像カクレキリシタンの実像カクレキリシタンの実像 宮崎 賢太郎∥著宮崎 賢太郎∥著宮崎 賢太郎∥著宮崎 賢太郎∥著 198.22198.22198.22198.22
アメリカの大変化を知らない日本アメリカの大変化を知らない日本アメリカの大変化を知らない日本アメリカの大変化を知らない日本
人人人人

日高 義樹∥著日高 義樹∥著日高 義樹∥著日高 義樹∥著 319.53319.53319.53319.53

歴史・地理歴史・地理歴史・地理歴史・地理
すっきり!わかる集団的自衛権すっきり!わかる集団的自衛権すっきり!わかる集団的自衛権すっきり!わかる集団的自衛権
Q&AQ&AQ&AQ&A

浅井 基文∥著浅井 基文∥著浅井 基文∥著浅井 基文∥著 319.8319.8319.8319.8

原勝郎博士の「日本通史」原勝郎博士の「日本通史」原勝郎博士の「日本通史」原勝郎博士の「日本通史」 原 勝郎∥著原 勝郎∥著原 勝郎∥著原 勝郎∥著 210.1210.1210.1210.1 憲法改正のオモテとウラ憲法改正のオモテとウラ憲法改正のオモテとウラ憲法改正のオモテとウラ 舛添 要一∥著舛添 要一∥著舛添 要一∥著舛添 要一∥著 323.15323.15323.15323.15

唐物の文化史唐物の文化史唐物の文化史唐物の文化史 河添 房江∥著河添 房江∥著河添 房江∥著河添 房江∥著 210.12210.12210.12210.12
世間を騒がせた相続トラブルの世間を騒がせた相続トラブルの世間を騒がせた相続トラブルの世間を騒がせた相続トラブルの
真相真相真相真相

田中 庄司∥法律田中 庄司∥法律田中 庄司∥法律田中 庄司∥法律
監修監修監修監修

324.7324.7324.7324.7

城を攻める城を守る城を攻める城を守る城を攻める城を守る城を攻める城を守る 伊東 潤∥著伊東 潤∥著伊東 潤∥著伊東 潤∥著 210.19210.19210.19210.19
ダニエル・カーネマン心理と経済ダニエル・カーネマン心理と経済ダニエル・カーネマン心理と経済ダニエル・カーネマン心理と経済
を語るを語るを語るを語る

ダニエル・カーネダニエル・カーネダニエル・カーネダニエル・カーネ
マン∥著マン∥著マン∥著マン∥著

331331331331

古事記及び日本書紀の研究古事記及び日本書紀の研究古事記及び日本書紀の研究古事記及び日本書紀の研究 津田 左右吉∥著津田 左右吉∥著津田 左右吉∥著津田 左右吉∥著 210.3210.3210.3210.3
あなたの知らない日本経済のカあなたの知らない日本経済のカあなたの知らない日本経済のカあなたの知らない日本経済のカ
ラクリラクリラクリラクリ

岩本 沙弓∥著岩本 沙弓∥著岩本 沙弓∥著岩本 沙弓∥著 332.11332.11332.11332.11

るるぶケアンズ・ゴールドコースト　2014るるぶケアンズ・ゴールドコースト　2014るるぶケアンズ・ゴールドコースト　2014るるぶケアンズ・ゴールドコースト　2014

るるぶスイス　2014るるぶスイス　2014るるぶスイス　2014るるぶスイス　2014

るるぶフィンランド　2014るるぶフィンランド　2014るるぶフィンランド　2014るるぶフィンランド　2014

古事記及び日本書紀の研究古事記及び日本書紀の研究古事記及び日本書紀の研究古事記及び日本書紀の研究 津田 左右吉∥著津田 左右吉∥著津田 左右吉∥著津田 左右吉∥著 210.3210.3210.3210.3
ラクリラクリラクリラクリ

岩本 沙弓∥著岩本 沙弓∥著岩本 沙弓∥著岩本 沙弓∥著 332.11332.11332.11332.11



世界恐慌か国家破産か　パニッ世界恐慌か国家破産か　パニッ世界恐慌か国家破産か　パニッ世界恐慌か国家破産か　パニッ
ク編ク編ク編ク編

浅井 隆∥著浅井 隆∥著浅井 隆∥著浅井 隆∥著 333.6333.6333.6333.6
頭がいい子の図鑑の読み方・使頭がいい子の図鑑の読み方・使頭がいい子の図鑑の読み方・使頭がいい子の図鑑の読み方・使
い方い方い方い方

親野 智可等∥著親野 智可等∥著親野 智可等∥著親野 智可等∥著 379.9379.9379.9379.9

世界とつきあう心得世界とつきあう心得世界とつきあう心得世界とつきあう心得 植山 周一郎∥著植山 周一郎∥著植山 周一郎∥著植山 周一郎∥著 336.4336.4336.4336.4 ４７都道府県・伝統食百科４７都道府県・伝統食百科４７都道府県・伝統食百科４７都道府県・伝統食百科 成瀬／宇平∥著成瀬／宇平∥著成瀬／宇平∥著成瀬／宇平∥著 383.81383.81383.81383.81

在宅勤務(テレワーク)が会社を救在宅勤務(テレワーク)が会社を救在宅勤務(テレワーク)が会社を救在宅勤務(テレワーク)が会社を救
うううう

田澤 由利∥著田澤 由利∥著田澤 由利∥著田澤 由利∥著 336.4336.4336.4336.4
終活難民　あなたは誰に送っても終活難民　あなたは誰に送っても終活難民　あなたは誰に送っても終活難民　あなたは誰に送っても
らえますからえますからえますからえますか

星野 哲∥著星野 哲∥著星野 哲∥著星野 哲∥著 385.6385.6385.6385.6

会社では教えてくれない!頭のい会社では教えてくれない!頭のい会社では教えてくれない!頭のい会社では教えてくれない!頭のい
い片づけ術・捨てる術い片づけ術・捨てる術い片づけ術・捨てる術い片づけ術・捨てる術

本田 尚也∥著本田 尚也∥著本田 尚也∥著本田 尚也∥著 336.5336.5336.5336.5 文化の型研究のすすめ文化の型研究のすすめ文化の型研究のすすめ文化の型研究のすすめ 森 貞彦∥著森 貞彦∥著森 貞彦∥著森 貞彦∥著 389389389389

銀行問題の核心銀行問題の核心銀行問題の核心銀行問題の核心 江上 剛∥著江上 剛∥著江上 剛∥著江上 剛∥著 338.21338.21338.21338.21 自然科学自然科学自然科学自然科学

強欲の帝国　ウォール街に乗っ強欲の帝国　ウォール街に乗っ強欲の帝国　ウォール街に乗っ強欲の帝国　ウォール街に乗っ
取られたアメリカ取られたアメリカ取られたアメリカ取られたアメリカ

チャールズチャールズチャールズチャールズ
ファーガソン∥著ファーガソン∥著ファーガソン∥著ファーガソン∥著

338.25338.25338.25338.25
知っていますか?西洋科学者ゆ知っていますか?西洋科学者ゆ知っていますか?西洋科学者ゆ知っていますか?西洋科学者ゆ
かりの地IN JAPAN  PART1・2かりの地IN JAPAN  PART1・2かりの地IN JAPAN  PART1・2かりの地IN JAPAN  PART1・2

西條 敏美∥著西條 敏美∥著西條 敏美∥著西條 敏美∥著 402.3402.3402.3402.3

図解よくわかる地方税のしくみ図解よくわかる地方税のしくみ図解よくわかる地方税のしくみ図解よくわかる地方税のしくみ 柏木 恵∥著柏木 恵∥著柏木 恵∥著柏木 恵∥著 349.5349.5349.5349.5 空想科学読本  15空想科学読本  15空想科学読本  15空想科学読本  15 柳田 理科雄∥著柳田 理科雄∥著柳田 理科雄∥著柳田 理科雄∥著 404404404404

コミュニケーション学がわかるブッコミュニケーション学がわかるブッコミュニケーション学がわかるブッコミュニケーション学がわかるブッ
クガイドクガイドクガイドクガイド

東京経済大学コミュニ東京経済大学コミュニ東京経済大学コミュニ東京経済大学コミュニ
ケーション学部∥監修ケーション学部∥監修ケーション学部∥監修ケーション学部∥監修 361.45361.45361.45361.45 算数的思考法算数的思考法算数的思考法算数的思考法 坪田 耕三∥著坪田 耕三∥著坪田 耕三∥著坪田 耕三∥著 410.4410.4410.4410.4

古今東西ニッポン見聞録古今東西ニッポン見聞録古今東西ニッポン見聞録古今東西ニッポン見聞録 林 和利∥著林 和利∥著林 和利∥著林 和利∥著 361.5361.5361.5361.5 相対性理論相対性理論相対性理論相対性理論 佐藤 勝彦∥著佐藤 勝彦∥著佐藤 勝彦∥著佐藤 勝彦∥著 421.2421.2421.2421.2

社会保障便利事典　平成26年版社会保障便利事典　平成26年版社会保障便利事典　平成26年版社会保障便利事典　平成26年版
週刊社会保障編週刊社会保障編週刊社会保障編週刊社会保障編
集部∥編集部∥編集部∥編集部∥編

364364364364 星空ガイド  2014星空ガイド  2014星空ガイド  2014星空ガイド  2014
藤井 旭∥企画藤井 旭∥企画藤井 旭∥企画藤井 旭∥企画
構成構成構成構成

443.8443.8443.8443.8

会社でうつになったとき会社でうつになったとき会社でうつになったとき会社でうつになったとき 所 浩代∥著所 浩代∥著所 浩代∥著所 浩代∥著 366.14366.14366.14366.14 雲の図鑑雲の図鑑雲の図鑑雲の図鑑 岩槻 秀明∥著岩槻 秀明∥著岩槻 秀明∥著岩槻 秀明∥著 451.61451.61451.61451.61

菊池亜希子のおじゃまします菊池亜希子のおじゃまします菊池亜希子のおじゃまします菊池亜希子のおじゃまします 菊池 亜希子∥著菊池 亜希子∥著菊池 亜希子∥著菊池 亜希子∥著 366.29366.29366.29366.29 気候の文化史気候の文化史気候の文化史気候の文化史
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
ベーリンガー∥ベーリンガー∥ベーリンガー∥ベーリンガー∥
著著著著

451.85451.85451.85451.85

女のからだ　フェミニズム以後女のからだ　フェミニズム以後女のからだ　フェミニズム以後女のからだ　フェミニズム以後 荻野 美穂∥著荻野 美穂∥著荻野 美穂∥著荻野 美穂∥著 367.2367.2367.2367.2 高山に咲く花高山に咲く花高山に咲く花高山に咲く花
清水 建美∥編清水 建美∥編清水 建美∥編清水 建美∥編
解説解説解説解説

471.72471.72471.72471.72

ハウスワイフ2.0ハウスワイフ2.0ハウスワイフ2.0ハウスワイフ2.0
エミリー　マッエミリー　マッエミリー　マッエミリー　マッ
チャー∥著チャー∥著チャー∥著チャー∥著

367.25367.25367.25367.25 世界の奇妙な生き物図鑑世界の奇妙な生き物図鑑世界の奇妙な生き物図鑑世界の奇妙な生き物図鑑
サー　ピルキントサー　ピルキントサー　ピルキントサー　ピルキント
ン=スマイズ∥著ン=スマイズ∥著ン=スマイズ∥著ン=スマイズ∥著

480.4480.4480.4480.4

<老いがい>の時代<老いがい>の時代<老いがい>の時代<老いがい>の時代 天野 正子∥著天野 正子∥著天野 正子∥著天野 正子∥著 367.7367.7367.7367.7
超美麗イラスト図解世界の深海超美麗イラスト図解世界の深海超美麗イラスト図解世界の深海超美麗イラスト図解世界の深海
魚最驚50魚最驚50魚最驚50魚最驚50

北村 雄一∥著北村 雄一∥著北村 雄一∥著北村 雄一∥著 487.5487.5487.5487.5
魚最驚50魚最驚50魚最驚50魚最驚50

ビンボーになったらこうなった!ビンボーになったらこうなった!ビンボーになったらこうなった!ビンボーになったらこうなった! 橋本 玉泉∥著橋本 玉泉∥著橋本 玉泉∥著橋本 玉泉∥著 368.2368.2368.2368.2 野生イヌの百科野生イヌの百科野生イヌの百科野生イヌの百科 今泉 忠明∥著今泉 忠明∥著今泉 忠明∥著今泉 忠明∥著 489.56489.56489.56489.56

死刑のための殺人死刑のための殺人死刑のための殺人死刑のための殺人
読売新聞水戸支読売新聞水戸支読売新聞水戸支読売新聞水戸支
局取材班∥著局取材班∥著局取材班∥著局取材班∥著

368.61368.61368.61368.61 オオカミの謎オオカミの謎オオカミの謎オオカミの謎 桑原 康生∥著桑原 康生∥著桑原 康生∥著桑原 康生∥著 489.56489.56489.56489.56

謝るなら、いつでもおいで謝るなら、いつでもおいで謝るなら、いつでもおいで謝るなら、いつでもおいで 川名 壮志∥著川名 壮志∥著川名 壮志∥著川名 壮志∥著 368.71368.71368.71368.71
人体　ミクロの大冒険　60兆の細人体　ミクロの大冒険　60兆の細人体　ミクロの大冒険　60兆の細人体　ミクロの大冒険　60兆の細
胞が紡ぐ人生胞が紡ぐ人生胞が紡ぐ人生胞が紡ぐ人生

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∥著取材班∥著取材班∥著取材班∥著

491.3491.3491.3491.3

災害時の要介護者へのケア災害時の要介護者へのケア災害時の要介護者へのケア災害時の要介護者へのケア 後藤 真澄∥編集後藤 真澄∥編集後藤 真澄∥編集後藤 真澄∥編集 369369369369 オトコとオンナの説明書オトコとオンナの説明書オトコとオンナの説明書オトコとオンナの説明書 米山 公啓∥著米山 公啓∥著米山 公啓∥著米山 公啓∥著 491.37491.37491.37491.37

防災ピクニックが子どもを守る!防災ピクニックが子どもを守る!防災ピクニックが子どもを守る!防災ピクニックが子どもを守る!
MAMA PLUG∥MAMA PLUG∥MAMA PLUG∥MAMA PLUG∥
編　著編　著編　著編　著

369.3369.3369.3369.3 寄生虫なき病寄生虫なき病寄生虫なき病寄生虫なき病
モイセズ　ベラスモイセズ　ベラスモイセズ　ベラスモイセズ　ベラス
ケス=マノフ∥著ケス=マノフ∥著ケス=マノフ∥著ケス=マノフ∥著

491.9491.9491.9491.9

浪江のこころ通信浪江のこころ通信浪江のこころ通信浪江のこころ通信
浪江のこころプロジェクト実行委浪江のこころプロジェクト実行委浪江のこころプロジェクト実行委浪江のこころプロジェクト実行委
員会（浪江町・東北圏地域づくり員会（浪江町・東北圏地域づくり員会（浪江町・東北圏地域づくり員会（浪江町・東北圏地域づくり
コンソーシアム）コンソーシアム）コンソーシアム）コンソーシアム）

369.3369.3369.3369.3 タクティールケア入門タクティールケア入門タクティールケア入門タクティールケア入門
タクティールケア普及タクティールケア普及タクティールケア普及タクティールケア普及
を考える会∥編著を考える会∥編著を考える会∥編著を考える会∥編著 492492492492

シングルマザー生活便利帳シングルマザー生活便利帳シングルマザー生活便利帳シングルマザー生活便利帳 新川 てるえ∥著新川 てるえ∥著新川 てるえ∥著新川 てるえ∥著 369.41369.41369.41369.41
ちょっと心配な健康診断の数値ちょっと心配な健康診断の数値ちょっと心配な健康診断の数値ちょっと心配な健康診断の数値
がすぐにわかる本がすぐにわかる本がすぐにわかる本がすぐにわかる本

和田 高士∥監修和田 高士∥監修和田 高士∥監修和田 高士∥監修 492.1492.1492.1492.1

まるごとわかる保育園まるごとわかる保育園まるごとわかる保育園まるごとわかる保育園
カツヤマ ケイコカツヤマ ケイコカツヤマ ケイコカツヤマ ケイコ
∥著∥著∥著∥著

369.42369.42369.42369.42
誰もが分かる心療内科と精神科誰もが分かる心療内科と精神科誰もが分かる心療内科と精神科誰もが分かる心療内科と精神科
のお話しのお話しのお話しのお話し

熊井 三治∥著熊井 三治∥著熊井 三治∥著熊井 三治∥著 493.09493.09493.09493.09

学級担任のための外国人児童生学級担任のための外国人児童生学級担任のための外国人児童生学級担任のための外国人児童生
徒サポートマニュアル徒サポートマニュアル徒サポートマニュアル徒サポートマニュアル

臼井 智美∥著臼井 智美∥著臼井 智美∥著臼井 智美∥著 371.5371.5371.5371.5 アルツハイマー病を治せ!アルツハイマー病を治せ!アルツハイマー病を治せ!アルツハイマー病を治せ!
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∥著取材班∥著取材班∥著取材班∥著

493.76493.76493.76493.76

差別と教育と私差別と教育と私差別と教育と私差別と教育と私 上原 善広∥著上原 善広∥著上原 善広∥著上原 善広∥著 371.56371.56371.56371.56 認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防 山口 晴保∥著山口 晴保∥著山口 晴保∥著山口 晴保∥著 493.76493.76493.76493.76

なぜか仕事がうまくいく教師の7なぜか仕事がうまくいく教師の7なぜか仕事がうまくいく教師の7なぜか仕事がうまくいく教師の7
つのルールつのルールつのルールつのルール

西川 純∥著西川 純∥著西川 純∥著西川 純∥著 374.3374.3374.3374.3 父という病父という病父という病父という病 岡田 尊司∥著岡田 尊司∥著岡田 尊司∥著岡田 尊司∥著 493.76493.76493.76493.76

小学4年生の世界平和小学4年生の世界平和小学4年生の世界平和小学4年生の世界平和
ジョン　ハンタージョン　ハンタージョン　ハンタージョン　ハンター
∥著∥著∥著∥著

375.3375.3375.3375.3 病の起源　うつ病と心臓病病の起源　うつ病と心臓病病の起源　うつ病と心臓病病の起源　うつ病と心臓病 NHK取材班∥著NHK取材班∥著NHK取材班∥著NHK取材班∥著 493.76493.76493.76493.76

学校珍百景学校珍百景学校珍百景学校珍百景 塩崎 義明∥編著塩崎 義明∥編著塩崎 義明∥編著塩崎 義明∥編著 376.2376.2376.2376.2 「抗がん剤は効かない」の罪「抗がん剤は効かない」の罪「抗がん剤は効かない」の罪「抗がん剤は効かない」の罪 勝俣 範之∥著勝俣 範之∥著勝俣 範之∥著勝俣 範之∥著 494.5494.5494.5494.5

発達障がいの幼児へのかかわり発達障がいの幼児へのかかわり発達障がいの幼児へのかかわり発達障がいの幼児へのかかわり 橋場 隆∥著橋場 隆∥著橋場 隆∥著橋場 隆∥著 378378378378
生まれてこないほうがいい命なん生まれてこないほうがいい命なん生まれてこないほうがいい命なん生まれてこないほうがいい命なん
てないてないてないてない

岩元 綾∥著岩元 綾∥著岩元 綾∥著岩元 綾∥著 495.6495.6495.6495.6

わかる!できる!おやこ手話じてんわかる!できる!おやこ手話じてんわかる!できる!おやこ手話じてんわかる!できる!おやこ手話じてん
全国早期支援研全国早期支援研全国早期支援研全国早期支援研
究協議会∥編究協議会∥編究協議会∥編究協議会∥編

378.28378.28378.28378.28
正しく理解して選ぶ視力矯正治正しく理解して選ぶ視力矯正治正しく理解して選ぶ視力矯正治正しく理解して選ぶ視力矯正治
療療療療

市川 一夫∥著市川 一夫∥著市川 一夫∥著市川 一夫∥著 496.42496.42496.42496.42わかる!できる!おやこ手話じてんわかる!できる!おやこ手話じてんわかる!できる!おやこ手話じてんわかる!できる!おやこ手話じてん
究協議会∥編究協議会∥編究協議会∥編究協議会∥編

378.28378.28378.28378.28
療療療療

市川 一夫∥著市川 一夫∥著市川 一夫∥著市川 一夫∥著 496.42496.42496.42496.42



超ヨガ超ヨガ超ヨガ超ヨガ 龍村 修∥著龍村 修∥著龍村 修∥著龍村 修∥著 498.34498.34498.34498.34 体に効く!おいしい!おからレシピ体に効く!おいしい!おからレシピ体に効く!おいしい!おからレシピ体に効く!おいしい!おからレシピ 井原 裕子∥著井原 裕子∥著井原 裕子∥著井原 裕子∥著 596.3596.3596.3596.3

孤独な死体孤独な死体孤独な死体孤独な死体 上野 正彦∥著上野 正彦∥著上野 正彦∥著上野 正彦∥著 498.9498.9498.9498.9 わが家の漬物革命わが家の漬物革命わが家の漬物革命わが家の漬物革命 大島 貞雄∥著大島 貞雄∥著大島 貞雄∥著大島 貞雄∥著 596.3596.3596.3596.3

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
オズボーンさん家(ち)のベジタブオズボーンさん家(ち)のベジタブオズボーンさん家(ち)のベジタブオズボーンさん家(ち)のベジタブ
ル食堂ル食堂ル食堂ル食堂

オズボーン未奈オズボーン未奈オズボーン未奈オズボーン未奈
子∥著子∥著子∥著子∥著

596.37596.37596.37596.37

技術・実用書技術・実用書技術・実用書技術・実用書
万能調味料!うま万能調味料!うま万能調味料!うま万能調味料!うま麴麴麴麴だれの発酵+だれの発酵+だれの発酵+だれの発酵+
干し野菜レシピ干し野菜レシピ干し野菜レシピ干し野菜レシピ

伏木 暢顕∥著伏木 暢顕∥著伏木 暢顕∥著伏木 暢顕∥著 596.37596.37596.37596.37

ホントにすごい!日本の科学技術ホントにすごい!日本の科学技術ホントにすごい!日本の科学技術ホントにすごい!日本の科学技術
図鑑図鑑図鑑図鑑

川口 友万∥監修川口 友万∥監修川口 友万∥監修川口 友万∥監修 502.1502.1502.1502.1 小さなシフォンケーキの本小さなシフォンケーキの本小さなシフォンケーキの本小さなシフォンケーキの本 鈴木 理恵子∥著鈴木 理恵子∥著鈴木 理恵子∥著鈴木 理恵子∥著 596.65596.65596.65596.65

リニア新幹線リニア新幹線リニア新幹線リニア新幹線 橋山 禮治郎∥著橋山 禮治郎∥著橋山 禮治郎∥著橋山 禮治郎∥著 516.86516.86516.86516.86 アメリカ郷土菓子アメリカ郷土菓子アメリカ郷土菓子アメリカ郷土菓子 原 亜樹子∥著原 亜樹子∥著原 亜樹子∥著原 亜樹子∥著 596.65596.65596.65596.65

新・女性のための運転術新・女性のための運転術新・女性のための運転術新・女性のための運転術 徳大寺 有恒∥著徳大寺 有恒∥著徳大寺 有恒∥著徳大寺 有恒∥著 537.8537.8537.8537.8
あっさりチーズケーキ クッキー スあっさりチーズケーキ クッキー スあっさりチーズケーキ クッキー スあっさりチーズケーキ クッキー ス
コーンの本コーンの本コーンの本コーンの本

藤澤 由紀∥著藤澤 由紀∥著藤澤 由紀∥著藤澤 由紀∥著 596.65596.65596.65596.65

クルマ運転術おさらいマニュアルクルマ運転術おさらいマニュアルクルマ運転術おさらいマニュアルクルマ運転術おさらいマニュアル
ペーパードライペーパードライペーパードライペーパードライ
バースクール∥監バースクール∥監バースクール∥監バースクール∥監
修修修修

537.8537.8537.8537.8
「きれい」が続く片づけのアイディ「きれい」が続く片づけのアイディ「きれい」が続く片づけのアイディ「きれい」が続く片づけのアイディ
ア&テクニックア&テクニックア&テクニックア&テクニック

吉島 智美∥著吉島 智美∥著吉島 智美∥著吉島 智美∥著 597.5597.5597.5597.5

反原発へのいやがらせ全記録反原発へのいやがらせ全記録反原発へのいやがらせ全記録反原発へのいやがらせ全記録 海渡 雄一∥編海渡 雄一∥編海渡 雄一∥編海渡 雄一∥編 543.5543.5543.5543.5
子供とペットとスッキリ暮らす掃除子供とペットとスッキリ暮らす掃除子供とペットとスッキリ暮らす掃除子供とペットとスッキリ暮らす掃除
術術術術

東 いづみ∥著東 いづみ∥著東 いづみ∥著東 いづみ∥著 597.9597.9597.9597.9

これからはじめるLINE基本&活用これからはじめるLINE基本&活用これからはじめるLINE基本&活用これからはじめるLINE基本&活用
ワザ公式ガイドワザ公式ガイドワザ公式ガイドワザ公式ガイド

コグレ マサト∥著コグレ マサト∥著コグレ マサト∥著コグレ マサト∥著 547.48547.48547.48547.48 産業産業産業産業

本気で5アンペア本気で5アンペア本気で5アンペア本気で5アンペア 斎藤 健一郎∥著斎藤 健一郎∥著斎藤 健一郎∥著斎藤 健一郎∥著 590.4590.4590.4590.4 百姓たちの水資源戦争百姓たちの水資源戦争百姓たちの水資源戦争百姓たちの水資源戦争 渡辺 尚志∥著渡辺 尚志∥著渡辺 尚志∥著渡辺 尚志∥著 611.29611.29611.29611.29

594594594594 食べたくなる旬の野菜食べたくなる旬の野菜食べたくなる旬の野菜食べたくなる旬の野菜 杉本 晃章∥監修杉本 晃章∥監修杉本 晃章∥監修杉本 晃章∥監修 626626626626

かわいい組ひもの教科書かわいい組ひもの教科書かわいい組ひもの教科書かわいい組ひもの教科書 多田 牧子∥監修多田 牧子∥監修多田 牧子∥監修多田 牧子∥監修 594.4594.4594.4594.4
４７都道府県・地野菜／伝統野菜４７都道府県・地野菜／伝統野菜４７都道府県・地野菜／伝統野菜４７都道府県・地野菜／伝統野菜
百科百科百科百科

成瀬／宇平∥著成瀬／宇平∥著成瀬／宇平∥著成瀬／宇平∥著 626626626626

はじめての加賀ゆびぬきはじめての加賀ゆびぬきはじめての加賀ゆびぬきはじめての加賀ゆびぬき 大西 由紀子∥著大西 由紀子∥著大西 由紀子∥著大西 由紀子∥著 594.5594.5594.5594.5
ケイ山田のオールドローズあふれケイ山田のオールドローズあふれケイ山田のオールドローズあふれケイ山田のオールドローズあふれ
る庭づくりる庭づくりる庭づくりる庭づくり

ケイ山田∥著ケイ山田∥著ケイ山田∥著ケイ山田∥著 627.77627.77627.77627.77

ハワイアンキルトハワイアンキルトハワイアンキルトハワイアンキルト
藤原小百合アン藤原小百合アン藤原小百合アン藤原小百合アン
∥著∥著∥著∥著

594.9594.9594.9594.9 627.77627.77627.77627.77ようこそ、バラの咲くカフェへようこそ、バラの咲くカフェへようこそ、バラの咲くカフェへようこそ、バラの咲くカフェへ

季節のお飾りとかわいいお人形季節のお飾りとかわいいお人形季節のお飾りとかわいいお人形季節のお飾りとかわいいお人形

∥著∥著∥著∥著

とろみの料理帖とろみの料理帖とろみの料理帖とろみの料理帖 魚柄 仁之助∥著魚柄 仁之助∥著魚柄 仁之助∥著魚柄 仁之助∥著 596596596596 629.75629.75629.75629.75

いちばんよくわかる!基本の冷凍いちばんよくわかる!基本の冷凍いちばんよくわかる!基本の冷凍いちばんよくわかる!基本の冷凍
保存保存保存保存

学研パブリッシン学研パブリッシン学研パブリッシン学研パブリッシン
グ∥編グ∥編グ∥編グ∥編

596596596596 富岡製糸場と絹産業遺産群富岡製糸場と絹産業遺産群富岡製糸場と絹産業遺産群富岡製糸場と絹産業遺産群 今井 幹夫∥編著今井 幹夫∥編著今井 幹夫∥編著今井 幹夫∥編著 639.07639.07639.07639.07

家庭料理の超基本家庭料理の超基本家庭料理の超基本家庭料理の超基本 川上 文代∥著川上 文代∥著川上 文代∥著川上 文代∥著 596596596596 イベリコ豚を買いにイベリコ豚を買いにイベリコ豚を買いにイベリコ豚を買いに 野地 秩嘉∥著野地 秩嘉∥著野地 秩嘉∥著野地 秩嘉∥著 645.5645.5645.5645.5

簡単で“ほっと華やぐ”ふるまいレ簡単で“ほっと華やぐ”ふるまいレ簡単で“ほっと華やぐ”ふるまいレ簡単で“ほっと華やぐ”ふるまいレ
シピシピシピシピ

佐藤 絵里子∥著佐藤 絵里子∥著佐藤 絵里子∥著佐藤 絵里子∥著 596596596596
犬猫姉弟(きょうだい)センパイとコ犬猫姉弟(きょうだい)センパイとコ犬猫姉弟(きょうだい)センパイとコ犬猫姉弟(きょうだい)センパイとコ
ウハイウハイウハイウハイ

石黒 由紀子∥著石黒 由紀子∥著石黒 由紀子∥著石黒 由紀子∥著 645.6645.6645.6645.6

たれ・ソースの黄金比レシピ345たれ・ソースの黄金比レシピ345たれ・ソースの黄金比レシピ345たれ・ソースの黄金比レシピ345
主婦と生活社∥主婦と生活社∥主婦と生活社∥主婦と生活社∥
編編編編

596596596596 愛犬の病気百科愛犬の病気百科愛犬の病気百科愛犬の病気百科
愛犬の友編集部愛犬の友編集部愛犬の友編集部愛犬の友編集部
∥編∥編∥編∥編

645.66645.66645.66645.66

焼肉のたれレシピ焼肉のたれレシピ焼肉のたれレシピ焼肉のたれレシピ
主婦と生活社∥主婦と生活社∥主婦と生活社∥主婦と生活社∥
編編編編

596596596596 樹木の葉樹木の葉樹木の葉樹木の葉
林 将之∥解説林 将之∥解説林 将之∥解説林 将之∥解説
写真写真写真写真

653.2653.2653.2653.2

ラクうまごはんのコツラクうまごはんのコツラクうまごはんのコツラクうまごはんのコツ 瀬尾 幸子∥著瀬尾 幸子∥著瀬尾 幸子∥著瀬尾 幸子∥著 596596596596 ゲッコーとその仲間たちゲッコーとその仲間たちゲッコーとその仲間たちゲッコーとその仲間たち 海老沼 剛∥著海老沼 剛∥著海老沼 剛∥著海老沼 剛∥著 666.79666.79666.79666.79

谷島せい子のたのしいひとりごは谷島せい子のたのしいひとりごは谷島せい子のたのしいひとりごは谷島せい子のたのしいひとりごは
んんんん

谷島 せい子∥著谷島 せい子∥著谷島 せい子∥著谷島 せい子∥著 596596596596 祝いのカタチ祝いのカタチ祝いのカタチ祝いのカタチ
JPDA展覧会委員JPDA展覧会委員JPDA展覧会委員JPDA展覧会委員
会∥企画  編集会∥企画  編集会∥企画  編集会∥企画  編集

675.18675.18675.18675.18

わたしのとっておき朝ごはんわたしのとっておき朝ごはんわたしのとっておき朝ごはんわたしのとっておき朝ごはん
飛田 和緒∥ほか飛田 和緒∥ほか飛田 和緒∥ほか飛田 和緒∥ほか
著著著著

596596596596 すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる賠償額算定から民事・行政・刑事責任すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる賠償額算定から民事・行政・刑事責任すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる賠償額算定から民事・行政・刑事責任すぐに役立つ図解とQ&Aでわかる賠償額算定から民事・行政・刑事責任
の有無まで最新交通事故の法律とトラブル解決マニュアル128の有無まで最新交通事故の法律とトラブル解決マニュアル128の有無まで最新交通事故の法律とトラブル解決マニュアル128の有無まで最新交通事故の法律とトラブル解決マニュアル128 千葉 博∥監修千葉 博∥監修千葉 博∥監修千葉 博∥監修 681.3681.3681.3681.3

お鍋ひとつでごちそうポットロースお鍋ひとつでごちそうポットロースお鍋ひとつでごちそうポットロースお鍋ひとつでごちそうポットロース
トトトト

星谷 菜々∥著星谷 菜々∥著星谷 菜々∥著星谷 菜々∥著 596596596596
都営地下鉄・都電・都バスのひみ都営地下鉄・都電・都バスのひみ都営地下鉄・都電・都バスのひみ都営地下鉄・都電・都バスのひみ
つつつつ

PHP研究所∥編PHP研究所∥編PHP研究所∥編PHP研究所∥編 682.14682.14682.14682.14

syunkonカフェごはん  3syunkonカフェごはん  3syunkonカフェごはん  3syunkonカフェごはん  3 山本 ゆり∥著山本 ゆり∥著山本 ゆり∥著山本 ゆり∥著 596596596596 687.2687.2687.2687.2

ヤミーさん×カルディの輸入食材でヤミーさん×カルディの輸入食材でヤミーさん×カルディの輸入食材でヤミーさん×カルディの輸入食材で
作る簡単!おいしい!ごちそうレシピ作る簡単!おいしい!ごちそうレシピ作る簡単!おいしい!ごちそうレシピ作る簡単!おいしい!ごちそうレシピ

ヤミー∥著ヤミー∥著ヤミー∥著ヤミー∥著 596596596596
ディズニーおもてなしの神様が教ディズニーおもてなしの神様が教ディズニーおもてなしの神様が教ディズニーおもてなしの神様が教
えてくれたことえてくれたことえてくれたことえてくれたこと

鎌田 洋∥著鎌田 洋∥著鎌田 洋∥著鎌田 洋∥著 689.5689.5689.5689.5

基本の和食基本の和食基本の和食基本の和食
食のスタジオ∥食のスタジオ∥食のスタジオ∥食のスタジオ∥
著著著著

596.21596.21596.21596.21 芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ

こんなにかわいい!飾りずしこんなにかわいい!飾りずしこんなにかわいい!飾りずしこんなにかわいい!飾りずし 中西 しほり∥著中西 しほり∥著中西 しほり∥著中西 しほり∥著 596.21596.21596.21596.21 706.9706.9706.9706.9

アメリカン・アペタイザーアメリカン・アペタイザーアメリカン・アペタイザーアメリカン・アペタイザー
アンダーソン夏代アンダーソン夏代アンダーソン夏代アンダーソン夏代
∥著∥著∥著∥著

596.23596.23596.23596.23 709.1709.1709.1709.1

日本の美術館ベスト250完全案内日本の美術館ベスト250完全案内日本の美術館ベスト250完全案内日本の美術館ベスト250完全案内

国宝の地図帳国宝の地図帳国宝の地図帳国宝の地図帳

LCCのすべてLCCのすべてLCCのすべてLCCのすべて

ナチュラルガーデニングナチュラルガーデニングナチュラルガーデニングナチュラルガーデニング

アメリカン・アペタイザーアメリカン・アペタイザーアメリカン・アペタイザーアメリカン・アペタイザー
∥著∥著∥著∥著

596.23596.23596.23596.23 709.1709.1709.1709.1国宝の地図帳国宝の地図帳国宝の地図帳国宝の地図帳



名画に見る男のファッション名画に見る男のファッション名画に見る男のファッション名画に見る男のファッション 中野 京子∥著中野 京子∥著中野 京子∥著中野 京子∥著 723723723723 短歌ください  その2短歌ください  その2短歌ください  その2短歌ください  その2 穂村 弘∥著穂村 弘∥著穂村 弘∥著穂村 弘∥著 911.16911.16911.16911.16

ゴッホのひまわり全点謎解きの旅ゴッホのひまわり全点謎解きの旅ゴッホのひまわり全点謎解きの旅ゴッホのひまわり全点謎解きの旅 朽木 ゆり子∥著朽木 ゆり子∥著朽木 ゆり子∥著朽木 ゆり子∥著 723.36723.36723.36723.36 江戸の化物江戸の化物江戸の化物江戸の化物
アダム　カバットアダム　カバットアダム　カバットアダム　カバット
∥著∥著∥著∥著

913.57913.57913.57913.57

水彩画建物の描き方30のワザ水彩画建物の描き方30のワザ水彩画建物の描き方30のワザ水彩画建物の描き方30のワザ 高崎 尚昭∥著高崎 尚昭∥著高崎 尚昭∥著高崎 尚昭∥著 724.4724.4724.4724.4 二流の人  官兵衛と秀吉二流の人  官兵衛と秀吉二流の人  官兵衛と秀吉二流の人  官兵衛と秀吉 坂口 安吾∥著坂口 安吾∥著坂口 安吾∥著坂口 安吾∥著 913.6913.6913.6913.6

モミの木モミの木モミの木モミの木
ハンス　クリスチャンハンス　クリスチャンハンス　クリスチャンハンス　クリスチャン
アンデルセン∥作アンデルセン∥作アンデルセン∥作アンデルセン∥作 726.6726.6726.6726.6 アンネの日記アンネの日記アンネの日記アンネの日記

アンネ  フランクアンネ  フランクアンネ  フランクアンネ  フランク
∥著∥著∥著∥著

949.35949.35949.35949.35

アンを抱きしめて　村岡花子物語アンを抱きしめて　村岡花子物語アンを抱きしめて　村岡花子物語アンを抱きしめて　村岡花子物語
わたせ せいぞうわたせ せいぞうわたせ せいぞうわたせ せいぞう
∥絵∥絵∥絵∥絵

726.6726.6726.6726.6 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

726.7726.7726.7726.7 それからの納棺夫日記それからの納棺夫日記それからの納棺夫日記それからの納棺夫日記 青木 新門∥著青木 新門∥著青木 新門∥著青木 新門∥著 914.6914.6914.6914.6

こんな写真があったのか　幕末明こんな写真があったのか　幕末明こんな写真があったのか　幕末明こんな写真があったのか　幕末明
治の歴史風俗写真館治の歴史風俗写真館治の歴史風俗写真館治の歴史風俗写真館

石黒 敬章∥著石黒 敬章∥著石黒 敬章∥著石黒 敬章∥著 740.21740.21740.21740.21 私は私、これでよし私は私、これでよし私は私、これでよし私は私、これでよし 遠藤 周作∥著遠藤 周作∥著遠藤 周作∥著遠藤 周作∥著 914.6914.6914.6914.6

753753753753 不良になりました。不良になりました。不良になりました。不良になりました。 川上 弘美∥著川上 弘美∥著川上 弘美∥著川上 弘美∥著 914.6914.6914.6914.6

かんたん!かわいい!切り紙ブックかんたん!かわいい!切り紙ブックかんたん!かわいい!切り紙ブックかんたん!かわいい!切り紙ブック
いしかわ まりこ∥いしかわ まりこ∥いしかわ まりこ∥いしかわ まりこ∥
著著著著

754.9754.9754.9754.9 出好き、ネコ好き、私好き出好き、ネコ好き、私好き出好き、ネコ好き、私好き出好き、ネコ好き、私好き 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

暮らしを彩る実用折り紙暮らしを彩る実用折り紙暮らしを彩る実用折り紙暮らしを彩る実用折り紙 川村 晟∥著川村 晟∥著川村 晟∥著川村 晟∥著 754.9754.9754.9754.9 直木賞受賞エッセイ集成直木賞受賞エッセイ集成直木賞受賞エッセイ集成直木賞受賞エッセイ集成 文藝春秋∥編文藝春秋∥編文藝春秋∥編文藝春秋∥編 914.68914.68914.68914.68

ワンチャンスワンチャンスワンチャンスワンチャンス
ポール　ポッツ∥ポール　ポッツ∥ポール　ポッツ∥ポール　ポッツ∥
著著著著

762.33762.33762.33762.33 父の生きる父の生きる父の生きる父の生きる 伊藤 比呂美∥著伊藤 比呂美∥著伊藤 比呂美∥著伊藤 比呂美∥著 915.6915.6915.6915.6

初心者のためのドラム講座  2014初心者のためのドラム講座  2014初心者のためのドラム講座  2014初心者のためのドラム講座  2014
自由現代社編集自由現代社編集自由現代社編集自由現代社編集
部∥編著部∥編著部∥編著部∥編著

763.85763.85763.85763.85 小説（日本）小説（日本）小説（日本）小説（日本）

役者がわかる!演目がわかる!歌役者がわかる!演目がわかる!歌役者がわかる!演目がわかる!歌役者がわかる!演目がわかる!歌
舞伎入門舞伎入門舞伎入門舞伎入門

犬丸 治∥監修犬丸 治∥監修犬丸 治∥監修犬丸 治∥監修 774774774774 水族館の殺人水族館の殺人水族館の殺人水族館の殺人 青崎 有吾∥著青崎 有吾∥著青崎 有吾∥著青崎 有吾∥著 NNNN

世界とわたりあうために世界とわたりあうために世界とわたりあうために世界とわたりあうために 平田 オリザ∥著平田 オリザ∥著平田 オリザ∥著平田 オリザ∥著 775.1775.1775.1775.1 僕の巫女ばーちゃん?僕の巫女ばーちゃん?僕の巫女ばーちゃん?僕の巫女ばーちゃん? 葦原 青∥著葦原 青∥著葦原 青∥著葦原 青∥著 NNNN

一流の人はなぜ落語を聞くのか一流の人はなぜ落語を聞くのか一流の人はなぜ落語を聞くのか一流の人はなぜ落語を聞くのか 立川 談四楼∥著立川 談四楼∥著立川 談四楼∥著立川 談四楼∥著 779.13779.13779.13779.13 鏡よ、鏡鏡よ、鏡鏡よ、鏡鏡よ、鏡 飛鳥井 千砂∥著飛鳥井 千砂∥著飛鳥井 千砂∥著飛鳥井 千砂∥著 NNNN

ふくしまの夢、画用紙にのせてふくしまの夢、画用紙にのせてふくしまの夢、画用紙にのせてふくしまの夢、画用紙にのせて

藍と縮緬の手仕事と暮らし藍と縮緬の手仕事と暮らし藍と縮緬の手仕事と暮らし藍と縮緬の手仕事と暮らし

海外マラソンRunRun旅海外マラソンRunRun旅海外マラソンRunRun旅海外マラソンRunRun旅
たかぎ なおこ∥たかぎ なおこ∥たかぎ なおこ∥たかぎ なおこ∥
著著著著

782.3782.3782.3782.3 代償代償代償代償 伊岡 瞬∥著伊岡 瞬∥著伊岡 瞬∥著伊岡 瞬∥著 NNNN

山の天気リスクマネジメント山の天気リスクマネジメント山の天気リスクマネジメント山の天気リスクマネジメント 猪熊 隆之∥著猪熊 隆之∥著猪熊 隆之∥著猪熊 隆之∥著 786.1786.1786.1786.1 異国合戦異国合戦異国合戦異国合戦 岩井 三四二∥著岩井 三四二∥著岩井 三四二∥著岩井 三四二∥著 NNNN

単独行のTIPS100単独行のTIPS100単独行のTIPS100単独行のTIPS100 山と溪谷社ワンダーフォーゲル山と溪谷社ワンダーフォーゲル山と溪谷社ワンダーフォーゲル山と溪谷社ワンダーフォーゲル
編集部∥編編集部∥編編集部∥編編集部∥編 786.1786.1786.1786.1 ワンナイトワンナイトワンナイトワンナイト 大島 真寿美∥著大島 真寿美∥著大島 真寿美∥著大島 真寿美∥著 NNNN

言語言語言語言語 福家警部補の報告福家警部補の報告福家警部補の報告福家警部補の報告 大倉 崇裕∥著大倉 崇裕∥著大倉 崇裕∥著大倉 崇裕∥著 NNNN

地域活動・同窓会・サークル あ地域活動・同窓会・サークル あ地域活動・同窓会・サークル あ地域活動・同窓会・サークル あ
いさつ・司会進行の事典いさつ・司会進行の事典いさつ・司会進行の事典いさつ・司会進行の事典

すぴーち工房∥すぴーち工房∥すぴーち工房∥すぴーち工房∥
著著著著

809.4809.4809.4809.4 忘れ物が届きます忘れ物が届きます忘れ物が届きます忘れ物が届きます 大崎 梢∥著大崎 梢∥著大崎 梢∥著大崎 梢∥著 NNNN

朝日新聞校閲センター長が絶対に朝日新聞校閲センター長が絶対に朝日新聞校閲センター長が絶対に朝日新聞校閲センター長が絶対に
見逃さない間違えやすい日本語見逃さない間違えやすい日本語見逃さない間違えやすい日本語見逃さない間違えやすい日本語

前田 安正∥著前田 安正∥著前田 安正∥著前田 安正∥著 810.4810.4810.4810.4 歌川国芳猫づくし歌川国芳猫づくし歌川国芳猫づくし歌川国芳猫づくし 風野 真知雄∥著風野 真知雄∥著風野 真知雄∥著風野 真知雄∥著 NNNN

大切な人に使いたい美しい日本大切な人に使いたい美しい日本大切な人に使いたい美しい日本大切な人に使いたい美しい日本
語語語語

山下 景子∥著山下 景子∥著山下 景子∥著山下 景子∥著 810.4810.4810.4810.4 あしあとあしあとあしあとあしあと 勝目 梓∥著勝目 梓∥著勝目 梓∥著勝目 梓∥著 NNNN

辞書になった男辞書になった男辞書になった男辞書になった男 佐々木 健一∥著佐々木 健一∥著佐々木 健一∥著佐々木 健一∥著 813.1813.1813.1813.1 BurnBurnBurnBurn
加藤 シゲアキ∥加藤 シゲアキ∥加藤 シゲアキ∥加藤 シゲアキ∥
著著著著

NNNN

日本人の知らない日本一の国語日本人の知らない日本一の国語日本人の知らない日本一の国語日本人の知らない日本一の国語
辞典辞典辞典辞典

松井 栄一∥著松井 栄一∥著松井 栄一∥著松井 栄一∥著 813.1813.1813.1813.1 無縁旅人無縁旅人無縁旅人無縁旅人 香納 諒一∥著香納 諒一∥著香納 諒一∥著香納 諒一∥著 NNNN

文学文学文学文学 芥虫芥虫芥虫芥虫 桔梗 素子∥著桔梗 素子∥著桔梗 素子∥著桔梗 素子∥著 NNNN

910.26910.26910.26910.26 狐さんの恋結び狐さんの恋結び狐さんの恋結び狐さんの恋結び 北 夏輝∥著北 夏輝∥著北 夏輝∥著北 夏輝∥著 NNNN

作家の決断作家の決断作家の決断作家の決断 阿刀田 高∥編阿刀田 高∥編阿刀田 高∥編阿刀田 高∥編 910.26910.26910.26910.26 乗合船乗合船乗合船乗合船 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

流行作家は伊達じゃない流行作家は伊達じゃない流行作家は伊達じゃない流行作家は伊達じゃない 今野 敏∥著今野 敏∥著今野 敏∥著今野 敏∥著 910.27910.27910.27910.27
金を払うから素手で殴らせてくれ金を払うから素手で殴らせてくれ金を払うから素手で殴らせてくれ金を払うから素手で殴らせてくれ
ないか?ないか?ないか?ないか?

木下 古栗∥著木下 古栗∥著木下 古栗∥著木下 古栗∥著 NNNN

半自叙伝半自叙伝半自叙伝半自叙伝 古井 由吉∥著古井 由吉∥著古井 由吉∥著古井 由吉∥著 910.27910.27910.27910.27 ソナチネソナチネソナチネソナチネ 小池 真理子∥著小池 真理子∥著小池 真理子∥著小池 真理子∥著 NNNN

万葉歌みじかものがたり  9万葉歌みじかものがたり  9万葉歌みじかものがたり  9万葉歌みじかものがたり  9 中村 博∥著中村 博∥著中村 博∥著中村 博∥著 911.12911.12911.12911.12 馬琴綺伝馬琴綺伝馬琴綺伝馬琴綺伝 小谷野 敦∥著小谷野 敦∥著小谷野 敦∥著小谷野 敦∥著 NNNN

芥川賞・直木賞150回全記録芥川賞・直木賞150回全記録芥川賞・直木賞150回全記録芥川賞・直木賞150回全記録

万葉歌みじかものがたり  9万葉歌みじかものがたり  9万葉歌みじかものがたり  9万葉歌みじかものがたり  9 中村 博∥著中村 博∥著中村 博∥著中村 博∥著 911.12911.12911.12911.12 馬琴綺伝馬琴綺伝馬琴綺伝馬琴綺伝 小谷野 敦∥著小谷野 敦∥著小谷野 敦∥著小谷野 敦∥著 NNNN



さいごの毛布さいごの毛布さいごの毛布さいごの毛布 近藤 史恵∥著近藤 史恵∥著近藤 史恵∥著近藤 史恵∥著 NNNN ハルカの空ハルカの空ハルカの空ハルカの空 樋口 明雄∥著樋口 明雄∥著樋口 明雄∥著樋口 明雄∥著 NNNN

ただいまが、聞こえないただいまが、聞こえないただいまが、聞こえないただいまが、聞こえない 坂井 希久子∥著坂井 希久子∥著坂井 希久子∥著坂井 希久子∥著 NNNN 孤愁の赤椿孤愁の赤椿孤愁の赤椿孤愁の赤椿 平川 弥太郎∥著平川 弥太郎∥著平川 弥太郎∥著平川 弥太郎∥著 NNNN

逆流逆流逆流逆流 笹本 稜平∥著笹本 稜平∥著笹本 稜平∥著笹本 稜平∥著 NNNN 御命授天纏佐左目谷行御命授天纏佐左目谷行御命授天纏佐左目谷行御命授天纏佐左目谷行 日和 聡子∥著日和 聡子∥著日和 聡子∥著日和 聡子∥著 NNNN

盤上に散る盤上に散る盤上に散る盤上に散る 塩田 武士∥著塩田 武士∥著塩田 武士∥著塩田 武士∥著 NNNN 伴侶の偏差値伴侶の偏差値伴侶の偏差値伴侶の偏差値 深沢 潮∥著深沢 潮∥著深沢 潮∥著深沢 潮∥著 NNNN

星よりひそかに星よりひそかに星よりひそかに星よりひそかに 柴崎 友香∥著柴崎 友香∥著柴崎 友香∥著柴崎 友香∥著 NNNN バベルバベルバベルバベル 福田 和代∥著福田 和代∥著福田 和代∥著福田 和代∥著 NNNN

小説言の葉の庭小説言の葉の庭小説言の葉の庭小説言の葉の庭 新海 誠∥著新海 誠∥著新海 誠∥著新海 誠∥著 NNNN ファイナルガールファイナルガールファイナルガールファイナルガール 藤野 可織∥著藤野 可織∥著藤野 可織∥著藤野 可織∥著 NNNN

3年7組食物調理科3年7組食物調理科3年7組食物調理科3年7組食物調理科 須藤 靖貴∥著須藤 靖貴∥著須藤 靖貴∥著須藤 靖貴∥著 NNNN 池魚の殃(わざわい)池魚の殃(わざわい)池魚の殃(わざわい)池魚の殃(わざわい) 椹野 道流∥著椹野 道流∥著椹野 道流∥著椹野 道流∥著 NNNN

雰囲気探偵鬼鶫航雰囲気探偵鬼鶫航雰囲気探偵鬼鶫航雰囲気探偵鬼鶫航 高里 椎奈∥著高里 椎奈∥著高里 椎奈∥著高里 椎奈∥著 NNNN ケモノの城ケモノの城ケモノの城ケモノの城 誉田 哲也∥著誉田 哲也∥著誉田 哲也∥著誉田 哲也∥著 NNNN

寝相寝相寝相寝相 滝口 悠生∥著滝口 悠生∥著滝口 悠生∥著滝口 悠生∥著 NNNN 軍師官兵衛　2軍師官兵衛　2軍師官兵衛　2軍師官兵衛　2 前川 洋一∥作前川 洋一∥作前川 洋一∥作前川 洋一∥作 NNNN

タックスヘイヴンタックスヘイヴンタックスヘイヴンタックスヘイヴン 橘 玲∥著橘 玲∥著橘 玲∥著橘 玲∥著 NNNN ジェームズ・ボンドは来ないジェームズ・ボンドは来ないジェームズ・ボンドは来ないジェームズ・ボンドは来ない 松岡 圭祐∥著松岡 圭祐∥著松岡 圭祐∥著松岡 圭祐∥著 NNNN

甘いお菓子は食べません甘いお菓子は食べません甘いお菓子は食べません甘いお菓子は食べません 田中 兆子∥著田中 兆子∥著田中 兆子∥著田中 兆子∥著 NNNN ブレイクスルーブレイクスルーブレイクスルーブレイクスルー 松尾 健史∥著松尾 健史∥著松尾 健史∥著松尾 健史∥著 NNNN

加賀開港始末加賀開港始末加賀開港始末加賀開港始末 谷 甲州∥著谷 甲州∥著谷 甲州∥著谷 甲州∥著 NNNN 師父の遺言師父の遺言師父の遺言師父の遺言 松井 今朝子∥著松井 今朝子∥著松井 今朝子∥著松井 今朝子∥著 NNNN

夢巻夢巻夢巻夢巻 田丸 雅智∥著田丸 雅智∥著田丸 雅智∥著田丸 雅智∥著 NNNN 人生相談。人生相談。人生相談。人生相談。 真梨 幸子∥著真梨 幸子∥著真梨 幸子∥著真梨 幸子∥著 NNNN

猫の目犬の鼻猫の目犬の鼻猫の目犬の鼻猫の目犬の鼻 丹下 健太∥著丹下 健太∥著丹下 健太∥著丹下 健太∥著 NNNN シャッター通りの雪女シャッター通りの雪女シャッター通りの雪女シャッター通りの雪女 水生 大海∥著水生 大海∥著水生 大海∥著水生 大海∥著 NNNN

寂しい丘で狩りをする寂しい丘で狩りをする寂しい丘で狩りをする寂しい丘で狩りをする 辻原 登∥著辻原 登∥著辻原 登∥著辻原 登∥著 NNNN 貘の檻貘の檻貘の檻貘の檻 道尾 秀介∥著道尾 秀介∥著道尾 秀介∥著道尾 秀介∥著 NNNN

醒めながら見る夢醒めながら見る夢醒めながら見る夢醒めながら見る夢 辻 仁成∥著辻 仁成∥著辻 仁成∥著辻 仁成∥著 NNNN 女近江商人物語女近江商人物語女近江商人物語女近江商人物語 南 郁三∥著南 郁三∥著南 郁三∥著南 郁三∥著 NNNN

雪の鉄樹雪の鉄樹雪の鉄樹雪の鉄樹 遠田 潤子∥著遠田 潤子∥著遠田 潤子∥著遠田 潤子∥著 NNNN ヅカメン!ヅカメン!ヅカメン!ヅカメン! 宮津 大蔵∥著宮津 大蔵∥著宮津 大蔵∥著宮津 大蔵∥著 NNNN

房子という女房子という女房子という女房子という女 富樫 倫太郎∥著富樫 倫太郎∥著富樫 倫太郎∥著富樫 倫太郎∥著 NNNN マモンの審判マモンの審判マモンの審判マモンの審判 宮城 啓∥著宮城 啓∥著宮城 啓∥著宮城 啓∥著 NNNN

その名もエスペランサその名もエスペランサその名もエスペランサその名もエスペランサ 徳永 圭∥著徳永 圭∥著徳永 圭∥著徳永 圭∥著 NNNN 雨宿り雨宿り雨宿り雨宿り 宮本 紀子∥著宮本 紀子∥著宮本 紀子∥著宮本 紀子∥著 NNNN

ないたカラスないたカラスないたカラスないたカラス 中島 要∥著中島 要∥著中島 要∥著中島 要∥著 NNNN かまえ!ぼくたち剣士会かまえ!ぼくたち剣士会かまえ!ぼくたち剣士会かまえ!ぼくたち剣士会 向井 湘吾∥著向井 湘吾∥著向井 湘吾∥著向井 湘吾∥著 NNNN

冬空トランス冬空トランス冬空トランス冬空トランス 長沢 樹∥著長沢 樹∥著長沢 樹∥著長沢 樹∥著 NNNN ありふれた愛じゃないありふれた愛じゃないありふれた愛じゃないありふれた愛じゃない 村山 由佳∥著村山 由佳∥著村山 由佳∥著村山 由佳∥著 NNNN

ラン迷宮ラン迷宮ラン迷宮ラン迷宮 二階堂 黎人∥著二階堂 黎人∥著二階堂 黎人∥著二階堂 黎人∥著 NNNN 女のいない男たち女のいない男たち女のいない男たち女のいない男たち 村上 春樹∥著村上 春樹∥著村上 春樹∥著村上 春樹∥著 NNNN

終物語　下終物語　下終物語　下終物語　下 西尾 維新∥著西尾 維新∥著西尾 維新∥著西尾 維新∥著 NNNN COVEREDCOVEREDCOVEREDCOVERED 森 晶麿∥著森 晶麿∥著森 晶麿∥著森 晶麿∥著 NNNN

十津川警部日本縦断長篇ベスト選集十津川警部日本縦断長篇ベスト選集十津川警部日本縦断長篇ベスト選集十津川警部日本縦断長篇ベスト選集
35　超特急「つばめ号」殺人事件35　超特急「つばめ号」殺人事件35　超特急「つばめ号」殺人事件35　超特急「つばめ号」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 ただ一人の幻影ただ一人の幻影ただ一人の幻影ただ一人の幻影 森村 誠一∥著森村 誠一∥著森村 誠一∥著森村 誠一∥著 NNNN

空の如く海の如く空の如く海の如く空の如く海の如く空の如く海の如く 新田 純子∥著新田 純子∥著新田 純子∥著新田 純子∥著 NNNN 刑事の約束刑事の約束刑事の約束刑事の約束 薬丸 岳∥著薬丸 岳∥著薬丸 岳∥著薬丸 岳∥著 NNNN

私に似た人私に似た人私に似た人私に似た人 貫井 徳郎∥著貫井 徳郎∥著貫井 徳郎∥著貫井 徳郎∥著 NNNN 蔦屋蔦屋蔦屋蔦屋 谷津 矢車∥著谷津 矢車∥著谷津 矢車∥著谷津 矢車∥著 NNNN

楽園楽園楽園楽園 花房 観音∥著花房 観音∥著花房 観音∥著花房 観音∥著 NNNN イン・ザ・レインイン・ザ・レインイン・ザ・レインイン・ザ・レイン 山下 貴光∥著山下 貴光∥著山下 貴光∥著山下 貴光∥著 NNNN

紫匂う紫匂う紫匂う紫匂う 葉室 麟∥著葉室 麟∥著葉室 麟∥著葉室 麟∥著 NNNN ジンリキシャングリラジンリキシャングリラジンリキシャングリラジンリキシャングリラ 山本 幸久∥著山本 幸久∥著山本 幸久∥著山本 幸久∥著 NNNN

フェイバリット・ワンフェイバリット・ワンフェイバリット・ワンフェイバリット・ワン 林 真理子∥著林 真理子∥著林 真理子∥著林 真理子∥著 NNNN ひかりの魔女ひかりの魔女ひかりの魔女ひかりの魔女 山本 甲士∥著山本 甲士∥著山本 甲士∥著山本 甲士∥著 NNNN

神楽坂のマリエ神楽坂のマリエ神楽坂のマリエ神楽坂のマリエ 原 宏一∥著原 宏一∥著原 宏一∥著原 宏一∥著 NNNN まいない節まいない節まいない節まいない節 山本 一力∥著山本 一力∥著山本 一力∥著山本 一力∥著 NNNN神楽坂のマリエ神楽坂のマリエ神楽坂のマリエ神楽坂のマリエ 原 宏一∥著原 宏一∥著原 宏一∥著原 宏一∥著 NNNN まいない節まいない節まいない節まいない節 山本 一力∥著山本 一力∥著山本 一力∥著山本 一力∥著 NNNN



犬から聞いた素敵な話犬から聞いた素敵な話犬から聞いた素敵な話犬から聞いた素敵な話 山口 花∥著山口 花∥著山口 花∥著山口 花∥著 NNNN ショートショートの花束　6ショートショートの花束　6ショートショートの花束　6ショートショートの花束　6 阿刀田 高∥編阿刀田 高∥編阿刀田 高∥編阿刀田 高∥編 BNBNBNBN

紅けむり紅けむり紅けむり紅けむり 山本 一力∥著山本 一力∥著山本 一力∥著山本 一力∥著 NNNN 小説保険金詐欺小説保険金詐欺小説保険金詐欺小説保険金詐欺 今子 正義∥著今子 正義∥著今子 正義∥著今子 正義∥著 BNBNBNBN

僕の光輝く世界僕の光輝く世界僕の光輝く世界僕の光輝く世界 山本 弘∥著山本 弘∥著山本 弘∥著山本 弘∥著 NNNN
サイレント・ヴォイス　行動心理捜サイレント・ヴォイス　行動心理捜サイレント・ヴォイス　行動心理捜サイレント・ヴォイス　行動心理捜
査官・楯岡絵麻１査官・楯岡絵麻１査官・楯岡絵麻１査官・楯岡絵麻１

佐藤 青南∥著佐藤 青南∥著佐藤 青南∥著佐藤 青南∥著 BNBNBNBN

満願満願満願満願 米澤 穂信∥著米澤 穂信∥著米澤 穂信∥著米澤 穂信∥著 NNNN
ブラック・コール　行動心理捜査ブラック・コール　行動心理捜査ブラック・コール　行動心理捜査ブラック・コール　行動心理捜査
官・楯岡絵麻2官・楯岡絵麻2官・楯岡絵麻2官・楯岡絵麻2

佐藤 青南∥著佐藤 青南∥著佐藤 青南∥著佐藤 青南∥著 BNBNBNBN

迎え猫迎え猫迎え猫迎え猫 輪渡 颯介∥著輪渡 颯介∥著輪渡 颯介∥著輪渡 颯介∥著 NNNN とんずら屋請負帖　2　仇討とんずら屋請負帖　2　仇討とんずら屋請負帖　2　仇討とんずら屋請負帖　2　仇討 田牧 大和∥著田牧 大和∥著田牧 大和∥著田牧 大和∥著 BNBNBNBN

小説（外国）小説（外国）小説（外国）小説（外国） 貝紅　藍染袴お匙帖9貝紅　藍染袴お匙帖9貝紅　藍染袴お匙帖9貝紅　藍染袴お匙帖9 藤原 緋沙子∥著藤原 緋沙子∥著藤原 緋沙子∥著藤原 緋沙子∥著 BNBNBNBN

ピースピースピースピース
ジーン  ウルフ∥ジーン  ウルフ∥ジーン  ウルフ∥ジーン  ウルフ∥
著著著著

FFFF
夢見ていられる頃を過ぎ　少年陰夢見ていられる頃を過ぎ　少年陰夢見ていられる頃を過ぎ　少年陰夢見ていられる頃を過ぎ　少年陰
陽師41陽師41陽師41陽師41

結城 光流∥著結城 光流∥著結城 光流∥著結城 光流∥著 BNBNBNBN

霧の中の館霧の中の館霧の中の館霧の中の館 A.K.グリーン∥著A.K.グリーン∥著A.K.グリーン∥著A.K.グリーン∥著 FFFF 新・平家物語　4新・平家物語　4新・平家物語　4新・平家物語　4 吉川 英治∥著吉川 英治∥著吉川 英治∥著吉川 英治∥著 BNBNBNBN

アルグン川の右岸アルグン川の右岸アルグン川の右岸アルグン川の右岸 遅 子建∥著遅 子建∥著遅 子建∥著遅 子建∥著 FFFF 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）

フランス紀行フランス紀行フランス紀行フランス紀行
ブノワ  デュトゥルブノワ  デュトゥルブノワ  デュトゥルブノワ  デュトゥル
トル∥著トル∥著トル∥著トル∥著

FFFF 広報なとり　平成２５年総集編広報なとり　平成２５年総集編広報なとり　平成２５年総集編広報なとり　平成２５年総集編
名取市総務部総名取市総務部総名取市総務部総名取市総務部総
務課∥編務課∥編務課∥編務課∥編

G318.2G318.2G318.2G318.2

ヴィクラム・ラルの狭間の世界ヴィクラム・ラルの狭間の世界ヴィクラム・ラルの狭間の世界ヴィクラム・ラルの狭間の世界
M.G.ヴァッサンジM.G.ヴァッサンジM.G.ヴァッサンジM.G.ヴァッサンジ
∥著∥著∥著∥著

FFFF 宮城県統計年鑑 平成２５年版宮城県統計年鑑 平成２５年版宮城県統計年鑑 平成２５年版宮城県統計年鑑 平成２５年版
宮城県企画部統宮城県企画部統宮城県企画部統宮城県企画部統
計課∥編集計課∥編集計課∥編集計課∥編集

G351G351G351G351

この世界の女たちこの世界の女たちこの世界の女たちこの世界の女たち
アン  ビーティ∥アン  ビーティ∥アン  ビーティ∥アン  ビーティ∥
著著著著

FFFF
学校基本調査･学校保健統計調学校基本調査･学校保健統計調学校基本調査･学校保健統計調学校基本調査･学校保健統計調
査結果報告書　平成２５年度査結果報告書　平成２５年度査結果報告書　平成２５年度査結果報告書　平成２５年度

宮城県震災復興・企宮城県震災復興・企宮城県震災復興・企宮城県震災復興・企
画部統計課∥編画部統計課∥編画部統計課∥編画部統計課∥編

G370.5G370.5G370.5G370.5
9999

旋舞の千年都市　上下旋舞の千年都市　上下旋舞の千年都市　上下旋舞の千年都市　上下
イアン  マクドナイアン  マクドナイアン  マクドナイアン  マクドナ
ルド∥著ルド∥著ルド∥著ルド∥著

FFFF G379.1G379.1G379.1G379.1

アキレウスの歌アキレウスの歌アキレウスの歌アキレウスの歌
マデリン  ミラーマデリン  ミラーマデリン  ミラーマデリン  ミラー
∥著∥著∥著∥著

FFFF 郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料

ウィニー・ザ・プーウィニー・ザ・プーウィニー・ザ・プーウィニー・ザ・プー A.A.ミルン∥著A.A.ミルン∥著A.A.ミルン∥著A.A.ミルン∥著 FFFF ４０ねん４０ねん４０ねん４０ねん
みやぎ親子読書みやぎ親子読書みやぎ親子読書みやぎ親子読書
をすすめる会をすすめる会をすすめる会をすすめる会

M019M019M019M019

宮城県の生涯学習　平成２６年度宮城県の生涯学習　平成２６年度宮城県の生涯学習　平成２６年度宮城県の生涯学習　平成２６年度

をすすめる会をすすめる会をすすめる会をすすめる会

追放者の機略　上下追放者の機略　上下追放者の機略　上下追放者の機略　上下
マーセデス  ラッマーセデス  ラッマーセデス  ラッマーセデス  ラッ
キー∥著キー∥著キー∥著キー∥著

FFFF
蔵王町内遺跡発掘調査報告書蔵王町内遺跡発掘調査報告書蔵王町内遺跡発掘調査報告書蔵王町内遺跡発掘調査報告書
１１１１

宮城県刈田郡蔵王町宮城県刈田郡蔵王町宮城県刈田郡蔵王町宮城県刈田郡蔵王町
教育委員会∥編教育委員会∥編教育委員会∥編教育委員会∥編

M210.M210.M210.M210.
0254025402540254

バニヤンの木陰でバニヤンの木陰でバニヤンの木陰でバニヤンの木陰で
ヴァデイ  ラトヴァデイ  ラトヴァデイ  ラトヴァデイ  ラト
ナー∥著ナー∥著ナー∥著ナー∥著

FFFF 礒ヶ坂遺跡ほか礒ヶ坂遺跡ほか礒ヶ坂遺跡ほか礒ヶ坂遺跡ほか
宮城県刈田郡蔵王町宮城県刈田郡蔵王町宮城県刈田郡蔵王町宮城県刈田郡蔵王町
教育委員会∥編教育委員会∥編教育委員会∥編教育委員会∥編

M210.M210.M210.M210.
0254025402540254

ドリトル先生航海記ドリトル先生航海記ドリトル先生航海記ドリトル先生航海記
ヒュー  ロフティンヒュー  ロフティンヒュー  ロフティンヒュー  ロフティン
グ∥著グ∥著グ∥著グ∥著

FFFF 松尾芭蕉と仙台松尾芭蕉と仙台松尾芭蕉と仙台松尾芭蕉と仙台 梅津 保一∥著梅津 保一∥著梅津 保一∥著梅津 保一∥著
M210.M210.M210.M210.
5555

文庫文庫文庫文庫 仙台藩と華道仙台藩と華道仙台藩と華道仙台藩と華道 朴澤 一堂∥著朴澤 一堂∥著朴澤 一堂∥著朴澤 一堂∥著
M210.M210.M210.M210.
5555

空中庭園の魔術師　ロンドン警視空中庭園の魔術師　ロンドン警視空中庭園の魔術師　ロンドン警視空中庭園の魔術師　ロンドン警視
庁特殊犯罪課4庁特殊犯罪課4庁特殊犯罪課4庁特殊犯罪課4

ベン  アーロノベン  アーロノベン  アーロノベン  アーロノ
ヴィッチ∥著ヴィッチ∥著ヴィッチ∥著ヴィッチ∥著

BFBFBFBF
俺たちが地域を守り復興を果た俺たちが地域を守り復興を果た俺たちが地域を守り復興を果た俺たちが地域を守り復興を果た
す 3.11東日本大震災す 3.11東日本大震災す 3.11東日本大震災す 3.11東日本大震災

日刊建設工業新日刊建設工業新日刊建設工業新日刊建設工業新
聞社聞社聞社聞社

M369M369M369M369

パパ、ママ、あたしパパ、ママ、あたしパパ、ママ、あたしパパ、ママ、あたし
カーリン  イェルカーリン  イェルカーリン  イェルカーリン  イェル
ハルドセン∥著ハルドセン∥著ハルドセン∥著ハルドセン∥著

BFBFBFBF
東日本大震災  石巻専修大学東日本大震災  石巻専修大学東日本大震災  石巻専修大学東日本大震災  石巻専修大学
報告書　第３号報告書　第３号報告書　第３号報告書　第３号

石巻専修大学石巻専修大学石巻専修大学石巻専修大学
M369.M369.M369.M369.
31313131

宇宙戦争宇宙戦争宇宙戦争宇宙戦争
H.G.ウェルズ∥H.G.ウェルズ∥H.G.ウェルズ∥H.G.ウェルズ∥
著著著著

BFBFBFBF
東松島市  東日本大震災  記録東松島市  東日本大震災  記録東松島市  東日本大震災  記録東松島市  東日本大震災  記録
誌誌誌誌

宮城県東松島市宮城県東松島市宮城県東松島市宮城県東松島市
総務部総務課総務部総務課総務部総務課総務部総務課

M369.M369.M369.M369.
31313131

ミス・エルズワースと不機嫌な隣ミス・エルズワースと不機嫌な隣ミス・エルズワースと不機嫌な隣ミス・エルズワースと不機嫌な隣
人　幻想の英国年代記人　幻想の英国年代記人　幻想の英国年代記人　幻想の英国年代記

メアリ  ロビネットメアリ  ロビネットメアリ  ロビネットメアリ  ロビネット
コワル∥著コワル∥著コワル∥著コワル∥著

BFBFBFBF 東日本大震災と東北学院東日本大震災と東北学院東日本大震災と東北学院東日本大震災と東北学院 東北学院東日本大震災アーカイ東北学院東日本大震災アーカイ東北学院東日本大震災アーカイ東北学院東日本大震災アーカイ
ブプロジェクト委員会ブプロジェクト委員会ブプロジェクト委員会ブプロジェクト委員会 M370M370M370M370

外交特例外交特例外交特例外交特例
ロイス  マクマスターロイス  マクマスターロイス  マクマスターロイス  マクマスター
ビジョルド∥著ビジョルド∥著ビジョルド∥著ビジョルド∥著 BFBFBFBF 仙台市科学館研究報告　第23号仙台市科学館研究報告　第23号仙台市科学館研究報告　第23号仙台市科学館研究報告　第23号 仙台市科学館仙台市科学館仙台市科学館仙台市科学館 M406M406M406M406

スターターズスターターズスターターズスターターズ
リッサ  プライス∥リッサ  プライス∥リッサ  プライス∥リッサ  プライス∥
著著著著

BFBFBFBF
東北大学  東北メディカル・メガ東北大学  東北メディカル・メガ東北大学  東北メディカル・メガ東北大学  東北メディカル・メガ
バンク機構バンク機構バンク機構バンク機構

東北大学  東北メディ東北大学  東北メディ東北大学  東北メディ東北大学  東北メディ
カル・メガバンク機構カル・メガバンク機構カル・メガバンク機構カル・メガバンク機構 M490M490M490M490

ウィンターズ・テイル　上下ウィンターズ・テイル　上下ウィンターズ・テイル　上下ウィンターズ・テイル　上下
マーク  ヘルプリマーク  ヘルプリマーク  ヘルプリマーク  ヘルプリ
ン∥著ン∥著ン∥著ン∥著

BFBFBFBF
宮城県赤十字血液センター  東宮城県赤十字血液センター  東宮城県赤十字血液センター  東宮城県赤十字血液センター  東
日本大震災の記録日本大震災の記録日本大震災の記録日本大震災の記録

宮城県赤十字血宮城県赤十字血宮城県赤十字血宮城県赤十字血
液センター液センター液センター液センター

M492.M492.M492.M492.
2222

緋の収穫祭緋の収穫祭緋の収穫祭緋の収穫祭 S.J.ボルトン∥著S.J.ボルトン∥著S.J.ボルトン∥著S.J.ボルトン∥著 BFBFBFBF
仙台を創った「川」四ツ谷用水仙台を創った「川」四ツ谷用水仙台を創った「川」四ツ谷用水仙台を創った「川」四ツ谷用水
総集編総集編総集編総集編

佐藤／昭典∥著佐藤／昭典∥著佐藤／昭典∥著佐藤／昭典∥著
M517.M517.M517.M517.
2222

エリザベス王女の家庭教師エリザベス王女の家庭教師エリザベス王女の家庭教師エリザベス王女の家庭教師
スーザン  イーリアスーザン  イーリアスーザン  イーリアスーザン  イーリア
マクニール∥著マクニール∥著マクニール∥著マクニール∥著

BFBFBFBF もう一つの廣瀬川もう一つの廣瀬川もう一つの廣瀬川もう一つの廣瀬川 佐藤  昭典∥編佐藤  昭典∥編佐藤  昭典∥編佐藤  昭典∥編
M517.M517.M517.M517.
6666

誰の墓なの?誰の墓なの?誰の墓なの?誰の墓なの?
ジェイミー  メイスジェイミー  メイスジェイミー  メイスジェイミー  メイス
ン∥著ン∥著ン∥著ン∥著

BFBFBFBF
伊達政宗の夢  慶長遣欧使節と伊達政宗の夢  慶長遣欧使節と伊達政宗の夢  慶長遣欧使節と伊達政宗の夢  慶長遣欧使節と
南蛮文化南蛮文化南蛮文化南蛮文化

仙台市博物館仙台市博物館仙台市博物館仙台市博物館
M702.M702.M702.M702.
148148148148

鐘楼の蝙蝠鐘楼の蝙蝠鐘楼の蝙蝠鐘楼の蝙蝠
E.C.R.ロラック∥E.C.R.ロラック∥E.C.R.ロラック∥E.C.R.ロラック∥
著著著著

BFBFBFBF
生活を伝える被災地方言会話集　宮城生活を伝える被災地方言会話集　宮城生活を伝える被災地方言会話集　宮城生活を伝える被災地方言会話集　宮城
県気仙沼市・名取市の１００場面会話県気仙沼市・名取市の１００場面会話県気仙沼市・名取市の１００場面会話県気仙沼市・名取市の１００場面会話

東北大学方言研東北大学方言研東北大学方言研東北大学方言研
究センター究センター究センター究センター

M818M818M818M818鐘楼の蝙蝠鐘楼の蝙蝠鐘楼の蝙蝠鐘楼の蝙蝠
著著著著

BFBFBFBF 県気仙沼市・名取市の１００場面会話県気仙沼市・名取市の１００場面会話県気仙沼市・名取市の１００場面会話県気仙沼市・名取市の１００場面会話 究センター究センター究センター究センター
M818M818M818M818



夏の愛夏の愛夏の愛夏の愛 河野  真紀人河野  真紀人河野  真紀人河野  真紀人 M911M911M911M911 花びら姫とねこ魔女花びら姫とねこ魔女花びら姫とねこ魔女花びら姫とねこ魔女 朽木 祥∥作朽木 祥∥作朽木 祥∥作朽木 祥∥作 KNKNKNKN

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

白瑠璃の輝き白瑠璃の輝き白瑠璃の輝き白瑠璃の輝き 国元 アルカ∥作国元 アルカ∥作国元 アルカ∥作国元 アルカ∥作 KNKNKNKN

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） 裏庭にはニワ会長がいる!!　1・2裏庭にはニワ会長がいる!!　1・2裏庭にはニワ会長がいる!!　1・2裏庭にはニワ会長がいる!!　1・2 こぐれ 京∥作こぐれ 京∥作こぐれ 京∥作こぐれ 京∥作 KNKNKNKN

R344.1R344.1R344.1R344.1 きょうから飛べるよきょうから飛べるよきょうから飛べるよきょうから飛べるよ 小手鞠 るい∥作小手鞠 るい∥作小手鞠 るい∥作小手鞠 るい∥作 KNKNKNKN

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） ひつじ郵便局長のひみつひつじ郵便局長のひみつひつじ郵便局長のひみつひつじ郵便局長のひみつ 小手鞠 るい∥作小手鞠 るい∥作小手鞠 るい∥作小手鞠 るい∥作 KNKNKNKN

動物病院のマリー　3動物病院のマリー　3動物病院のマリー　3動物病院のマリー　3
タチアナ  ゲスタチアナ  ゲスタチアナ  ゲスタチアナ  ゲス
ラー∥著ラー∥著ラー∥著ラー∥著

KFKFKFKF
国語教科書にでてくる物語　1年国語教科書にでてくる物語　1年国語教科書にでてくる物語　1年国語教科書にでてくる物語　1年
生・2年生生・2年生生・2年生生・2年生

齋藤 孝∥編著齋藤 孝∥編著齋藤 孝∥編著齋藤 孝∥編著 KNKNKNKN

きえた犬のえきえた犬のえきえた犬のえきえた犬のえ
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

国語教科書にでてくる物語　3年国語教科書にでてくる物語　3年国語教科書にでてくる物語　3年国語教科書にでてくる物語　3年
生・4年生生・4年生生・4年生生・4年生

齋藤 孝∥編著齋藤 孝∥編著齋藤 孝∥編著齋藤 孝∥編著 KNKNKNKN

スヌーピーとしあわせの毛布スヌーピーとしあわせの毛布スヌーピーとしあわせの毛布スヌーピーとしあわせの毛布
チャールズ  M.チャールズ  M.チャールズ  M.チャールズ  M.
シュルツ∥作シュルツ∥作シュルツ∥作シュルツ∥作

KFKFKFKF
国語教科書にでてくる物語　5年国語教科書にでてくる物語　5年国語教科書にでてくる物語　5年国語教科書にでてくる物語　5年
生・6年生生・6年生生・6年生生・6年生

齋藤 孝∥編著齋藤 孝∥編著齋藤 孝∥編著齋藤 孝∥編著 KNKNKNKN

動物と話せる少女リリアーネ　ス動物と話せる少女リリアーネ　ス動物と話せる少女リリアーネ　ス動物と話せる少女リリアーネ　ス
ペシャル2ペシャル2ペシャル2ペシャル2

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 ネネとヨヨのもしもの魔法ネネとヨヨのもしもの魔法ネネとヨヨのもしもの魔法ネネとヨヨのもしもの魔法 白倉 由美∥著白倉 由美∥著白倉 由美∥著白倉 由美∥著 KNKNKNKN

SWITCH　5SWITCH　5SWITCH　5SWITCH　5
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 明日は海からやってくる明日は海からやってくる明日は海からやってくる明日は海からやってくる 杉本 りえ∥作杉本 りえ∥作杉本 りえ∥作杉本 りえ∥作 KNKNKNKN

ハイジ　1・2ハイジ　1・2ハイジ　1・2ハイジ　1・2
ヨハンナ  シュヨハンナ  シュヨハンナ  シュヨハンナ  シュ
ピーリ∥作ピーリ∥作ピーリ∥作ピーリ∥作

KFKFKFKF いっしょにアんべ!いっしょにアんべ!いっしょにアんべ!いっしょにアんべ! 高森 美由紀∥作高森 美由紀∥作高森 美由紀∥作高森 美由紀∥作 KNKNKNKN

クリスマス・キャロルクリスマス・キャロルクリスマス・キャロルクリスマス・キャロル
チャールズ  ディチャールズ  ディチャールズ  ディチャールズ  ディ
ケンズ∥作ケンズ∥作ケンズ∥作ケンズ∥作

KFKFKFKF 石の神石の神石の神石の神 田中 彩子∥作田中 彩子∥作田中 彩子∥作田中 彩子∥作 KNKNKNKN

魔使いの血魔使いの血魔使いの血魔使いの血
ジョゼフ  ディレイジョゼフ  ディレイジョゼフ  ディレイジョゼフ  ディレイ
ニー∥著ニー∥著ニー∥著ニー∥著

KFKFKFKF
パティシエ☆すばる ウエディングパティシエ☆すばる ウエディングパティシエ☆すばる ウエディングパティシエ☆すばる ウエディング
ケーキ大作戦!ケーキ大作戦!ケーキ大作戦!ケーキ大作戦!

つくも ようこ∥作つくも ようこ∥作つくも ようこ∥作つくも ようこ∥作 KNKNKNKN

ホビット　竜に奪われた王国ホビット　竜に奪われた王国ホビット　竜に奪われた王国ホビット　竜に奪われた王国
J.R.R.トールキンJ.R.R.トールキンJ.R.R.トールキンJ.R.R.トールキン
∥原作∥原作∥原作∥原作

KFKFKFKF ドラゴンとふたりのお姫さまドラゴンとふたりのお姫さまドラゴンとふたりのお姫さまドラゴンとふたりのお姫さま 名木田 恵子∥作名木田 恵子∥作名木田 恵子∥作名木田 恵子∥作 KNKNKNKN

ウサギのフローレンス　1ウサギのフローレンス　1ウサギのフローレンス　1ウサギのフローレンス　1
リス  ノートン∥原リス  ノートン∥原リス  ノートン∥原リス  ノートン∥原
作作作作

KFKFKFKF トリシアは魔法のお医者さん!!　7トリシアは魔法のお医者さん!!　7トリシアは魔法のお医者さん!!　7トリシアは魔法のお医者さん!!　7 南房 秀久∥作南房 秀久∥作南房 秀久∥作南房 秀久∥作 KNKNKNKN

会計検査のあらまし　平成25年会計検査のあらまし　平成25年会計検査のあらまし　平成25年会計検査のあらまし　平成25年

作作作作

フットボール・アカデミー　5フットボール・アカデミー　5フットボール・アカデミー　5フットボール・アカデミー　5
トム  パーマー∥トム  パーマー∥トム  パーマー∥トム  パーマー∥
作作作作

KFKFKFKF たっくんのあさがおたっくんのあさがおたっくんのあさがおたっくんのあさがお 西村 友里∥作西村 友里∥作西村 友里∥作西村 友里∥作 KNKNKNKN

ふたりは世界一!ふたりは世界一!ふたりは世界一!ふたりは世界一!
アンドレス  バルアンドレス  バルアンドレス  バルアンドレス  バル
バ∥作バ∥作バ∥作バ∥作

KFKFKFKF だれがアケル!?悪夢のトビラだれがアケル!?悪夢のトビラだれがアケル!?悪夢のトビラだれがアケル!?悪夢のトビラ
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

チャーリー、ただいま家出中チャーリー、ただいま家出中チャーリー、ただいま家出中チャーリー、ただいま家出中
ヒラリー  マッカイヒラリー  マッカイヒラリー  マッカイヒラリー  マッカイ
∥作∥作∥作∥作

KFKFKFKF だれがアケル!?魔のトビラだれがアケル!?魔のトビラだれがアケル!?魔のトビラだれがアケル!?魔のトビラ
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

ガフールの勇者たち　エピソードガフールの勇者たち　エピソードガフールの勇者たち　エピソードガフールの勇者たち　エピソード
0000

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 迷宮ケ丘　8丁目迷宮ケ丘　8丁目迷宮ケ丘　8丁目迷宮ケ丘　8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

ぼくらのミステリータウン　11ぼくらのミステリータウン　11ぼくらのミステリータウン　11ぼくらのミステリータウン　11 ロン  ロイ∥作ロン  ロイ∥作ロン  ロイ∥作ロン  ロイ∥作 KFKFKFKF 怪盗クイーンと魔界の陰陽師怪盗クイーンと魔界の陰陽師怪盗クイーンと魔界の陰陽師怪盗クイーンと魔界の陰陽師
はやみね かおるはやみね かおるはやみね かおるはやみね かおる
∥作∥作∥作∥作

KNKNKNKN

ゆいはぼくのおねえちゃんゆいはぼくのおねえちゃんゆいはぼくのおねえちゃんゆいはぼくのおねえちゃん 朝比奈 蓉子∥作朝比奈 蓉子∥作朝比奈 蓉子∥作朝比奈 蓉子∥作 KNKNKNKN 焼き上がり5分前!焼き上がり5分前!焼き上がり5分前!焼き上がり5分前! 星 はいり∥作星 はいり∥作星 はいり∥作星 はいり∥作 KNKNKNKN

コロボックル絵物語コロボックル絵物語コロボックル絵物語コロボックル絵物語 有川 浩∥作有川 浩∥作有川 浩∥作有川 浩∥作 KNKNKNKN 伝説のエンドーくん伝説のエンドーくん伝説のエンドーくん伝説のエンドーくん まはら 三桃∥著まはら 三桃∥著まはら 三桃∥著まはら 三桃∥著 KNKNKNKN

魔女カフェのしあわせメニュー魔女カフェのしあわせメニュー魔女カフェのしあわせメニュー魔女カフェのしあわせメニュー
あんびる やすこあんびる やすこあんびる やすこあんびる やすこ
∥作  絵∥作  絵∥作  絵∥作  絵

KNKNKNKN 時空をこえて魔鏡マジック時空をこえて魔鏡マジック時空をこえて魔鏡マジック時空をこえて魔鏡マジック 三田村 信行∥作三田村 信行∥作三田村 信行∥作三田村 信行∥作 KNKNKNKN

江戸川乱歩の「少年探偵団」大江戸川乱歩の「少年探偵団」大江戸川乱歩の「少年探偵団」大江戸川乱歩の「少年探偵団」大
研究　上下研究　上下研究　上下研究　上下

平井 憲太郎∥監平井 憲太郎∥監平井 憲太郎∥監平井 憲太郎∥監
修修修修

KNKNKNKN カアカアあひるとガアガアからすカアカアあひるとガアガアからすカアカアあひるとガアガアからすカアカアあひるとガアガアからす 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

瀬戸内海賊物語瀬戸内海賊物語瀬戸内海賊物語瀬戸内海賊物語 大森 研一∥原案大森 研一∥原案大森 研一∥原案大森 研一∥原案 KNKNKNKN なないろレインボウなないろレインボウなないろレインボウなないろレインボウ 宮下 恵茉∥著宮下 恵茉∥著宮下 恵茉∥著宮下 恵茉∥著 KNKNKNKN

怪談オウマガドキ学園　6・7怪談オウマガドキ学園　6・7怪談オウマガドキ学園　6・7怪談オウマガドキ学園　6・7
常光 徹∥責任編常光 徹∥責任編常光 徹∥責任編常光 徹∥責任編
集集集集

KNKNKNKN 銀河鉄道の夜銀河鉄道の夜銀河鉄道の夜銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥作宮沢 賢治∥作宮沢 賢治∥作宮沢 賢治∥作 KNKNKNKN

ふしぎなトラのトランクふしぎなトラのトランクふしぎなトラのトランクふしぎなトラのトランク 風木 一人∥作風木 一人∥作風木 一人∥作風木 一人∥作 KNKNKNKN かあさんのしっぽっぽかあさんのしっぽっぽかあさんのしっぽっぽかあさんのしっぽっぽ 村中 李衣∥作村中 李衣∥作村中 李衣∥作村中 李衣∥作 KNKNKNKN

魔女の宅急便　その4魔女の宅急便　その4魔女の宅急便　その4魔女の宅急便　その4 角野 栄子∥作角野 栄子∥作角野 栄子∥作角野 栄子∥作 KNKNKNKN
ノンキーとホンキーのカレーやさノンキーとホンキーのカレーやさノンキーとホンキーのカレーやさノンキーとホンキーのカレーやさ
んんんん

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

悪魔のピ・ポ・パ悪魔のピ・ポ・パ悪魔のピ・ポ・パ悪魔のピ・ポ・パ 川北 亮司∥作川北 亮司∥作川北 亮司∥作川北 亮司∥作 KNKNKNKN うらない★うららちゃん　1うらない★うららちゃん　1うらない★うららちゃん　1うらない★うららちゃん　1
もとした いづみもとした いづみもとした いづみもとした いづみ
∥作∥作∥作∥作

KNKNKNKN

あひるの手紙あひるの手紙あひるの手紙あひるの手紙 朽木 祥∥作朽木 祥∥作朽木 祥∥作朽木 祥∥作 KNKNKNKN 十二歳十二歳十二歳十二歳 椰月 美智子∥作椰月 美智子∥作椰月 美智子∥作椰月 美智子∥作 KNKNKNKNあひるの手紙あひるの手紙あひるの手紙あひるの手紙 朽木 祥∥作朽木 祥∥作朽木 祥∥作朽木 祥∥作 KNKNKNKN 十二歳十二歳十二歳十二歳 椰月 美智子∥作椰月 美智子∥作椰月 美智子∥作椰月 美智子∥作 KNKNKNKN



たまげばこのかいぶつたまげばこのかいぶつたまげばこのかいぶつたまげばこのかいぶつ
やまもと しょうぞうやまもと しょうぞうやまもと しょうぞうやまもと しょうぞう
∥作  絵∥作  絵∥作  絵∥作  絵

KNKNKNKN 楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑楽しく遊ぶ学ぶよのなかの図鑑 寺本 潔∥監修寺本 潔∥監修寺本 潔∥監修寺本 潔∥監修 K303.6K303.6K303.6K303.6

あしたへジャンプ!卓球部あしたへジャンプ!卓球部あしたへジャンプ!卓球部あしたへジャンプ!卓球部 横沢 彰∥作横沢 彰∥作横沢 彰∥作横沢 彰∥作 KNKNKNKN ニュース年鑑　2014ニュース年鑑　2014ニュース年鑑　2014ニュース年鑑　2014 池上 彰∥監修池上 彰∥監修池上 彰∥監修池上 彰∥監修 K304K304K304K304

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） 先生教えて!社会のギモン先生教えて!社会のギモン先生教えて!社会のギモン先生教えて!社会のギモン
金谷 俊一郎∥監金谷 俊一郎∥監金谷 俊一郎∥監金谷 俊一郎∥監
修修修修

K307K307K307K307

ビブリオバトルを楽しもうビブリオバトルを楽しもうビブリオバトルを楽しもうビブリオバトルを楽しもう 粕谷 亮美∥文粕谷 亮美∥文粕谷 亮美∥文粕谷 亮美∥文 K019.9K019.9K019.9K019.9 うさぎのヤスヒコ、憲法と出会ううさぎのヤスヒコ、憲法と出会ううさぎのヤスヒコ、憲法と出会ううさぎのヤスヒコ、憲法と出会う 西原 博史∥著西原 博史∥著西原 博史∥著西原 博史∥著
K323.1K323.1K323.1K323.1
4444

本屋さんのすべてがわかる本　2本屋さんのすべてがわかる本　2本屋さんのすべてがわかる本　2本屋さんのすべてがわかる本　2
～4～4～4～4

稲葉 茂勝∥文稲葉 茂勝∥文稲葉 茂勝∥文稲葉 茂勝∥文 K024K024K024K024 おさるのトーマス、刑法を知るおさるのトーマス、刑法を知るおさるのトーマス、刑法を知るおさるのトーマス、刑法を知る 仲道 祐樹∥著仲道 祐樹∥著仲道 祐樹∥著仲道 祐樹∥著 K326K326K326K326

新・どの本よもうかな?　日本編新・どの本よもうかな?　日本編新・どの本よもうかな?　日本編新・どの本よもうかな?　日本編
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

まんがと図解でわかる裁判の本まんがと図解でわかる裁判の本まんがと図解でわかる裁判の本まんがと図解でわかる裁判の本
1～61～61～61～6

山田 勝彦∥監修山田 勝彦∥監修山田 勝彦∥監修山田 勝彦∥監修 K327K327K327K327

kidsジャポニカkidsジャポニカkidsジャポニカkidsジャポニカ 尾木 直樹∥監修尾木 直樹∥監修尾木 直樹∥監修尾木 直樹∥監修 K031K031K031K031 ふえる人口へる人口ふえる人口へる人口ふえる人口へる人口ふえる人口へる人口 鬼頭 宏∥監修鬼頭 宏∥監修鬼頭 宏∥監修鬼頭 宏∥監修 K334.3K334.3K334.3K334.3

日本は世界で何番目?　１～4日本は世界で何番目?　１～4日本は世界で何番目?　１～4日本は世界で何番目?　１～4 藤田 千枝∥編藤田 千枝∥編藤田 千枝∥編藤田 千枝∥編 K031.5K031.5K031.5K031.5 起業家という生き方起業家という生き方起業家という生き方起業家という生き方 小堂 敏郎∥著小堂 敏郎∥著小堂 敏郎∥著小堂 敏郎∥著
K335.1K335.1K335.1K335.1
3333

こびと観察入門　1こびと観察入門　1こびと観察入門　1こびと観察入門　1
なばた としたかなばた としたかなばた としたかなばた としたか
∥さく∥さく∥さく∥さく

K049K049K049K049 コンサルティング会社図鑑コンサルティング会社図鑑コンサルティング会社図鑑コンサルティング会社図鑑
アビームコンサルアビームコンサルアビームコンサルアビームコンサル
ティング∥監修ティング∥監修ティング∥監修ティング∥監修

K336K336K336K336

K059K059K059K059 税ってなに?　1～4税ってなに?　1～4税ってなに?　1～4税ってなに?　1～4 三木 義一∥監修三木 義一∥監修三木 義一∥監修三木 義一∥監修 K345K345K345K345

ココロがみえる!?超オドロキ心理ココロがみえる!?超オドロキ心理ココロがみえる!?超オドロキ心理ココロがみえる!?超オドロキ心理
テストテストテストテスト

大上 和博∥作大上 和博∥作大上 和博∥作大上 和博∥作 K140K140K140K140 アサーション・トレーニング　1～3アサーション・トレーニング　1～3アサーション・トレーニング　1～3アサーション・トレーニング　1～3 鈴木 教夫∥編著鈴木 教夫∥編著鈴木 教夫∥編著鈴木 教夫∥編著
K361.4K361.4K361.4K361.4
54545454

世にも不思議すぎる怪事件ファイ世にも不思議すぎる怪事件ファイ世にも不思議すぎる怪事件ファイ世にも不思議すぎる怪事件ファイ
ルルルル

怪奇ミステリー探怪奇ミステリー探怪奇ミステリー探怪奇ミステリー探
偵団∥編偵団∥編偵団∥編偵団∥編

K147K147K147K147 教えて!先輩!!教えて!先輩!!教えて!先輩!!教えて!先輩!!
神戸新聞「週刊まな神戸新聞「週刊まな神戸新聞「週刊まな神戸新聞「週刊まな
びー」編集部∥編著びー」編集部∥編著びー」編集部∥編著びー」編集部∥編著

K366.2K366.2K366.2K366.2
9999

こどもたちへこどもたちへこどもたちへこどもたちへ まど みちお∥文まど みちお∥文まど みちお∥文まど みちお∥文 K159.5K159.5K159.5K159.5 世界の女性問題　1～3世界の女性問題　1～3世界の女性問題　1～3世界の女性問題　1～3 関橋 眞理∥著関橋 眞理∥著関橋 眞理∥著関橋 眞理∥著 K367.2K367.2K367.2K367.2

はじめての北欧神話はじめての北欧神話はじめての北欧神話はじめての北欧神話 菱木 晃子∥文菱木 晃子∥文菱木 晃子∥文菱木 晃子∥文
K164.3K164.3K164.3K164.3
8888

にげましょうにげましょうにげましょうにげましょう 河田 惠昭∥著河田 惠昭∥著河田 惠昭∥著河田 惠昭∥著 K369.3K369.3K369.3K369.3

K210.7K210.7K210.7K210.7
家族で学ぶ地震防災はじめの一家族で学ぶ地震防災はじめの一家族で学ぶ地震防災はじめの一家族で学ぶ地震防災はじめの一
歩歩歩歩

大木 聖子∥著大木 聖子∥著大木 聖子∥著大木 聖子∥著
K369.3K369.3K369.3K369.3
1111

朝日ジュニア学習年鑑　2014朝日ジュニア学習年鑑　2014朝日ジュニア学習年鑑　2014朝日ジュニア学習年鑑　2014

平和を考える戦争遺物　2～5平和を考える戦争遺物　2～5平和を考える戦争遺物　2～5平和を考える戦争遺物　2～5
歩歩歩歩 1111

わたしの沖縄戦　1～4わたしの沖縄戦　1～4わたしの沖縄戦　1～4わたしの沖縄戦　1～4 行田 稔彦∥著行田 稔彦∥著行田 稔彦∥著行田 稔彦∥著 K219.9K219.9K219.9K219.9 「あの日」から走り続けて「あの日」から走り続けて「あの日」から走り続けて「あの日」から走り続けて
かけあしの会∥かけあしの会∥かけあしの会∥かけあしの会∥
著著著著

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

古代インド　ナショナルジオグラ古代インド　ナショナルジオグラ古代インド　ナショナルジオグラ古代インド　ナショナルジオグラ
フィック考古学の探検フィック考古学の探検フィック考古学の探検フィック考古学の探検

アニタ  ダラル∥アニタ  ダラル∥アニタ  ダラル∥アニタ  ダラル∥
著著著著

K225.0K225.0K225.0K225.0
2222

教育者という生き方教育者という生き方教育者という生き方教育者という生き方 三井 綾子∥著三井 綾子∥著三井 綾子∥著三井 綾子∥著 K372.8K372.8K372.8K372.8

古代マヤ　ナショナルジオグラ古代マヤ　ナショナルジオグラ古代マヤ　ナショナルジオグラ古代マヤ　ナショナルジオグラ
フィック考古学の探検フィック考古学の探検フィック考古学の探検フィック考古学の探検

ナサニエル  ハリナサニエル  ハリナサニエル  ハリナサニエル  ハリ
ス∥著ス∥著ス∥著ス∥著

K256.0K256.0K256.0K256.0
3333

学校の道具事典　1～3学校の道具事典　1～3学校の道具事典　1～3学校の道具事典　1～3 横山 験也∥監修横山 験也∥監修横山 験也∥監修横山 験也∥監修 K374.7K374.7K374.7K374.7

北極点をめざした黒人探検家マ北極点をめざした黒人探検家マ北極点をめざした黒人探検家マ北極点をめざした黒人探検家マ
シュー・ヘンソンシュー・ヘンソンシュー・ヘンソンシュー・ヘンソン

キャロル  ボストンキャロル  ボストンキャロル  ボストンキャロル  ボストン
ウェザーフォード∥著ウェザーフォード∥著ウェザーフォード∥著ウェザーフォード∥著 K289.3K289.3K289.3K289.3 K378K378K378K378

ネルソン・マンデラネルソン・マンデラネルソン・マンデラネルソン・マンデラ
パム  ポラック∥パム  ポラック∥パム  ポラック∥パム  ポラック∥
著著著著

K289.3K289.3K289.3K289.3
都道府県別日本の伝統文化　1都道府県別日本の伝統文化　1都道府県別日本の伝統文化　1都道府県別日本の伝統文化　1
～6～6～6～6

国土社編集部∥国土社編集部∥国土社編集部∥国土社編集部∥
編編編編

K382.1K382.1K382.1K382.1

さがし絵で発見!世界の国ぐにさがし絵で発見!世界の国ぐにさがし絵で発見!世界の国ぐにさがし絵で発見!世界の国ぐに
11～1511～1511～1511～15

こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編 K290.8K290.8K290.8K290.8 熱帯の森の家族熱帯の森の家族熱帯の森の家族熱帯の森の家族 関野 吉晴∥著関野 吉晴∥著関野 吉晴∥著関野 吉晴∥著
K382.6K382.6K382.6K382.6
6666

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　1一周　1一周　1一周　1

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 極北の大地に住む極北の大地に住む極北の大地に住む極北の大地に住む 関野 吉晴∥著関野 吉晴∥著関野 吉晴∥著関野 吉晴∥著
K382.7K382.7K382.7K382.7
8888

日本地理データ年鑑　2014日本地理データ年鑑　2014日本地理データ年鑑　2014日本地理データ年鑑　2014 松田 博康∥監修松田 博康∥監修松田 博康∥監修松田 博康∥監修 K291K291K291K291 昭和の子ども生活絵図鑑昭和の子ども生活絵図鑑昭和の子ども生活絵図鑑昭和の子ども生活絵図鑑 奥成 達∥文奥成 達∥文奥成 達∥文奥成 達∥文 K384.5K384.5K384.5K384.5

事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学
旅行　沖縄旅行　沖縄旅行　沖縄旅行　沖縄

上原 靜∥監修上原 靜∥監修上原 靜∥監修上原 靜∥監修
K291.0K291.0K291.0K291.0
93939393

K384.5K384.5K384.5K384.5

事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学
旅行　長崎・福岡旅行　長崎・福岡旅行　長崎・福岡旅行　長崎・福岡

大石 一久∥監修大石 一久∥監修大石 一久∥監修大石 一久∥監修
K291.0K291.0K291.0K291.0
93939393

しっかり身につくマナー絵本しっかり身につくマナー絵本しっかり身につくマナー絵本しっかり身につくマナー絵本 汐見 稔幸∥監修汐見 稔幸∥監修汐見 稔幸∥監修汐見 稔幸∥監修 K385.9K385.9K385.9K385.9

事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学
旅行　奈良・大阪旅行　奈良・大阪旅行　奈良・大阪旅行　奈良・大阪

山田 邦和∥監修山田 邦和∥監修山田 邦和∥監修山田 邦和∥監修
K291.0K291.0K291.0K291.0
93939393

方言で語る日本昔話30選方言で語る日本昔話30選方言で語る日本昔話30選方言で語る日本昔話30選 稲田 和子∥文稲田 和子∥文稲田 和子∥文稲田 和子∥文 K388.1K388.1K388.1K388.1

事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学
旅行　京都旅行　京都旅行　京都旅行　京都

山田 邦和∥監修山田 邦和∥監修山田 邦和∥監修山田 邦和∥監修
K291.0K291.0K291.0K291.0
93939393

江戸時代の科学者　1～4江戸時代の科学者　1～4江戸時代の科学者　1～4江戸時代の科学者　1～4 西田 知己∥著西田 知己∥著西田 知己∥著西田 知己∥著
K402.1K402.1K402.1K402.1
05050505

事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学
旅行　日光・鎌倉旅行　日光・鎌倉旅行　日光・鎌倉旅行　日光・鎌倉

山本 博文∥監修山本 博文∥監修山本 博文∥監修山本 博文∥監修
K291.0K291.0K291.0K291.0
93939393

なぜなにはかせの理科クイズ　3なぜなにはかせの理科クイズ　3なぜなにはかせの理科クイズ　3なぜなにはかせの理科クイズ　3 多田 歩実∥著多田 歩実∥著多田 歩実∥著多田 歩実∥著 K404K404K404K404

事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学事前学習に役立つみんなの修学
旅行　東京旅行　東京旅行　東京旅行　東京

山本 博文∥監修山本 博文∥監修山本 博文∥監修山本 博文∥監修
K291.0K291.0K291.0K291.0
93939393

先生教えて!理科のギモン先生教えて!理科のギモン先生教えて!理科のギモン先生教えて!理科のギモン 野村 勇∥文野村 勇∥文野村 勇∥文野村 勇∥文 K404K404K404K404

K291.0K291.0K291.0K291.0
93939393

先生教えて!算数のギモン先生教えて!算数のギモン先生教えて!算数のギモン先生教えて!算数のギモン 河崎 雅人∥文河崎 雅人∥文河崎 雅人∥文河崎 雅人∥文 K410K410K410K410
事前学習に役立つみんなの修学旅行　事前・事後事前学習に役立つみんなの修学旅行　事前・事後事前学習に役立つみんなの修学旅行　事前・事後事前学習に役立つみんなの修学旅行　事前・事後
学習ガイド学習ガイド学習ガイド学習ガイド

新しい発達と障害を考える本　5・6新しい発達と障害を考える本　5・6新しい発達と障害を考える本　5・6新しい発達と障害を考える本　5・6

世界のともだち　4～12世界のともだち　4～12世界のともだち　4～12世界のともだち　4～12

93939393
先生教えて!算数のギモン先生教えて!算数のギモン先生教えて!算数のギモン先生教えて!算数のギモン 河崎 雅人∥文河崎 雅人∥文河崎 雅人∥文河崎 雅人∥文 K410K410K410K410

学習ガイド学習ガイド学習ガイド学習ガイド



わくわく数の世界の大冒険　入門わくわく数の世界の大冒険　入門わくわく数の世界の大冒険　入門わくわく数の世界の大冒険　入門 桜井 進∥著桜井 進∥著桜井 進∥著桜井 進∥著 K410K410K410K410 ニワシドリのひみつニワシドリのひみつニワシドリのひみつニワシドリのひみつ
鈴木 まもる∥文鈴木 まもる∥文鈴木 まもる∥文鈴木 まもる∥文
絵絵絵絵

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

算数が好きになる本算数が好きになる本算数が好きになる本算数が好きになる本 芳沢 光雄∥著芳沢 光雄∥著芳沢 光雄∥著芳沢 光雄∥著 K410K410K410K410 キタキツネのおかあさんキタキツネのおかあさんキタキツネのおかあさんキタキツネのおかあさん
竹田津 実∥文竹田津 実∥文竹田津 実∥文竹田津 実∥文
写真写真写真写真

K489.5K489.5K489.5K489.5
6666

熱と温度のひみつ熱と温度のひみつ熱と温度のひみつ熱と温度のひみつ 左巻 健男∥監修左巻 健男∥監修左巻 健男∥監修左巻 健男∥監修 K426K426K426K426 キタキツネのおとうさんキタキツネのおとうさんキタキツネのおとうさんキタキツネのおとうさん 竹田津 実∥文竹田津 実∥文竹田津 実∥文竹田津 実∥文
K489.5K489.5K489.5K489.5
6666

宇宙　ポプラディア大図鑑宇宙　ポプラディア大図鑑宇宙　ポプラディア大図鑑宇宙　ポプラディア大図鑑
WONDAWONDAWONDAWONDA

青木 和光∥監修青木 和光∥監修青木 和光∥監修青木 和光∥監修
K440.3K440.3K440.3K440.3
8888

ウマがうんこしたウマがうんこしたウマがうんこしたウマがうんこした
福田 幸広∥しゃ福田 幸広∥しゃ福田 幸広∥しゃ福田 幸広∥しゃ
しんしんしんしん

K489.8K489.8K489.8K489.8

1等星図鑑1等星図鑑1等星図鑑1等星図鑑 藤井 旭∥著藤井 旭∥著藤井 旭∥著藤井 旭∥著 K443K443K443K443 カリブーをさがす旅カリブーをさがす旅カリブーをさがす旅カリブーをさがす旅
前川 貴行∥文前川 貴行∥文前川 貴行∥文前川 貴行∥文
写真写真写真写真

K489.8K489.8K489.8K489.8
6666

星と星座をみつけよう星と星座をみつけよう星と星座をみつけよう星と星座をみつけよう 森 雅之∥著森 雅之∥著森 雅之∥著森 雅之∥著 K443K443K443K443 いのちつぐ「みとりびと」　5～8いのちつぐ「みとりびと」　5～8いのちつぐ「みとりびと」　5～8いのちつぐ「みとりびと」　5～8
國森 康弘∥写真國森 康弘∥写真國森 康弘∥写真國森 康弘∥写真
文文文文

K490.1K490.1K490.1K490.1
4444

時計がわかる本時計がわかる本時計がわかる本時計がわかる本 矢玉 四郎∥著矢玉 四郎∥著矢玉 四郎∥著矢玉 四郎∥著 K449.1K449.1K449.1K449.1 医師という生き方医師という生き方医師という生き方医師という生き方 茨木 保∥著茨木 保∥著茨木 保∥著茨木 保∥著
K490.2K490.2K490.2K490.2
8888

僕は46億歳。僕は46億歳。僕は46億歳。僕は46億歳。
豊田 充穂∥作豊田 充穂∥作豊田 充穂∥作豊田 充穂∥作
絵絵絵絵

K450K450K450K450 実験しよう!からだのなぞ　2・3実験しよう!からだのなぞ　2・3実験しよう!からだのなぞ　2・3実験しよう!からだのなぞ　2・3 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

見学!日本の大企業ウェザー見学!日本の大企業ウェザー見学!日本の大企業ウェザー見学!日本の大企業ウェザー
ニューズニューズニューズニューズ

こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編
さんさんさんさん

K451.2K451.2K451.2K451.2
やさしくわかる子どものための医やさしくわかる子どものための医やさしくわかる子どものための医やさしくわかる子どものための医
学人体のふしぎな話365学人体のふしぎな話365学人体のふしぎな話365学人体のふしぎな話365

坂井 建雄∥監修坂井 建雄∥監修坂井 建雄∥監修坂井 建雄∥監修 K491.3K491.3K491.3K491.3

巨大地震巨大地震巨大地震巨大地震
京都大学防災研京都大学防災研京都大学防災研京都大学防災研
究所∥著究所∥著究所∥著究所∥著

K453K453K453K453
人体　ポプラディア大図鑑人体　ポプラディア大図鑑人体　ポプラディア大図鑑人体　ポプラディア大図鑑
WONDAWONDAWONDAWONDA

坂井 建雄∥監修坂井 建雄∥監修坂井 建雄∥監修坂井 建雄∥監修 K491.3K491.3K491.3K491.3

地層ってなんだろう　1～3地層ってなんだろう　1～3地層ってなんだろう　1～3地層ってなんだろう　1～3 目代 邦康∥編著目代 邦康∥編著目代 邦康∥編著目代 邦康∥編著 K456K456K456K456 こころとしんぞうこころとしんぞうこころとしんぞうこころとしんぞう
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

K491.3K491.3K491.3K491.3
23232323

ヒートアイランドの虫たちヒートアイランドの虫たちヒートアイランドの虫たちヒートアイランドの虫たち
藤原 幸一∥写真藤原 幸一∥写真藤原 幸一∥写真藤原 幸一∥写真
文文文文

K468.1K468.1K468.1K468.1 熱中症熱中症熱中症熱中症 田中 英登∥監修田中 英登∥監修田中 英登∥監修田中 英登∥監修
K493.1K493.1K493.1K493.1
9999

原始人のくらしに大接近原始人のくらしに大接近原始人のくらしに大接近原始人のくらしに大接近
たかし よいち∥たかし よいち∥たかし よいち∥たかし よいち∥
作作作作

K469.2K469.2K469.2K469.2 食中毒食中毒食中毒食中毒 伊藤 武∥監修伊藤 武∥監修伊藤 武∥監修伊藤 武∥監修
K498.5K498.5K498.5K498.5
4444

身近な草花「雑草」のヒミツ身近な草花「雑草」のヒミツ身近な草花「雑草」のヒミツ身近な草花「雑草」のヒミツ 保谷 彰彦∥著保谷 彰彦∥著保谷 彰彦∥著保谷 彰彦∥著 K470K470K470K470 技術者という生き方技術者という生き方技術者という生き方技術者という生き方 上山 明博∥著上山 明博∥著上山 明博∥著上山 明博∥著 K502.1K502.1K502.1K502.1

きせきのお花畑きせきのお花畑きせきのお花畑きせきのお花畑 藤原 幸一∥著藤原 幸一∥著藤原 幸一∥著藤原 幸一∥著
K471.7K471.7K471.7K471.7
5555

企業内職人図鑑　2・3企業内職人図鑑　2・3企業内職人図鑑　2・3企業内職人図鑑　2・3 こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編 K502.1K502.1K502.1K502.1
5555

富士山のまりも富士山のまりも富士山のまりも富士山のまりも 亀田 良成∥文亀田 良成∥文亀田 良成∥文亀田 良成∥文
K474.2K474.2K474.2K474.2
6666

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

イネイネイネイネ 飯村 茂樹∥著飯村 茂樹∥著飯村 茂樹∥著飯村 茂樹∥著
K479.3K479.3K479.3K479.3
43434343

未来をつくるこれからのエコ企業未来をつくるこれからのエコ企業未来をつくるこれからのエコ企業未来をつくるこれからのエコ企業
3・43・43・43・4

孫 奈美∥編著孫 奈美∥編著孫 奈美∥編著孫 奈美∥編著
K519.1K519.1K519.1K519.1
3333

ぜんぶわかる!タンポポぜんぶわかる!タンポポぜんぶわかる!タンポポぜんぶわかる!タンポポ 岩間 史朗∥著岩間 史朗∥著岩間 史朗∥著岩間 史朗∥著
K479.9K479.9K479.9K479.9
95959595

見学!日本の大企業コマツ見学!日本の大企業コマツ見学!日本の大企業コマツ見学!日本の大企業コマツ
こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編
さんさんさんさん

K530.6K530.6K530.6K530.6
7777

にわのかいじゅうファイルにわのかいじゅうファイルにわのかいじゅうファイルにわのかいじゅうファイル 松橋 利光∥著松橋 利光∥著松橋 利光∥著松橋 利光∥著 K480K480K480K480 見学!日本の大企業ニコン見学!日本の大企業ニコン見学!日本の大企業ニコン見学!日本の大企業ニコン
こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編
さんさんさんさん

K535.8K535.8K535.8K535.8
5555

動物園のひみつ動物園のひみつ動物園のひみつ動物園のひみつ 森 由民∥著森 由民∥著森 由民∥著森 由民∥著
K480.7K480.7K480.7K480.7
6666

のりもの2000のりもの2000のりもの2000のりもの2000
小賀野 実∥監修小賀野 実∥監修小賀野 実∥監修小賀野 実∥監修
写真写真写真写真

K536K536K536K536

食べて始まる食卓のホネ探検食べて始まる食卓のホネ探検食べて始まる食卓のホネ探検食べて始まる食卓のホネ探検 盛口 満∥文  絵盛口 満∥文  絵盛口 満∥文  絵盛口 満∥文  絵
K481.1K481.1K481.1K481.1
6666

はたらく車のしくみ・はたらき・できはたらく車のしくみ・はたらき・できはたらく車のしくみ・はたらき・できはたらく車のしくみ・はたらき・でき
るまで　2～5るまで　2～5るまで　2～5るまで　2～5

こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編
著著著著

K537.9K537.9K537.9K537.9

虹色いきもの図鑑虹色いきもの図鑑虹色いきもの図鑑虹色いきもの図鑑 齋藤 槇∥文  絵齋藤 槇∥文  絵齋藤 槇∥文  絵齋藤 槇∥文  絵
K481.1K481.1K481.1K481.1
8888

空をとぶ飛行機空をとぶ飛行機空をとぶ飛行機空をとぶ飛行機 飛田 翔∥監修飛田 翔∥監修飛田 翔∥監修飛田 翔∥監修 K538.6K538.6K538.6K538.6

動物のちえ　3～5動物のちえ　3～5動物のちえ　3～5動物のちえ　3～5 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 宇宙の生活大研究宇宙の生活大研究宇宙の生活大研究宇宙の生活大研究 渡辺 勝巳∥監修渡辺 勝巳∥監修渡辺 勝巳∥監修渡辺 勝巳∥監修 K538.9K538.9K538.9K538.9

動物たちのビックリ事件簿　1～4動物たちのビックリ事件簿　1～4動物たちのビックリ事件簿　1～4動物たちのビックリ事件簿　1～4
宮崎 学∥写真宮崎 学∥写真宮崎 学∥写真宮崎 学∥写真
文文文文

K481.7K481.7K481.7K481.7 気をつけよう!SNS　1～3気をつけよう!SNS　1～3気をつけよう!SNS　1～3気をつけよう!SNS　1～3 小寺 信良∥著小寺 信良∥著小寺 信良∥著小寺 信良∥著
K547.4K547.4K547.4K547.4
833833833833

クラゲの秘密クラゲの秘密クラゲの秘密クラゲの秘密 三宅 裕志∥著三宅 裕志∥著三宅 裕志∥著三宅 裕志∥著
K483.3K483.3K483.3K483.3
3333

見学!日本の大企業キッコーマン見学!日本の大企業キッコーマン見学!日本の大企業キッコーマン見学!日本の大企業キッコーマン
こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編
さんさんさんさん

K588.6K588.6K588.6K588.6

伝説のイカ宿命の闘い伝説のイカ宿命の闘い伝説のイカ宿命の闘い伝説のイカ宿命の闘い
NHKスペシャル深海プNHKスペシャル深海プNHKスペシャル深海プNHKスペシャル深海プ
ロジェクト取材班∥編ロジェクト取材班∥編ロジェクト取材班∥編ロジェクト取材班∥編 K484.7K484.7K484.7K484.7 見学!日本の大企業コクヨ見学!日本の大企業コクヨ見学!日本の大企業コクヨ見学!日本の大企業コクヨ

こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編
さんさんさんさん

K589.7K589.7K589.7K589.7
3333

調べよう!身近な害虫図鑑  1～3調べよう!身近な害虫図鑑  1～3調べよう!身近な害虫図鑑  1～3調べよう!身近な害虫図鑑  1～3 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
はじめの一歩あみもの&ぬいものはじめの一歩あみもの&ぬいものはじめの一歩あみもの&ぬいものはじめの一歩あみもの&ぬいもの
できた!できた!できた!できた!

のむら まりあ∥のむら まりあ∥のむら まりあ∥のむら まりあ∥
著著著著

K594K594K594K594

両生類・爬虫類　ポプラディア大両生類・爬虫類　ポプラディア大両生類・爬虫類　ポプラディア大両生類・爬虫類　ポプラディア大
図鑑WONDA図鑑WONDA図鑑WONDA図鑑WONDA

森 哲∥監修森 哲∥監修森 哲∥監修森 哲∥監修 K487.8K487.8K487.8K487.8 和食のすべてがわかる本　1～4和食のすべてがわかる本　1～4和食のすべてがわかる本　1～4和食のすべてがわかる本　1～4 服部 幸應∥監修服部 幸應∥監修服部 幸應∥監修服部 幸應∥監修
K596.2K596.2K596.2K596.2
1111

鳥　ポプラディア大図鑑WONDA鳥　ポプラディア大図鑑WONDA鳥　ポプラディア大図鑑WONDA鳥　ポプラディア大図鑑WONDA 川上 和人∥監修川上 和人∥監修川上 和人∥監修川上 和人∥監修
K488.0K488.0K488.0K488.0
38383838

坂本廣子のつくろう!食べよう!行坂本廣子のつくろう!食べよう!行坂本廣子のつくろう!食べよう!行坂本廣子のつくろう!食べよう!行
事食　2・3事食　2・3事食　2・3事食　2・3

坂本 廣子∥著坂本 廣子∥著坂本 廣子∥著坂本 廣子∥著 K596.4K596.4K596.4K596.4

ヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナ
江口 欣照∥写真江口 欣照∥写真江口 欣照∥写真江口 欣照∥写真
と文と文と文と文

K488.5K488.5K488.5K488.5
ルルとララのかわいいデザートレルルとララのかわいいデザートレルルとララのかわいいデザートレルルとララのかわいいデザートレ
シピシピシピシピ

あんびる やすこあんびる やすこあんびる やすこあんびる やすこ
∥監修∥監修∥監修∥監修

K596.6K596.6K596.6K596.6
5555

町工場の底力　3・4町工場の底力　3・4町工場の底力　3・4町工場の底力　3・4

ヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナヤンバルクイナ
と文と文と文と文

K488.5K488.5K488.5K488.5
シピシピシピシピ ∥監修∥監修∥監修∥監修 5555



つくって楽しい!世界のスイーツつくって楽しい!世界のスイーツつくって楽しい!世界のスイーツつくって楽しい!世界のスイーツ
4444

宮沢 うらら∥著宮沢 うらら∥著宮沢 うらら∥著宮沢 うらら∥著
K596.6K596.6K596.6K596.6
5555

ことばのゆらい図鑑　1・2ことばのゆらい図鑑　1・2ことばのゆらい図鑑　1・2ことばのゆらい図鑑　1・2
ヒサ クニヒコ∥文ヒサ クニヒコ∥文ヒサ クニヒコ∥文ヒサ クニヒコ∥文
と絵と絵と絵と絵

K814.4K814.4K814.4K814.4

ごたっ子の田んぼごたっ子の田んぼごたっ子の田んぼごたっ子の田んぼ 西村 豊∥著西村 豊∥著西村 豊∥著西村 豊∥著 K616.2K616.2K616.2K616.2
47都道府県方言キャラ絵本　東47都道府県方言キャラ絵本　東47都道府県方言キャラ絵本　東47都道府県方言キャラ絵本　東
日本日本日本日本

たかい よしかずたかい よしかずたかい よしかずたかい よしかず
∥作  絵∥作  絵∥作  絵∥作  絵

K818K818K818K818

世界の不思議な野菜世界の不思議な野菜世界の不思議な野菜世界の不思議な野菜 湯浅 浩史∥著湯浅 浩史∥著湯浅 浩史∥著湯浅 浩史∥著 K626K626K626K626
47都道府県方言キャラ絵本　西47都道府県方言キャラ絵本　西47都道府県方言キャラ絵本　西47都道府県方言キャラ絵本　西
日本日本日本日本

たかい よしかずたかい よしかずたかい よしかずたかい よしかず
∥作  絵∥作  絵∥作  絵∥作  絵

K818K818K818K818

捨て犬・未来と捨てネコ・未来捨て犬・未来と捨てネコ・未来捨て犬・未来と捨てネコ・未来捨て犬・未来と捨てネコ・未来 今西 乃子∥著今西 乃子∥著今西 乃子∥著今西 乃子∥著 K645.6K645.6K645.6K645.6
絵といっしょに読む国語の絵本絵といっしょに読む国語の絵本絵といっしょに読む国語の絵本絵といっしょに読む国語の絵本
5・65・65・65・6

坪内 稔典∥監修坪内 稔典∥監修坪内 稔典∥監修坪内 稔典∥監修 K910K910K910K910

K666.8K666.8K666.8K666.8
枕草子　清少納言のかがやいた枕草子　清少納言のかがやいた枕草子　清少納言のかがやいた枕草子　清少納言のかがやいた
日々日々日々日々

清少納言∥原作清少納言∥原作清少納言∥原作清少納言∥原作 K914.3K914.3K914.3K914.3

商店街へGO!　1～3商店街へGO!　1～3商店街へGO!　1～3商店街へGO!　1～3
鈴木出版編集部商店鈴木出版編集部商店鈴木出版編集部商店鈴木出版編集部商店
街研究会∥編街研究会∥編街研究会∥編街研究会∥編 K673.7K673.7K673.7K673.7

「おもてなし」の大研究「おもてなし」の大研究「おもてなし」の大研究「おもてなし」の大研究 柴崎 直人∥監修柴崎 直人∥監修柴崎 直人∥監修柴崎 直人∥監修 K673.9K673.9K673.9K673.9 ネルソン・マンデラネルソン・マンデラネルソン・マンデラネルソン・マンデラ
カディール  ネルカディール  ネルカディール  ネルカディール  ネル
ソン∥作  絵ソン∥作  絵ソン∥作  絵ソン∥作  絵

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

名探偵コナンの探偵入門名探偵コナンの探偵入門名探偵コナンの探偵入門名探偵コナンの探偵入門 青山 剛昌∥原作青山 剛昌∥原作青山 剛昌∥原作青山 剛昌∥原作
K673.9K673.9K673.9K673.9
3333

たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ 植村 利夫∥文植村 利夫∥文植村 利夫∥文植村 利夫∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

あのヒット商品はこうして生まれあのヒット商品はこうして生まれあのヒット商品はこうして生まれあのヒット商品はこうして生まれ
た!　1～3た!　1～3た!　1～3た!　1～3

エスプレ∥編著エスプレ∥編著エスプレ∥編著エスプレ∥編著 K675.3K675.3K675.3K675.3 どきどきとっきゅうどきどきとっきゅうどきどきとっきゅうどきどきとっきゅう
きむら ゆういち∥きむら ゆういち∥きむら ゆういち∥きむら ゆういち∥
さくさくさくさく

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

地図で見てみよう!日本の鉄道地図で見てみよう!日本の鉄道地図で見てみよう!日本の鉄道地図で見てみよう!日本の鉄道
小賀野 実∥監修小賀野 実∥監修小賀野 実∥監修小賀野 実∥監修
写真写真写真写真

K686.2K686.2K686.2K686.2
1111

きのしたまさるパンきのしたまさるパンきのしたまさるパンきのしたまさるパン
飯森 ミホ∥作飯森 ミホ∥作飯森 ミホ∥作飯森 ミホ∥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

K686.2K686.2K686.2K686.2
1111

どっしーん!どっしーん!どっしーん!どっしーん!
岩田 明子∥ぶん岩田 明子∥ぶん岩田 明子∥ぶん岩田 明子∥ぶん
ええええ

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

K686.5K686.5K686.5K686.5
3333

ベルナルさんのぼうしベルナルさんのぼうしベルナルさんのぼうしベルナルさんのぼうし
いまい あやの∥いまい あやの∥いまい あやの∥いまい あやの∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

見学!日本の大企業ANA見学!日本の大企業ANA見学!日本の大企業ANA見学!日本の大企業ANA
こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編こどもくらぶ∥編
さんさんさんさん

K687.0K687.0K687.0K687.0
67676767

リンちゃんのプレゼントリンちゃんのプレゼントリンちゃんのプレゼントリンちゃんのプレゼント 菊池 俊∥作菊池 俊∥作菊池 俊∥作菊池 俊∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

アナウンサーになろう!アナウンサーになろう!アナウンサーになろう!アナウンサーになろう! 堤 江実∥著堤 江実∥著堤 江実∥著堤 江実∥著
K699.3K699.3K699.3K699.3
9999

チャーシューママチャーシューママチャーシューママチャーシューママ
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
∥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

ラスコーの洞窟ラスコーの洞窟ラスコーの洞窟ラスコーの洞窟
エミリー  アーノルドエミリー  アーノルドエミリー  アーノルドエミリー  アーノルド
マッカリー∥絵と文マッカリー∥絵と文マッカリー∥絵と文マッカリー∥絵と文

K702.0K702.0K702.0K702.0
2222

おおやまさんおおやまさんおおやまさんおおやまさん
川之上 英子∥さ川之上 英子∥さ川之上 英子∥さ川之上 英子∥さ
く  えく  えく  えく  え

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

のりができるまでのりができるまでのりができるまでのりができるまで

新幹線・特急ぜんぶ百科新幹線・特急ぜんぶ百科新幹線・特急ぜんぶ百科新幹線・特急ぜんぶ百科

日本の駅なるほど百科日本の駅なるほど百科日本の駅なるほど百科日本の駅なるほど百科

絵本絵本絵本絵本

マッカリー∥絵と文マッカリー∥絵と文マッカリー∥絵と文マッカリー∥絵と文 2222 く  えく  えく  えく  え

絵をかこう!　1～3絵をかこう!　1～3絵をかこう!　1～3絵をかこう!　1～3
たかやま ふゆこたかやま ふゆこたかやま ふゆこたかやま ふゆこ
∥著∥著∥著∥著

K725K725K725K725 槍ケ岳山頂槍ケ岳山頂槍ケ岳山頂槍ケ岳山頂 川端 誠∥作川端 誠∥作川端 誠∥作川端 誠∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

魔法使いの学校魔法使いの学校魔法使いの学校魔法使いの学校
whitelinewhitelinewhitelinewhiteline
graphics∥作graphics∥作graphics∥作graphics∥作

K725.2K725.2K725.2K725.2 おにぎりにんじゃおにぎりにんじゃおにぎりにんじゃおにぎりにんじゃ 北村 裕花∥作北村 裕花∥作北村 裕花∥作北村 裕花∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

おりがみ大全集おりがみ大全集おりがみ大全集おりがみ大全集 主婦の友社∥編主婦の友社∥編主婦の友社∥編主婦の友社∥編 K754.9K754.9K754.9K754.9 まる・さんかく・しかくまる・さんかく・しかくまる・さんかく・しかくまる・さんかく・しかく 久住 昌之∥作久住 昌之∥作久住 昌之∥作久住 昌之∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

名曲を聴きながら旅するオーケス名曲を聴きながら旅するオーケス名曲を聴きながら旅するオーケス名曲を聴きながら旅するオーケス
トラの絵本トラの絵本トラの絵本トラの絵本

ロバート  レヴァイロバート  レヴァイロバート  レヴァイロバート  レヴァイ
ン∥文ン∥文ン∥文ン∥文

K764.3K764.3K764.3K764.3 かばくんとクレヨンかばくんとクレヨンかばくんとクレヨンかばくんとクレヨン コンドウ アキ∥著コンドウ アキ∥著コンドウ アキ∥著コンドウ アキ∥著 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

体験!子ども寄席　2～5体験!子ども寄席　2～5体験!子ども寄席　2～5体験!子ども寄席　2～5
古今亭 菊千代∥古今亭 菊千代∥古今亭 菊千代∥古今亭 菊千代∥
文文文文

K779K779K779K779 はじめましてはじめましてはじめましてはじめまして
近藤 薫美子∥作近藤 薫美子∥作近藤 薫美子∥作近藤 薫美子∥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

先生教えて!体育のギモン先生教えて!体育のギモン先生教えて!体育のギモン先生教えて!体育のギモン 北 徹朗∥文北 徹朗∥文北 徹朗∥文北 徹朗∥文 K780K780K780K780 へんてこパンやさんへんてこパンやさんへんてこパンやさんへんてこパンやさん Goma∥作  絵Goma∥作  絵Goma∥作  絵Goma∥作  絵 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

運動能力アップのコツ　1～3運動能力アップのコツ　1～3運動能力アップのコツ　1～3運動能力アップのコツ　1～3 近藤 隆夫∥著近藤 隆夫∥著近藤 隆夫∥著近藤 隆夫∥著 K780K780K780K780 ミシンのうたミシンのうたミシンのうたミシンのうた こみね ゆら∥作こみね ゆら∥作こみね ゆら∥作こみね ゆら∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

K780K780K780K780 イカになあれイカになあれイカになあれイカになあれ 真珠 まりこ∥作真珠 まりこ∥作真珠 まりこ∥作真珠 まりこ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

スポーツを科学しよう!スポーツを科学しよう!スポーツを科学しよう!スポーツを科学しよう! 深代 千之∥監修深代 千之∥監修深代 千之∥監修深代 千之∥監修 K780.1K780.1K780.1K780.1 おおかみだってきをつけておおかみだってきをつけておおかみだってきをつけておおかみだってきをつけて
重森 千佳∥作重森 千佳∥作重森 千佳∥作重森 千佳∥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

オリンピックまるわかり事典オリンピックまるわかり事典オリンピックまるわかり事典オリンピックまるわかり事典 PHP研究所∥編PHP研究所∥編PHP研究所∥編PHP研究所∥編
K780.6K780.6K780.6K780.6
9999

つかまえた!つかまえた!つかまえた!つかまえた! 鈴木 まもる∥作鈴木 まもる∥作鈴木 まもる∥作鈴木 まもる∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

あそびの天才!図鑑あそびの天才!図鑑あそびの天才!図鑑あそびの天才!図鑑 横山 洋子∥監修横山 洋子∥監修横山 洋子∥監修横山 洋子∥監修 K781.9K781.9K781.9K781.9 ならんでるならんでるならんでるならんでるならんでるならんでるならんでるならんでる 竹下 文子∥作竹下 文子∥作竹下 文子∥作竹下 文子∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

打てるもんなら打ってみろ!打てるもんなら打ってみろ!打てるもんなら打ってみろ!打てるもんなら打ってみろ! 中村 計∥著中村 計∥著中村 計∥著中村 計∥著 K783.7K783.7K783.7K783.7 やぎややぎややぎややぎや 長野 ヒデ子∥作長野 ヒデ子∥作長野 ヒデ子∥作長野 ヒデ子∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ハヤト、ずっといっしょだよハヤト、ずっといっしょだよハヤト、ずっといっしょだよハヤト、ずっといっしょだよ 井上 こみち∥著井上 こみち∥著井上 こみち∥著井上 こみち∥著 K789.6K789.6K789.6K789.6 あ～んぱくっあ～んぱくっあ～んぱくっあ～んぱくっ せき ゆうこ∥作せき ゆうこ∥作せき ゆうこ∥作せき ゆうこ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

あやとり大全集あやとり大全集あやとり大全集あやとり大全集 野口 廣∥監修野口 廣∥監修野口 廣∥監修野口 廣∥監修 K798K798K798K798 あしたえんそく!あしたえんそく!あしたえんそく!あしたえんそく!
武田 美穂∥作武田 美穂∥作武田 美穂∥作武田 美穂∥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

記号とマーク・クイズ図鑑記号とマーク・クイズ図鑑記号とマーク・クイズ図鑑記号とマーク・クイズ図鑑 村越 愛策∥監修村越 愛策∥監修村越 愛策∥監修村越 愛策∥監修 K801.9K801.9K801.9K801.9 じゃんけんでんしゃじゃんけんでんしゃじゃんけんでんしゃじゃんけんでんしゃ 高木 さんご∥さく高木 さんご∥さく高木 さんご∥さく高木 さんご∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

スポーツ年鑑　2014スポーツ年鑑　2014スポーツ年鑑　2014スポーツ年鑑　2014

記号とマーク・クイズ図鑑記号とマーク・クイズ図鑑記号とマーク・クイズ図鑑記号とマーク・クイズ図鑑 村越 愛策∥監修村越 愛策∥監修村越 愛策∥監修村越 愛策∥監修 K801.9K801.9K801.9K801.9 じゃんけんでんしゃじゃんけんでんしゃじゃんけんでんしゃじゃんけんでんしゃ 高木 さんご∥さく高木 さんご∥さく高木 さんご∥さく高木 さんご∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ



しろおうさまとくろおうさましろおうさまとくろおうさましろおうさまとくろおうさましろおうさまとくろおうさま
こすぎ さなえ∥さこすぎ さなえ∥さこすぎ さなえ∥さこすぎ さなえ∥さ
くくくく

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ 布絵本布絵本布絵本布絵本

なぞなぞフッフッフーなぞなぞフッフッフーなぞなぞフッフッフーなぞなぞフッフッフー 武田 美穂∥作武田 美穂∥作武田 美穂∥作武田 美穂∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ T1T1T1T1

さっちゃんのてぶくろさっちゃんのてぶくろさっちゃんのてぶくろさっちゃんのてぶくろ 内田 麟太郎∥作内田 麟太郎∥作内田 麟太郎∥作内田 麟太郎∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ T1T1T1T1

せんそうせんそうせんそうせんそう 塚本 千恵子∥文塚本 千恵子∥文塚本 千恵子∥文塚本 千恵子∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ DVDDVDDVDDVD

ななちゃんのおかたづけななちゃんのおかたづけななちゃんのおかたづけななちゃんのおかたづけ
つがね ちかこ∥つがね ちかこ∥つがね ちかこ∥つがね ちかこ∥
著著著著

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
V366.2V366.2V366.2V366.2
9999

みんなそれぞれみんなそれぞれみんなそれぞれみんなそれぞれ
tupera tupera∥tupera tupera∥tupera tupera∥tupera tupera∥
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 V388V388V388V388

おしりたんてい ププッちいさなおしりたんてい ププッちいさなおしりたんてい ププッちいさなおしりたんてい ププッちいさな
しょちょうのだいピンチ!?しょちょうのだいピンチ!?しょちょうのだいピンチ!?しょちょうのだいピンチ!?

トロル∥さく  えトロル∥さく  えトロル∥さく  えトロル∥さく  え EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
V778.2V778.2V778.2V778.2
1111

デデとひこうきデデとひこうきデデとひこうきデデとひこうき 中川 洋典∥作中川 洋典∥作中川 洋典∥作中川 洋典∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
チャップリン アーリー・コレクショチャップリン アーリー・コレクショチャップリン アーリー・コレクショチャップリン アーリー・コレクショ
ン　1ン　1ン　1ン　1

ﾁｬｯﾌﾟﾘﾝ∥出演ﾁｬｯﾌﾟﾘﾝ∥出演ﾁｬｯﾌﾟﾘﾝ∥出演ﾁｬｯﾌﾟﾘﾝ∥出演
V778.2V778.2V778.2V778.2
53535353

うちのパパはウルトライックメンうちのパパはウルトライックメンうちのパパはウルトライックメンうちのパパはウルトライックメン
きむら ゆういち∥きむら ゆういち∥きむら ゆういち∥きむら ゆういち∥
さくさくさくさく

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
V778.7V778.7V778.7V778.7
7777

おばあちゃんのことばのまほうおばあちゃんのことばのまほうおばあちゃんのことばのまほうおばあちゃんのことばのまほう 漆原 智良∥文漆原 智良∥文漆原 智良∥文漆原 智良∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ CDCDCDCD

ウーギークックのこどもたちウーギークックのこどもたちウーギークックのこどもたちウーギークックのこどもたち 坂元 裕二∥文坂元 裕二∥文坂元 裕二∥文坂元 裕二∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ AAAA

ほうれんそうはないていますほうれんそうはないていますほうれんそうはないていますほうれんそうはないています 鎌田 實∥文鎌田 實∥文鎌田 實∥文鎌田 實∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ウィンナ・ワルツ名曲集ウィンナ・ワルツ名曲集ウィンナ・ワルツ名曲集ウィンナ・ワルツ名曲集
指揮∥ロベルト・指揮∥ロベルト・指揮∥ロベルト・指揮∥ロベルト・
シュトルツシュトルツシュトルツシュトルツ

AAAA

ボクのじてんしゃボクのじてんしゃボクのじてんしゃボクのじてんしゃ
きむら ゆういち∥きむら ゆういち∥きむら ゆういち∥きむら ゆういち∥
文文文文

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
モーツァルト ピアノソナタ集 グレモーツァルト ピアノソナタ集 グレモーツァルト ピアノソナタ集 グレモーツァルト ピアノソナタ集 グレ
ン・グールドン・グールドン・グールドン・グールド

演奏∥グレン・演奏∥グレン・演奏∥グレン・演奏∥グレン・
グールドグールドグールドグールド

AAAA

ひつじちゃんみんなにいいおかひつじちゃんみんなにいいおかひつじちゃんみんなにいいおかひつじちゃんみんなにいいおか
おおおお

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

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ AAAA

へんしんねこへんしんねこへんしんねこへんしんねこ
星野 イクミ∥作星野 イクミ∥作星野 イクミ∥作星野 イクミ∥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

世界映画音楽大全集 第1集世界映画音楽大全集 第1集世界映画音楽大全集 第1集世界映画音楽大全集 第1集

布絵本  どんぐりころころ布絵本  どんぐりころころ布絵本  どんぐりころころ布絵本  どんぐりころころ

こどものためのおしごと図鑑　Vol.2こどものためのおしごと図鑑　Vol.2こどものためのおしごと図鑑　Vol.2こどものためのおしごと図鑑　Vol.2

新 蟹王物語新 蟹王物語新 蟹王物語新 蟹王物語

エクレール・お菓子放浪記エクレール・お菓子放浪記エクレール・お菓子放浪記エクレール・お菓子放浪記

うっかりペネロペ　ともだちがいっぱい編うっかりペネロペ　ともだちがいっぱい編うっかりペネロペ　ともだちがいっぱい編うっかりペネロペ　ともだちがいっぱい編

GREAT PIONEERSGREAT PIONEERSGREAT PIONEERSGREAT PIONEERS

布絵本  どうぶつとなかよし布絵本  どうぶつとなかよし布絵本  どうぶつとなかよし布絵本  どうぶつとなかよし

絵絵絵絵

リボンちゃんリボンちゃんリボンちゃんリボンちゃん サトシン∥作サトシン∥作サトシン∥作サトシン∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

おじいちゃんとのやくそくおじいちゃんとのやくそくおじいちゃんとのやくそくおじいちゃんとのやくそく 石津 ちひろ∥文石津 ちひろ∥文石津 ちひろ∥文石津 ちひろ∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

おはなみおはなみおはなみおはなみ
くすのき しげのりくすのき しげのりくすのき しげのりくすのき しげのり
∥さく∥さく∥さく∥さく

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

はしれさんてつ、きぼうをのせてはしれさんてつ、きぼうをのせてはしれさんてつ、きぼうをのせてはしれさんてつ、きぼうをのせて 国松 俊英∥文国松 俊英∥文国松 俊英∥文国松 俊英∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

おかあさんだいすきだよおかあさんだいすきだよおかあさんだいすきだよおかあさんだいすきだよ
みやにし たつやみやにし たつやみやにし たつやみやにし たつや
∥作絵∥作絵∥作絵∥作絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

プラスマンとカズカズせいじんプラスマンとカズカズせいじんプラスマンとカズカズせいじんプラスマンとカズカズせいじん
みやにし たつやみやにし たつやみやにし たつやみやにし たつや
∥作絵∥作絵∥作絵∥作絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

999ひきのきょうだいのおとうと999ひきのきょうだいのおとうと999ひきのきょうだいのおとうと999ひきのきょうだいのおとうと 木村 研∥文木村 研∥文木村 研∥文木村 研∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

はのはのはなしはのはのはなしはのはのはなしはのはのはなし 中西 翠∥文中西 翠∥文中西 翠∥文中西 翠∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ぷくみみちゃんぷくみみちゃんぷくみみちゃんぷくみみちゃん やぎ たみこ∥著やぎ たみこ∥著やぎ たみこ∥著やぎ たみこ∥著 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

とどけ、みんなの思いとどけ、みんなの思いとどけ、みんなの思いとどけ、みんなの思い 夢ら丘 実果∥文夢ら丘 実果∥文夢ら丘 実果∥文夢ら丘 実果∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ポポくんのみんなでおすしポポくんのみんなでおすしポポくんのみんなでおすしポポくんのみんなでおすし accototo∥作accototo∥作accototo∥作accototo∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

紙芝居紙芝居紙芝居紙芝居

コチョウガイコチョウガイコチョウガイコチョウガイ
立原 えりか∥脚立原 えりか∥脚立原 えりか∥脚立原 えりか∥脚
本本本本
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