
購入図書案内　　8月号購入図書案内　　8月号購入図書案内　　8月号購入図書案内　　8月号 私が語り伝えたかったこと私が語り伝えたかったこと私が語り伝えたかったこと私が語り伝えたかったこと 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

2014年6月受入分　No.282　　　　名 取 市 図 書 館2014年6月受入分　No.282　　　　名 取 市 図 書 館2014年6月受入分　No.282　　　　名 取 市 図 書 館2014年6月受入分　No.282　　　　名 取 市 図 書 館 高校生からのフロイト漫画講座高校生からのフロイト漫画講座高校生からのフロイト漫画講座高校生からのフロイト漫画講座
コリンヌ　マイコリンヌ　マイコリンヌ　マイコリンヌ　マイ
エール∥作エール∥作エール∥作エール∥作

146.13146.13146.13146.13

総記総記総記総記
大丈夫、あなたの心は必ず復活大丈夫、あなたの心は必ず復活大丈夫、あなたの心は必ず復活大丈夫、あなたの心は必ず復活
するするするする

橋本 翔太∥著橋本 翔太∥著橋本 翔太∥著橋本 翔太∥著 146.8146.8146.8146.8

愚者が訊く愚者が訊く愚者が訊く愚者が訊く 倉本 聰∥著倉本 聰∥著倉本 聰∥著倉本 聰∥著 002.002.002.002. 「超常現象」を本気で科学する「超常現象」を本気で科学する「超常現象」を本気で科学する「超常現象」を本気で科学する 石川 幹人∥著石川 幹人∥著石川 幹人∥著石川 幹人∥著 147147147147

その「つぶやき」は犯罪ですその「つぶやき」は犯罪ですその「つぶやき」は犯罪ですその「つぶやき」は犯罪です 鳥飼 重和∥監修鳥飼 重和∥監修鳥飼 重和∥監修鳥飼 重和∥監修 007.3007.3007.3007.3 九十九怪談　第7夜九十九怪談　第7夜九十九怪談　第7夜九十九怪談　第7夜 木原 浩勝∥著木原 浩勝∥著木原 浩勝∥著木原 浩勝∥著 147147147147

007.634007.634007.634007.634 持たない暮らし持たない暮らし持たない暮らし持たない暮らし 下重 暁子∥著下重 暁子∥著下重 暁子∥著下重 暁子∥著 159159159159

図書館概論図書館概論図書館概論図書館概論 大串 夏身∥著大串 夏身∥著大串 夏身∥著大串 夏身∥著 010.010.010.010.
もし君が、そのことについて悩んもし君が、そのことについて悩んもし君が、そのことについて悩んもし君が、そのことについて悩ん
でいるのならでいるのならでいるのならでいるのなら

千田 琢哉∥著千田 琢哉∥著千田 琢哉∥著千田 琢哉∥著 159159159159

010.1010.1010.1010.1 ほんとうの味方のつくりかたほんとうの味方のつくりかたほんとうの味方のつくりかたほんとうの味方のつくりかた 松浦 弥太郎∥著松浦 弥太郎∥著松浦 弥太郎∥著松浦 弥太郎∥著 159159159159

図書館の現場力を育てる図書館の現場力を育てる図書館の現場力を育てる図書館の現場力を育てる 尼川 洋子∥共著尼川 洋子∥共著尼川 洋子∥共著尼川 洋子∥共著 013.013.013.013. 40歳、初めてのお見合い40歳、初めてのお見合い40歳、初めてのお見合い40歳、初めてのお見合い
大手小町編集部大手小町編集部大手小町編集部大手小町編集部
∥編∥編∥編∥編

159159159159

図書館長論の試み図書館長論の試み図書館長論の試み図書館長論の試み 内野 安彦∥著内野 安彦∥著内野 安彦∥著内野 安彦∥著 013.013.013.013. 「レジリエンス」の鍛え方「レジリエンス」の鍛え方「レジリエンス」の鍛え方「レジリエンス」の鍛え方 久世 浩司∥著久世 浩司∥著久世 浩司∥著久世 浩司∥著 159.4159.4159.4159.4

RDA入門RDA入門RDA入門RDA入門 上田 修一∥著上田 修一∥著上田 修一∥著上田 修一∥著 014.32014.32014.32014.32
一流の男が「育児」から学んでい一流の男が「育児」から学んでい一流の男が「育児」から学んでい一流の男が「育児」から学んでい
る5つのビジネススキルる5つのビジネススキルる5つのビジネススキルる5つのビジネススキル

嶋津 良智∥著嶋津 良智∥著嶋津 良智∥著嶋津 良智∥著 159.4159.4159.4159.4

お話のリストお話のリストお話のリストお話のリスト
東京子ども図書東京子ども図書東京子ども図書東京子ども図書
館∥編館∥編館∥編館∥編

015.8015.8015.8015.8 終活なんておやめなさい終活なんておやめなさい終活なんておやめなさい終活なんておやめなさい ひろ さちや∥著ひろ さちや∥著ひろ さちや∥著ひろ さちや∥著 159.79159.79159.79159.79

未来をつくる図書館未来をつくる図書館未来をつくる図書館未来をつくる図書館 菅谷 明子∥著菅谷 明子∥著菅谷 明子∥著菅谷 明子∥著 016.253016.253016.253016.253 ローマ人の知恵ローマ人の知恵ローマ人の知恵ローマ人の知恵 渡部 昇一∥著渡部 昇一∥著渡部 昇一∥著渡部 昇一∥著 159.8159.8159.8159.8

児童サービス論児童サービス論児童サービス論児童サービス論 堀川 照代∥編著堀川 照代∥編著堀川 照代∥編著堀川 照代∥編著 016.28016.28016.28016.28 神社博物館事典神社博物館事典神社博物館事典神社博物館事典 青木 豊∥編青木 豊∥編青木 豊∥編青木 豊∥編 175.9175.9175.9175.9

017.017.017.017. 事典日本の仏教事典日本の仏教事典日本の仏教事典日本の仏教 蓑輪 顕量∥編蓑輪 顕量∥編蓑輪 顕量∥編蓑輪 顕量∥編 182.1182.1182.1182.1

XPからWindows 8.1に乗り換えて困ったときに読むXPからWindows 8.1に乗り換えて困ったときに読むXPからWindows 8.1に乗り換えて困ったときに読むXPからWindows 8.1に乗り換えて困ったときに読む
本本本本

ＬＲＧ ライブラリー・リソース・ガイド　２・３・４・６ＬＲＧ ライブラリー・リソース・ガイド　２・３・４・６ＬＲＧ ライブラリー・リソース・ガイド　２・３・４・６ＬＲＧ ライブラリー・リソース・ガイド　２・３・４・６

はじめよう学校図書館　9はじめよう学校図書館　9はじめよう学校図書館　9はじめよう学校図書館　9

喰らう読書術喰らう読書術喰らう読書術喰らう読書術 荒俣 宏∥著荒俣 宏∥著荒俣 宏∥著荒俣 宏∥著 019.12019.12019.12019.12 旧約聖書の謎旧約聖書の謎旧約聖書の謎旧約聖書の謎 長谷川 修一∥著長谷川 修一∥著長谷川 修一∥著長谷川 修一∥著 193.02193.02193.02193.02

絵本で素敵な学級づくり・授業づ絵本で素敵な学級づくり・授業づ絵本で素敵な学級づくり・授業づ絵本で素敵な学級づくり・授業づ
くりくりくりくり

桜田 恵美子∥著桜田 恵美子∥著桜田 恵美子∥著桜田 恵美子∥著 019.2019.2019.2019.2 被災地に立つ寄り添いびと被災地に立つ寄り添いびと被災地に立つ寄り添いびと被災地に立つ寄り添いびと 立野 泰博∥著立野 泰博∥著立野 泰博∥著立野 泰博∥著 198.39198.39198.39198.39

砂漠でみつけた一冊の絵本砂漠でみつけた一冊の絵本砂漠でみつけた一冊の絵本砂漠でみつけた一冊の絵本 柳田 邦男∥著柳田 邦男∥著柳田 邦男∥著柳田 邦男∥著 019.53019.53019.53019.53 歴史・地理歴史・地理歴史・地理歴史・地理

ポケットに物語を入れてポケットに物語を入れてポケットに物語を入れてポケットに物語を入れて 角田 光代∥著角田 光代∥著角田 光代∥著角田 光代∥著 019.9019.9019.9019.9 世界史年表・地図世界史年表・地図世界史年表・地図世界史年表・地図 亀井 高孝∥編亀井 高孝∥編亀井 高孝∥編亀井 高孝∥編 203.2203.2203.2203.2

官僚に学ぶ読書術官僚に学ぶ読書術官僚に学ぶ読書術官僚に学ぶ読書術 久保田 崇∥著久保田 崇∥著久保田 崇∥著久保田 崇∥著 019.9019.9019.9019.9 中野京子が語る橋をめぐる物語中野京子が語る橋をめぐる物語中野京子が語る橋をめぐる物語中野京子が語る橋をめぐる物語 中野 京子∥著中野 京子∥著中野 京子∥著中野 京子∥著 204204204204

ホンのひとときホンのひとときホンのひとときホンのひととき 中江 有里∥著中江 有里∥著中江 有里∥著中江 有里∥著 019.9019.9019.9019.9 図解大航海時代大全図解大航海時代大全図解大航海時代大全図解大航海時代大全 横井 祐介∥著横井 祐介∥著横井 祐介∥著横井 祐介∥著 209.5209.5209.5209.5

考える読書考える読書考える読書考える読書 養老 孟司∥著養老 孟司∥著養老 孟司∥著養老 孟司∥著 019.9019.9019.9019.9 発掘された日本列島　2014発掘された日本列島　2014発掘された日本列島　2014発掘された日本列島　2014 文化庁∥編文化庁∥編文化庁∥編文化庁∥編 210.03210.03210.03210.03

もう知らないではすまされない著もう知らないではすまされない著もう知らないではすまされない著もう知らないではすまされない著
作権作権作権作権

奥田 百子∥監修奥田 百子∥監修奥田 百子∥監修奥田 百子∥監修 021.2021.2021.2021.2 落書きに歴史をよむ落書きに歴史をよむ落書きに歴史をよむ落書きに歴史をよむ 三上 喜孝∥著三上 喜孝∥著三上 喜孝∥著三上 喜孝∥著 210.03210.03210.03210.03

最相葉月仕事の手帳最相葉月仕事の手帳最相葉月仕事の手帳最相葉月仕事の手帳 最相 葉月∥著最相 葉月∥著最相 葉月∥著最相 葉月∥著 021.3021.3021.3021.3 日本史年表・地図日本史年表・地図日本史年表・地図日本史年表・地図 児玉 幸多∥編児玉 幸多∥編児玉 幸多∥編児玉 幸多∥編 210.03210.03210.03210.03

世界の美しい書店世界の美しい書店世界の美しい書店世界の美しい書店 今井 栄一∥著今井 栄一∥著今井 栄一∥著今井 栄一∥著 024.024.024.024. 梅干と日本刀梅干と日本刀梅干と日本刀梅干と日本刀 樋口 清之∥著樋口 清之∥著樋口 清之∥著樋口 清之∥著 210.04210.04210.04210.04

哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教 戦国時代の組織戦略戦国時代の組織戦略戦国時代の組織戦略戦国時代の組織戦略 堺屋 太一∥著堺屋 太一∥著堺屋 太一∥著堺屋 太一∥著 210.47210.47210.47210.47

本当は間違っている心理学の話本当は間違っている心理学の話本当は間違っている心理学の話本当は間違っている心理学の話
スコット　O.リリエンスコット　O.リリエンスコット　O.リリエンスコット　O.リリエン
フェルド∥ほか著フェルド∥ほか著フェルド∥ほか著フェルド∥ほか著

140.4140.4140.4140.4 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

脳の中の時間旅行脳の中の時間旅行脳の中の時間旅行脳の中の時間旅行
クラウディア　ハクラウディア　ハクラウディア　ハクラウディア　ハ
モンド∥著モンド∥著モンド∥著モンド∥著

141.27141.27141.27141.27 焼跡からのデモクラシー　上下焼跡からのデモクラシー　上下焼跡からのデモクラシー　上下焼跡からのデモクラシー　上下 吉見 義明∥著吉見 義明∥著吉見 義明∥著吉見 義明∥著 210.76210.76210.76210.76

記憶力の鍛え方記憶力の鍛え方記憶力の鍛え方記憶力の鍛え方 加藤 俊徳∥著加藤 俊徳∥著加藤 俊徳∥著加藤 俊徳∥著 141.34141.34141.34141.34 9・30世界を震撼させた日9・30世界を震撼させた日9・30世界を震撼させた日9・30世界を震撼させた日 倉沢 愛子∥著倉沢 愛子∥著倉沢 愛子∥著倉沢 愛子∥著 224224224224

あなたが嫌われるのは、そのクセあなたが嫌われるのは、そのクセあなたが嫌われるのは、そのクセあなたが嫌われるのは、そのクセ
のせい。のせい。のせい。のせい。

渋谷 昌三∥著渋谷 昌三∥著渋谷 昌三∥著渋谷 昌三∥著 141.75141.75141.75141.75 魔女狩り魔女狩り魔女狩り魔女狩り 黒川 正剛∥著黒川 正剛∥著黒川 正剛∥著黒川 正剛∥著 230.5230.5230.5230.5
のせい。のせい。のせい。のせい。

渋谷 昌三∥著渋谷 昌三∥著渋谷 昌三∥著渋谷 昌三∥著 141.75141.75141.75141.75 魔女狩り魔女狩り魔女狩り魔女狩り 黒川 正剛∥著黒川 正剛∥著黒川 正剛∥著黒川 正剛∥著 230.5230.5230.5230.5



宗教改革の物語宗教改革の物語宗教改革の物語宗教改革の物語 佐藤 優∥著佐藤 優∥著佐藤 優∥著佐藤 優∥著 230.52230.52230.52230.52 街場の共同体論街場の共同体論街場の共同体論街場の共同体論 内田 樹∥著内田 樹∥著内田 樹∥著内田 樹∥著 304304304304

ローマ帝国大図鑑ローマ帝国大図鑑ローマ帝国大図鑑ローマ帝国大図鑑
ナイジェル　ロナイジェル　ロナイジェル　ロナイジェル　ロ
ジャーズ∥著ジャーズ∥著ジャーズ∥著ジャーズ∥著

232232232232
世界史を動かす日本 これからの5年世界史を動かす日本 これからの5年世界史を動かす日本 これからの5年世界史を動かす日本 これからの5年
を迎えるために本当に知るべきことを迎えるために本当に知るべきことを迎えるために本当に知るべきことを迎えるために本当に知るべきこと

原田 武夫∥著原田 武夫∥著原田 武夫∥著原田 武夫∥著 304304304304

トップ記事は、月に人類発見!トップ記事は、月に人類発見!トップ記事は、月に人類発見!トップ記事は、月に人類発見!
マシュー　グッドマシュー　グッドマシュー　グッドマシュー　グッド
マン∥著マン∥著マン∥著マン∥著

253.07253.07253.07253.07 Q&A番号法Q&A番号法Q&A番号法Q&A番号法 水町 雅子∥著水町 雅子∥著水町 雅子∥著水町 雅子∥著 317.6317.6317.6317.6

日本史汚名返上 「悪人」たちの日本史汚名返上 「悪人」たちの日本史汚名返上 「悪人」たちの日本史汚名返上 「悪人」たちの
真実真実真実真実

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
最新消防法の基本と仕組みがよ最新消防法の基本と仕組みがよ最新消防法の基本と仕組みがよ最新消防法の基本と仕組みがよ
～くわかる本～くわかる本～くわかる本～くわかる本

防災研究会AFRI防災研究会AFRI防災研究会AFRI防災研究会AFRI
∥著∥著∥著∥著

317.79317.79317.79317.79

未完の敗者田中角栄未完の敗者田中角栄未完の敗者田中角栄未完の敗者田中角栄 佐高 信∥著佐高 信∥著佐高 信∥著佐高 信∥著 289.1289.1289.1289.1
自治体の法規担当になったら読自治体の法規担当になったら読自治体の法規担当になったら読自治体の法規担当になったら読
む本む本む本む本

塩浜 克也∥著塩浜 克也∥著塩浜 克也∥著塩浜 克也∥著 318.1318.1318.1318.1

花も盛りの88歳! 向島百花園の花も盛りの88歳! 向島百花園の花も盛りの88歳! 向島百花園の花も盛りの88歳! 向島百花園の
スーパーレディ一代記スーパーレディ一代記スーパーレディ一代記スーパーレディ一代記

佐原 洋子∥著佐原 洋子∥著佐原 洋子∥著佐原 洋子∥著 289.1289.1289.1289.1 市議会議員に転職しました。市議会議員に転職しました。市議会議員に転職しました。市議会議員に転職しました。 伊藤 大貴∥著伊藤 大貴∥著伊藤 大貴∥著伊藤 大貴∥著 318.4318.4318.4318.4

野口英世の母シカ野口英世の母シカ野口英世の母シカ野口英世の母シカ 田中 章義∥著田中 章義∥著田中 章義∥著田中 章義∥著 289.1289.1289.1289.1
<図説>よくわかる日本・中国・韓<図説>よくわかる日本・中国・韓<図説>よくわかる日本・中国・韓<図説>よくわかる日本・中国・韓
国の歴史と紛争国の歴史と紛争国の歴史と紛争国の歴史と紛争

島崎 晋∥著島崎 晋∥著島崎 晋∥著島崎 晋∥著 319.1319.1319.1319.1

絵手紙で新しく生きる絵手紙で新しく生きる絵手紙で新しく生きる絵手紙で新しく生きる 吉水 咲子∥著吉水 咲子∥著吉水 咲子∥著吉水 咲子∥著 289.1289.1289.1289.1 日独交流150年の軌跡日独交流150年の軌跡日独交流150年の軌跡日独交流150年の軌跡
日独交流史編集日独交流史編集日独交流史編集日独交流史編集
委員会∥編委員会∥編委員会∥編委員会∥編

319.1319.1319.1319.1

ホーキングInc.ホーキングInc.ホーキングInc.ホーキングInc.
エレーヌ　ミアレエレーヌ　ミアレエレーヌ　ミアレエレーヌ　ミアレ
∥著∥著∥著∥著

289.3289.3289.3289.3 18歳からはじめる民法18歳からはじめる民法18歳からはじめる民法18歳からはじめる民法 潮見 佳男∥編潮見 佳男∥編潮見 佳男∥編潮見 佳男∥編 324324324324

PREMIUM ATLAS世界地図帳PREMIUM ATLAS世界地図帳PREMIUM ATLAS世界地図帳PREMIUM ATLAS世界地図帳 平凡社∥編平凡社∥編平凡社∥編平凡社∥編 290.38290.38290.38290.38 印鑑の基礎知識印鑑の基礎知識印鑑の基礎知識印鑑の基礎知識 寺澤 正孝∥監修寺澤 正孝∥監修寺澤 正孝∥監修寺澤 正孝∥監修 324.14324.14324.14324.14

地球の歩き方　B18　カナダ東部地球の歩き方　B18　カナダ東部地球の歩き方　B18　カナダ東部地球の歩き方　B18　カナダ東部
地球の歩き方編地球の歩き方編地球の歩き方編地球の歩き方編
集室∥編集集室∥編集集室∥編集集室∥編集

290.93290.93290.93290.93
契約書・印紙税・消費税の知識契約書・印紙税・消費税の知識契約書・印紙税・消費税の知識契約書・印紙税・消費税の知識
消費税率アップに対応!消費税率アップに対応!消費税率アップに対応!消費税率アップに対応!

服部 真和∥監修服部 真和∥監修服部 真和∥監修服部 真和∥監修 324.52324.52324.52324.52

地球の歩き方リゾート　R11　世界地球の歩き方リゾート　R11　世界地球の歩き方リゾート　R11　世界地球の歩き方リゾート　R11　世界
のダイビング完全ガイドのダイビング完全ガイドのダイビング完全ガイドのダイビング完全ガイド

地球の歩き方編地球の歩き方編地球の歩き方編地球の歩き方編
集室∥編集集室∥編集集室∥編集集室∥編集

290.93290.93290.93290.93
いま知ってほしい養子縁組のはいま知ってほしい養子縁組のはいま知ってほしい養子縁組のはいま知ってほしい養子縁組のは
なしなしなしなし

西岡 攻∥共著西岡 攻∥共著西岡 攻∥共著西岡 攻∥共著 324.63324.63324.63324.63

NHKニッポンの里山 ふるさとのNHKニッポンの里山 ふるさとのNHKニッポンの里山 ふるさとのNHKニッポンの里山 ふるさとの
絶景100絶景100絶景100絶景100

今森 光彦∥監修今森 光彦∥監修今森 光彦∥監修今森 光彦∥監修
写真写真写真写真

291291291291 秘密保護法何が問題か秘密保護法何が問題か秘密保護法何が問題か秘密保護法何が問題か 海渡 雄一∥編海渡 雄一∥編海渡 雄一∥編海渡 雄一∥編 326.81326.81326.81326.81

PREMIUM ATLAS日本地図帳PREMIUM ATLAS日本地図帳PREMIUM ATLAS日本地図帳PREMIUM ATLAS日本地図帳 平凡社∥編平凡社∥編平凡社∥編平凡社∥編 291.04291.04291.04291.04
特定秘密保護法とその先にある特定秘密保護法とその先にある特定秘密保護法とその先にある特定秘密保護法とその先にある
ものものものもの

村井 敏邦∥編村井 敏邦∥編村井 敏邦∥編村井 敏邦∥編 326.81326.81326.81326.81

291.09291.09291.09291.09 資本主義の終焉と歴史の危機資本主義の終焉と歴史の危機資本主義の終焉と歴史の危機資本主義の終焉と歴史の危機 水野 和夫∥著水野 和夫∥著水野 和夫∥著水野 和夫∥著 332.06332.06332.06332.06日本百名山山あるきガイド　2014上下日本百名山山あるきガイド　2014上下日本百名山山あるきガイド　2014上下日本百名山山あるきガイド　2014上下

東北道の駅徹底パーフェクトガイ東北道の駅徹底パーフェクトガイ東北道の駅徹底パーフェクトガイ東北道の駅徹底パーフェクトガイ
ドドドド

ジェイアクト∥著ジェイアクト∥著ジェイアクト∥著ジェイアクト∥著 291.2291.2291.2291.2 熱い心が人間力を生む熱い心が人間力を生む熱い心が人間力を生む熱い心が人間力を生む 樋口 武男∥著樋口 武男∥著樋口 武男∥著樋口 武男∥著 335.13335.13335.13335.13

291.2291.2291.2291.2 部下が働かない本当の理由部下が働かない本当の理由部下が働かない本当の理由部下が働かない本当の理由 酒井 穣∥著酒井 穣∥著酒井 穣∥著酒井 穣∥著 336.3336.3336.3336.3

米国人一家、おいしい東京を食米国人一家、おいしい東京を食米国人一家、おいしい東京を食米国人一家、おいしい東京を食
べ尽くすべ尽くすべ尽くすべ尽くす

マシュー　アムスマシュー　アムスマシュー　アムスマシュー　アムス
ター=バートン∥著ター=バートン∥著ター=バートン∥著ター=バートン∥著

291.36291.36291.36291.36 京セラフィロソフィ京セラフィロソフィ京セラフィロソフィ京セラフィロソフィ 稲盛 和夫∥著稲盛 和夫∥著稲盛 和夫∥著稲盛 和夫∥著 336.47336.47336.47336.47

291.36291.36291.36291.36
エクセルで分析、パワポでプレゼン! 説エクセルで分析、パワポでプレゼン! 説エクセルで分析、パワポでプレゼン! 説エクセルで分析、パワポでプレゼン! 説
得力を高めるプレゼン活用テクニック得力を高めるプレゼン活用テクニック得力を高めるプレゼン活用テクニック得力を高めるプレゼン活用テクニック

「SCCライブラリーズ」「SCCライブラリーズ」「SCCライブラリーズ」「SCCライブラリーズ」
制作グループ∥編著制作グループ∥編著制作グループ∥編著制作グループ∥編著 336.49336.49336.49336.49

291.62291.62291.62291.62
日本人の9割は正しい自己紹介日本人の9割は正しい自己紹介日本人の9割は正しい自己紹介日本人の9割は正しい自己紹介
を知らないを知らないを知らないを知らない

山中 俊之∥著山中 俊之∥著山中 俊之∥著山中 俊之∥著 336.49336.49336.49336.49

291.99291.99291.99291.99
初めてでもよくわかる小さな会社と個人初めてでもよくわかる小さな会社と個人初めてでもよくわかる小さな会社と個人初めてでもよくわかる小さな会社と個人
事業者の消費税の実務と申告ができる事業者の消費税の実務と申告ができる事業者の消費税の実務と申告ができる事業者の消費税の実務と申告ができる
本本本本

平石 共子∥著平石 共子∥著平石 共子∥著平石 共子∥著 336.99336.99336.99336.99

欧米漫遊雑記欧米漫遊雑記欧米漫遊雑記欧米漫遊雑記 鎌田 栄吉∥著鎌田 栄吉∥著鎌田 栄吉∥著鎌田 栄吉∥著 293.09293.09293.09293.09
禅とマネー 仏教に学ぶお金との禅とマネー 仏教に学ぶお金との禅とマネー 仏教に学ぶお金との禅とマネー 仏教に学ぶお金との
正しい付き合い方正しい付き合い方正しい付き合い方正しい付き合い方

生田 一舟∥著生田 一舟∥著生田 一舟∥著生田 一舟∥著 337.04337.04337.04337.04

バルカンの花、コーカサスの虹バルカンの花、コーカサスの虹バルカンの花、コーカサスの虹バルカンの花、コーカサスの虹 蔵前 仁一∥著蔵前 仁一∥著蔵前 仁一∥著蔵前 仁一∥著 293.9293.9293.9293.9 100%得をするふるさと納税生活100%得をするふるさと納税生活100%得をするふるさと納税生活100%得をするふるさと納税生活 金森 重樹∥著金森 重樹∥著金森 重樹∥著金森 重樹∥著 345345345345

プリンスエドワードアイランドプリンスエドワードアイランドプリンスエドワードアイランドプリンスエドワードアイランド 吉村 和敏∥著吉村 和敏∥著吉村 和敏∥著吉村 和敏∥著 295.13295.13295.13295.13
相続、いくらかかる? お金をたくさ相続、いくらかかる? お金をたくさ相続、いくらかかる? お金をたくさ相続、いくらかかる? お金をたくさ
ん残すポイント36ん残すポイント36ん残すポイント36ん残すポイント36

八木 美代子∥著八木 美代子∥著八木 美代子∥著八木 美代子∥著 345.53345.53345.53345.53

アンデスの空パタゴニアの風アンデスの空パタゴニアの風アンデスの空パタゴニアの風アンデスの空パタゴニアの風 荒井 緑∥著荒井 緑∥著荒井 緑∥著荒井 緑∥著 296.09296.09296.09296.09
ダメ出しの力 職場から友人・知ダメ出しの力 職場から友人・知ダメ出しの力 職場から友人・知ダメ出しの力 職場から友人・知
人、夫婦関係まで人、夫婦関係まで人、夫婦関係まで人、夫婦関係まで

繁桝 江里∥著繁桝 江里∥著繁桝 江里∥著繁桝 江里∥著 361.4361.4361.4361.4

社会科学社会科学社会科学社会科学 叱られる力 聞く力 2叱られる力 聞く力 2叱られる力 聞く力 2叱られる力 聞く力 2 阿川 佐和子∥著阿川 佐和子∥著阿川 佐和子∥著阿川 佐和子∥著 361.45361.45361.45361.45

中国の大問題中国の大問題中国の大問題中国の大問題 丹羽 宇一郎∥著丹羽 宇一郎∥著丹羽 宇一郎∥著丹羽 宇一郎∥著 302.22302.22302.22302.22
口ベタでも90分で人生が変わり口ベタでも90分で人生が変わり口ベタでも90分で人生が変わり口ベタでも90分で人生が変わり
だす話し方だす話し方だす話し方だす話し方

野村 絵理奈∥著野村 絵理奈∥著野村 絵理奈∥著野村 絵理奈∥著 361.45361.45361.45361.45

不思議の国インドがわかる本 巨不思議の国インドがわかる本 巨不思議の国インドがわかる本 巨不思議の国インドがわかる本 巨
大市場インドを味方にする手引大市場インドを味方にする手引大市場インドを味方にする手引大市場インドを味方にする手引
書書書書

島田 卓∥著島田 卓∥著島田 卓∥著島田 卓∥著 302.25302.25302.25302.25 多文化絵本を楽しむ多文化絵本を楽しむ多文化絵本を楽しむ多文化絵本を楽しむ 福岡 貞子∥編著福岡 貞子∥編著福岡 貞子∥編著福岡 貞子∥編著 361.5361.5361.5361.5

ホンジュラスを知るための60章ホンジュラスを知るための60章ホンジュラスを知るための60章ホンジュラスを知るための60章
桜井 三枝子∥編桜井 三枝子∥編桜井 三枝子∥編桜井 三枝子∥編
著著著著

302.57302.57302.57302.57 社会保障亡国論社会保障亡国論社会保障亡国論社会保障亡国論 鈴木 亘∥著鈴木 亘∥著鈴木 亘∥著鈴木 亘∥著 364.02364.02364.02364.02

ロスチャイルドによる衝撃の地球ロスチャイルドによる衝撃の地球ロスチャイルドによる衝撃の地球ロスチャイルドによる衝撃の地球
大改造プラン大改造プラン大改造プラン大改造プラン

板垣 英憲∥著板垣 英憲∥著板垣 英憲∥著板垣 英憲∥著 304304304304
近居 少子高齢社会の住まい・地近居 少子高齢社会の住まい・地近居 少子高齢社会の住まい・地近居 少子高齢社会の住まい・地
域再生にどう活かすか域再生にどう活かすか域再生にどう活かすか域再生にどう活かすか

大月 敏雄∥編著大月 敏雄∥編著大月 敏雄∥編著大月 敏雄∥編著 365.3365.3365.3365.3

ひとりで歩く京都本　2014ひとりで歩く京都本　2014ひとりで歩く京都本　2014ひとりで歩く京都本　2014

リンネル沖縄リンネル沖縄リンネル沖縄リンネル沖縄

家族でおでかけ東北　'14-'15家族でおでかけ東北　'14-'15家族でおでかけ東北　'14-'15家族でおでかけ東北　'14-'15

るるぶ東京　'15るるぶ東京　'15るるぶ東京　'15るるぶ東京　'15

大改造プラン大改造プラン大改造プラン大改造プラン
板垣 英憲∥著板垣 英憲∥著板垣 英憲∥著板垣 英憲∥著 304304304304

域再生にどう活かすか域再生にどう活かすか域再生にどう活かすか域再生にどう活かすか
大月 敏雄∥編著大月 敏雄∥編著大月 敏雄∥編著大月 敏雄∥編著 365.3365.3365.3365.3



親の家を片づける土地建物相続親の家を片づける土地建物相続親の家を片づける土地建物相続親の家を片づける土地建物相続
問題問題問題問題

主婦の友社∥編主婦の友社∥編主婦の友社∥編主婦の友社∥編 365.3365.3365.3365.3
成績アップの“秘策”を大公開!合成績アップの“秘策”を大公開!合成績アップの“秘策”を大公開!合成績アップの“秘策”を大公開!合
格勉強術格勉強術格勉強術格勉強術

NHK『テストの花道』NHK『テストの花道』NHK『テストの花道』NHK『テストの花道』
制作チーム∥編制作チーム∥編制作チーム∥編制作チーム∥編 379.7379.7379.7379.7

限界にっぽん 悲鳴をあげる雇用限界にっぽん 悲鳴をあげる雇用限界にっぽん 悲鳴をあげる雇用限界にっぽん 悲鳴をあげる雇用
と経済と経済と経済と経済

朝日新聞経済部朝日新聞経済部朝日新聞経済部朝日新聞経済部
∥著∥著∥著∥著

366.02366.02366.02366.02
イライラしない子育ての本 怒らずイライラしない子育ての本 怒らずイライラしない子育ての本 怒らずイライラしない子育ての本 怒らず
に子どもを伸ばすコーチングに子どもを伸ばすコーチングに子どもを伸ばすコーチングに子どもを伸ばすコーチング

川井 道子∥著川井 道子∥著川井 道子∥著川井 道子∥著 379.9379.9379.9379.9

NOと言えない若者がブラック企NOと言えない若者がブラック企NOと言えない若者がブラック企NOと言えない若者がブラック企
業に負けず働く方法業に負けず働く方法業に負けず働く方法業に負けず働く方法

川村 遼平∥著川村 遼平∥著川村 遼平∥著川村 遼平∥著 366.02366.02366.02366.02
どうか忘れないでください、子どもどうか忘れないでください、子どもどうか忘れないでください、子どもどうか忘れないでください、子ども
のことを。のことを。のことを。のことを。

佐々木 正美∥著佐々木 正美∥著佐々木 正美∥著佐々木 正美∥著 379.9379.9379.9379.9

仕事を選ぶ 先輩が語る働く現場仕事を選ぶ 先輩が語る働く現場仕事を選ぶ 先輩が語る働く現場仕事を選ぶ 先輩が語る働く現場
64646464

朝日中学生ウイーク朝日中学生ウイーク朝日中学生ウイーク朝日中学生ウイーク
リー編集部∥編著リー編集部∥編著リー編集部∥編著リー編集部∥編著 366.29366.29366.29366.29 子どもに体験させたい20のこと子どもに体験させたい20のこと子どもに体験させたい20のこと子どもに体験させたい20のこと 佐藤 悦子∥著佐藤 悦子∥著佐藤 悦子∥著佐藤 悦子∥著 379.9379.9379.9379.9

日本の女は、100年たっても面白日本の女は、100年たっても面白日本の女は、100年たっても面白日本の女は、100年たっても面白
い。い。い。い。

深澤 真紀∥著深澤 真紀∥著深澤 真紀∥著深澤 真紀∥著 367.21367.21367.21367.21 子どもの心のコーチング子どもの心のコーチング子どもの心のコーチング子どもの心のコーチング 菅原 裕子∥著菅原 裕子∥著菅原 裕子∥著菅原 裕子∥著 379.9379.9379.9379.9

おひとりさま老後の便利帳 安心しておひとりさま老後の便利帳 安心しておひとりさま老後の便利帳 安心しておひとりさま老後の便利帳 安心して
シンプルに暮らすための88のヒントシンプルに暮らすための88のヒントシンプルに暮らすための88のヒントシンプルに暮らすための88のヒント

シニアの暮らし研シニアの暮らし研シニアの暮らし研シニアの暮らし研
究会∥編究会∥編究会∥編究会∥編

367.75367.75367.75367.75
これを語りて日本人を戦慄せしめこれを語りて日本人を戦慄せしめこれを語りて日本人を戦慄せしめこれを語りて日本人を戦慄せしめ
よ 柳田国男が言いたかったことよ 柳田国男が言いたかったことよ 柳田国男が言いたかったことよ 柳田国男が言いたかったこと

山折 哲雄∥著山折 哲雄∥著山折 哲雄∥著山折 哲雄∥著 380.1380.1380.1380.1

不安解消!親の入院・介護のしく不安解消!親の入院・介護のしく不安解消!親の入院・介護のしく不安解消!親の入院・介護のしく
みと手続きがすぐわかる本みと手続きがすぐわかる本みと手続きがすぐわかる本みと手続きがすぐわかる本

城島 明彦∥著城島 明彦∥著城島 明彦∥著城島 明彦∥著 369.26369.26369.26369.26
THE PASTRY COLLECTION 日本人がTHE PASTRY COLLECTION 日本人がTHE PASTRY COLLECTION 日本人がTHE PASTRY COLLECTION 日本人が
知らない世界の郷土菓子をめぐる旅知らない世界の郷土菓子をめぐる旅知らない世界の郷土菓子をめぐる旅知らない世界の郷土菓子をめぐる旅 林 周作∥著林 周作∥著林 周作∥著林 周作∥著 383.8383.8383.8383.8

もう限界!!親を介護施設にあずけもう限界!!親を介護施設にあずけもう限界!!親を介護施設にあずけもう限界!!親を介護施設にあずけ
るお金がわかる本るお金がわかる本るお金がわかる本るお金がわかる本

高室 成幸∥監修高室 成幸∥監修高室 成幸∥監修高室 成幸∥監修 369.26369.26369.26369.26
英国一家、ますます日本を食べ英国一家、ますます日本を食べ英国一家、ますます日本を食べ英国一家、ますます日本を食べ
るるるる

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

介護スタッフのための安心!予防介護スタッフのための安心!予防介護スタッフのための安心!予防介護スタッフのための安心!予防
レク活動レク活動レク活動レク活動

山崎 律子∥監修山崎 律子∥監修山崎 律子∥監修山崎 律子∥監修 369.26369.26369.26369.26
シャーロック・ホームズと見るヴィシャーロック・ホームズと見るヴィシャーロック・ホームズと見るヴィシャーロック・ホームズと見るヴィ
クトリア朝英国の食卓と生活クトリア朝英国の食卓と生活クトリア朝英国の食卓と生活クトリア朝英国の食卓と生活

関矢 悦子∥著関矢 悦子∥著関矢 悦子∥著関矢 悦子∥著 383.83383.83383.83383.83

震災考震災考震災考震災考 赤坂 憲雄∥著赤坂 憲雄∥著赤坂 憲雄∥著赤坂 憲雄∥著 369.31369.31369.31369.31 瞽女うた瞽女うた瞽女うた瞽女うた
ジェラルド　グジェラルド　グジェラルド　グジェラルド　グ
ローマー∥著ローマー∥著ローマー∥著ローマー∥著

384.38384.38384.38384.38

震災ビッグデータ 可視化された<3・11の震災ビッグデータ 可視化された<3・11の震災ビッグデータ 可視化された<3・11の震災ビッグデータ 可視化された<3・11の
真実><復興の鍵><次世代防災>真実><復興の鍵><次世代防災>真実><復興の鍵><次世代防災>真実><復興の鍵><次世代防災> 阿部 博史∥編阿部 博史∥編阿部 博史∥編阿部 博史∥編 369.31369.31369.31369.31

小さなラッピング 贈って楽しい、見て嬉し小さなラッピング 贈って楽しい、見て嬉し小さなラッピング 贈って楽しい、見て嬉し小さなラッピング 贈って楽しい、見て嬉し
いプチギフトのためのかわいい包み方いプチギフトのためのかわいい包み方いプチギフトのためのかわいい包み方いプチギフトのためのかわいい包み方 宇田川 一美∥著宇田川 一美∥著宇田川 一美∥著宇田川 一美∥著 385.97385.97385.97385.97

明日へ。 東北の息吹 東日本大明日へ。 東北の息吹 東日本大明日へ。 東北の息吹 東日本大明日へ。 東北の息吹 東日本大
震災からの3年震災からの3年震災からの3年震災からの3年

榎並 悦子∥著榎並 悦子∥著榎並 悦子∥著榎並 悦子∥著 369.31369.31369.31369.31
田母神戦争大学 心配しなくても田母神戦争大学 心配しなくても田母神戦争大学 心配しなくても田母神戦争大学 心配しなくても
中国と戦争にはなりません中国と戦争にはなりません中国と戦争にはなりません中国と戦争にはなりません

田母神 俊雄∥著田母神 俊雄∥著田母神 俊雄∥著田母神 俊雄∥著 392.11392.11392.11392.11

東日本大震災と私たち東日本大震災と私たち東日本大震災と私たち東日本大震災と私たち
神戸女学院大学文学部神戸女学院大学文学部神戸女学院大学文学部神戸女学院大学文学部
総合文化学科∥編著総合文化学科∥編著総合文化学科∥編著総合文化学科∥編著 369.31369.31369.31369.31

日本は戦争をするのか 集団的自日本は戦争をするのか 集団的自日本は戦争をするのか 集団的自日本は戦争をするのか 集団的自
衛権と自衛隊衛権と自衛隊衛権と自衛隊衛権と自衛隊

半田 滋∥著半田 滋∥著半田 滋∥著半田 滋∥著 392.11392.11392.11392.11

Fragments魂のかけら 東日本大Fragments魂のかけら 東日本大Fragments魂のかけら 東日本大Fragments魂のかけら 東日本大
震災の記憶震災の記憶震災の記憶震災の記憶

佐藤 慧∥著佐藤 慧∥著佐藤 慧∥著佐藤 慧∥著 369.31369.31369.31369.31
帝国海軍と艦内神社 神々にまも帝国海軍と艦内神社 神々にまも帝国海軍と艦内神社 神々にまも帝国海軍と艦内神社 神々にまも
られた日本の海られた日本の海られた日本の海られた日本の海

久野 潤∥著久野 潤∥著久野 潤∥著久野 潤∥著 397.21397.21397.21397.21

東日本大震災からの復興再生をめざし東日本大震災からの復興再生をめざし東日本大震災からの復興再生をめざし東日本大震災からの復興再生をめざし
て 宮城県建築住宅センターの活動の記て 宮城県建築住宅センターの活動の記て 宮城県建築住宅センターの活動の記て 宮城県建築住宅センターの活動の記

三部佳英+セン三部佳英+セン三部佳英+セン三部佳英+セン
ター職員∥編ター職員∥編ター職員∥編ター職員∥編

369.31369.31369.31369.31 自然科学自然科学自然科学自然科学て 宮城県建築住宅センターの活動の記て 宮城県建築住宅センターの活動の記て 宮城県建築住宅センターの活動の記て 宮城県建築住宅センターの活動の記
録録録録

ター職員∥編ター職員∥編ター職員∥編ター職員∥編
自然科学自然科学自然科学自然科学

津波、写真、それから津波、写真、それから津波、写真、それから津波、写真、それから 高橋 宗正∥著高橋 宗正∥著高橋 宗正∥著高橋 宗正∥著 369.31369.31369.31369.31 たけしのグレートジャーニーたけしのグレートジャーニーたけしのグレートジャーニーたけしのグレートジャーニー
ビートたけし∥ほビートたけし∥ほビートたけし∥ほビートたけし∥ほ
か著か著か著か著

402.11402.11402.11402.11

369.31369.31369.31369.31 人類が解けない科学の謎人類が解けない科学の謎人類が解けない科学の謎人類が解けない科学の謎
ヘイリー　バーチヘイリー　バーチヘイリー　バーチヘイリー　バーチ
∥著∥著∥著∥著

404404404404

教育の力教育の力教育の力教育の力 苫野 一徳∥著苫野 一徳∥著苫野 一徳∥著苫野 一徳∥著 371.1371.1371.1371.1
絵解きパラドックス 思考の迷宮-絵解きパラドックス 思考の迷宮-絵解きパラドックス 思考の迷宮-絵解きパラドックス 思考の迷宮-
奥深き逆説の世界奥深き逆説の世界奥深き逆説の世界奥深き逆説の世界

高橋 昌一郎∥監高橋 昌一郎∥監高橋 昌一郎∥監高橋 昌一郎∥監
修修修修

410.9410.9410.9410.9

ひきこもり脱出支援マニュアルひきこもり脱出支援マニュアルひきこもり脱出支援マニュアルひきこもり脱出支援マニュアル 田村 毅∥著田村 毅∥著田村 毅∥著田村 毅∥著 371.42371.42371.42371.42 413.59413.59413.59413.59

池上彰の「日本の教育」がよくわ池上彰の「日本の教育」がよくわ池上彰の「日本の教育」がよくわ池上彰の「日本の教育」がよくわ
かる本かる本かる本かる本

池上 彰∥著池上 彰∥著池上 彰∥著池上 彰∥著 372.11372.11372.11372.11 1億人のための統計解析1億人のための統計解析1億人のための統計解析1億人のための統計解析 西内 啓∥著西内 啓∥著西内 啓∥著西内 啓∥著 417417417417

教育を紡ぐ 大槌町震災から新た教育を紡ぐ 大槌町震災から新た教育を紡ぐ 大槌町震災から新た教育を紡ぐ 大槌町震災から新た
な学校創造への歩みな学校創造への歩みな学校創造への歩みな学校創造への歩み

山下 英三郎∥編山下 英三郎∥編山下 英三郎∥編山下 英三郎∥編
著著著著

372.12372.12372.12372.12 ゼロからはじめる音響学ゼロからはじめる音響学ゼロからはじめる音響学ゼロからはじめる音響学 青木 直史∥著青木 直史∥著青木 直史∥著青木 直史∥著 424424424424

壁面ポップ&イラストBOOK 教室で役壁面ポップ&イラストBOOK 教室で役壁面ポップ&イラストBOOK 教室で役壁面ポップ&イラストBOOK 教室で役
立つカラーコーディネート満載!立つカラーコーディネート満載!立つカラーコーディネート満載!立つカラーコーディネート満載!

桜木 恵美∥イラ桜木 恵美∥イラ桜木 恵美∥イラ桜木 恵美∥イラ
ストストストスト

374.12374.12374.12374.12
よくわかる最新音響の基本と仕組よくわかる最新音響の基本と仕組よくわかる最新音響の基本と仕組よくわかる最新音響の基本と仕組
みみみみ

岩宮 眞一郎∥著岩宮 眞一郎∥著岩宮 眞一郎∥著岩宮 眞一郎∥著 424424424424

教師を100倍楽しむ方法 若手教師がつ教師を100倍楽しむ方法 若手教師がつ教師を100倍楽しむ方法 若手教師がつ教師を100倍楽しむ方法 若手教師がつ
くった、教師を楽しみたい人のための本くった、教師を楽しみたい人のための本くった、教師を楽しみたい人のための本くった、教師を楽しみたい人のための本

「教師を100倍楽しむ方「教師を100倍楽しむ方「教師を100倍楽しむ方「教師を100倍楽しむ方
法」編集委員会∥編法」編集委員会∥編法」編集委員会∥編法」編集委員会∥編 374.3374.3374.3374.3 磁力の科学磁力の科学磁力の科学磁力の科学 久保田 博南∥著久保田 博南∥著久保田 博南∥著久保田 博南∥著 427.8427.8427.8427.8

9年間で「言葉の力」を鍛える 小9年間で「言葉の力」を鍛える 小9年間で「言葉の力」を鍛える 小9年間で「言葉の力」を鍛える 小
中連携による言語能力の育成中連携による言語能力の育成中連携による言語能力の育成中連携による言語能力の育成

武蔵村山市教育武蔵村山市教育武蔵村山市教育武蔵村山市教育
委員会∥編著委員会∥編著委員会∥編著委員会∥編著

375.1375.1375.1375.1
ミッション・トゥ・マーズ 火星移住ミッション・トゥ・マーズ 火星移住ミッション・トゥ・マーズ 火星移住ミッション・トゥ・マーズ 火星移住
大作戦大作戦大作戦大作戦

バズ　オルドリンバズ　オルドリンバズ　オルドリンバズ　オルドリン
∥著∥著∥著∥著

445.3445.3445.3445.3

書字指導アラカルト 気になる子書字指導アラカルト 気になる子書字指導アラカルト 気になる子書字指導アラカルト 気になる子
どものできた!が増えるどものできた!が増えるどものできた!が増えるどものできた!が増える

笹田 哲∥著笹田 哲∥著笹田 哲∥著笹田 哲∥著 375.73375.73375.73375.73
ゼンリン住宅地図と最新ネット地ゼンリン住宅地図と最新ネット地ゼンリン住宅地図と最新ネット地ゼンリン住宅地図と最新ネット地
図の秘密図の秘密図の秘密図の秘密

内田 宗治∥著内田 宗治∥著内田 宗治∥著内田 宗治∥著 448.9448.9448.9448.9

外国語活動で使える!読み聞か外国語活動で使える!読み聞か外国語活動で使える!読み聞か外国語活動で使える!読み聞か
せ絵本&活動アイデアせ絵本&活動アイデアせ絵本&活動アイデアせ絵本&活動アイデア

恵泉英語教育研恵泉英語教育研恵泉英語教育研恵泉英語教育研
究会∥編究会∥編究会∥編究会∥編

375.89375.89375.89375.89
1秒って誰が決めるの? 日時計か1秒って誰が決めるの? 日時計か1秒って誰が決めるの? 日時計か1秒って誰が決めるの? 日時計か
ら光格子時計までら光格子時計までら光格子時計までら光格子時計まで

安田 正美∥著安田 正美∥著安田 正美∥著安田 正美∥著 449.1449.1449.1449.1

壁面おり紙スペシャルBOOK壁面おり紙スペシャルBOOK壁面おり紙スペシャルBOOK壁面おり紙スペシャルBOOK 山口 真∥著山口 真∥著山口 真∥著山口 真∥著 376.14376.14376.14376.14
海洋地球研究船「みらい」とって海洋地球研究船「みらい」とって海洋地球研究船「みらい」とって海洋地球研究船「みらい」とって
おきの空と海おきの空と海おきの空と海おきの空と海

柏野 祐二∥著柏野 祐二∥著柏野 祐二∥著柏野 祐二∥著 452.2452.2452.2452.2

らくらく天井飾りスペシャルBOOKらくらく天井飾りスペシャルBOOKらくらく天井飾りスペシャルBOOKらくらく天井飾りスペシャルBOOK 堀田 直子∥編著堀田 直子∥編著堀田 直子∥編著堀田 直子∥編著 376.16376.16376.16376.16 お風呂と脳のいい話お風呂と脳のいい話お風呂と脳のいい話お風呂と脳のいい話 茂木 健一郎∥著茂木 健一郎∥著茂木 健一郎∥著茂木 健一郎∥著 453.9453.9453.9453.9

就活難民にならないための大学就活難民にならないための大学就活難民にならないための大学就活難民にならないための大学
生活30のルール生活30のルール生活30のルール生活30のルール

常見 陽平∥著常見 陽平∥著常見 陽平∥著常見 陽平∥著 377.9377.9377.9377.9
薄片でよくわかる岩石図鑑 含ま薄片でよくわかる岩石図鑑 含ま薄片でよくわかる岩石図鑑 含ま薄片でよくわかる岩石図鑑 含ま
れる鉱物や組織で種類を知るれる鉱物や組織で種類を知るれる鉱物や組織で種類を知るれる鉱物や組織で種類を知る

チームG∥編チームG∥編チームG∥編チームG∥編 458.04458.04458.04458.04

「小学校で困ること」を減らす親子遊び10 発「小学校で困ること」を減らす親子遊び10 発「小学校で困ること」を減らす親子遊び10 発「小学校で困ること」を減らす親子遊び10 発
達が気になる子を理解して上手に育てる本達が気になる子を理解して上手に育てる本達が気になる子を理解して上手に育てる本達が気になる子を理解して上手に育てる本 木村 順∥監修木村 順∥監修木村 順∥監修木村 順∥監修 378378378378 世界の絶滅危惧生物図鑑世界の絶滅危惧生物図鑑世界の絶滅危惧生物図鑑世界の絶滅危惧生物図鑑 IUCN∥編IUCN∥編IUCN∥編IUCN∥編 460.38460.38460.38460.38

震災学　vol.4(2014)震災学　vol.4(2014)震災学　vol.4(2014)震災学　vol.4(2014)

サイン,コサイン,タンジェント よくわかる!わかるほどサイン,コサイン,タンジェント よくわかる!わかるほどサイン,コサイン,タンジェント よくわかる!わかるほどサイン,コサイン,タンジェント よくわかる!わかるほど
に面白い!三角関数の世界に面白い!三角関数の世界に面白い!三角関数の世界に面白い!三角関数の世界

達が気になる子を理解して上手に育てる本達が気になる子を理解して上手に育てる本達が気になる子を理解して上手に育てる本達が気になる子を理解して上手に育てる本 木村 順∥監修木村 順∥監修木村 順∥監修木村 順∥監修 378378378378 世界の絶滅危惧生物図鑑世界の絶滅危惧生物図鑑世界の絶滅危惧生物図鑑世界の絶滅危惧生物図鑑 IUCN∥編IUCN∥編IUCN∥編IUCN∥編 460.38460.38460.38460.38



面白くて眠れなくなる生物学面白くて眠れなくなる生物学面白くて眠れなくなる生物学面白くて眠れなくなる生物学 長谷川 英祐∥著長谷川 英祐∥著長谷川 英祐∥著長谷川 英祐∥著 460.4460.4460.4460.4
つるかめ食堂　60歳からの健康つるかめ食堂　60歳からの健康つるかめ食堂　60歳からの健康つるかめ食堂　60歳からの健康
維持レシピ維持レシピ維持レシピ維持レシピ

ベターホーム協ベターホーム協ベターホーム協ベターホーム協
会∥編集会∥編集会∥編集会∥編集

498.58498.58498.58498.58

エピジェネティクス 新しい生命像エピジェネティクス 新しい生命像エピジェネティクス 新しい生命像エピジェネティクス 新しい生命像
をえがくをえがくをえがくをえがく

仲野 徹∥著仲野 徹∥著仲野 徹∥著仲野 徹∥著 467.3467.3467.3467.3 体にいい食材の便利帳体にいい食材の便利帳体にいい食材の便利帳体にいい食材の便利帳 若宮 寿子∥監修若宮 寿子∥監修若宮 寿子∥監修若宮 寿子∥監修 498.58498.58498.58498.58

身近な雑草の生物学身近な雑草の生物学身近な雑草の生物学身近な雑草の生物学 根本 正之∥編著根本 正之∥編著根本 正之∥編著根本 正之∥編著 471.7471.7471.7471.7
これなら作れるシニアの1人分ごこれなら作れるシニアの1人分ごこれなら作れるシニアの1人分ごこれなら作れるシニアの1人分ご
はんはんはんはん

村上 祥子∥著村上 祥子∥著村上 祥子∥著村上 祥子∥著 498.59498.59498.59498.59

スカル アラン・ダドリーの驚くべきスカル アラン・ダドリーの驚くべきスカル アラン・ダドリーの驚くべきスカル アラン・ダドリーの驚くべき
頭骨コレクション頭骨コレクション頭骨コレクション頭骨コレクション

サイモン　ウィンサイモン　ウィンサイモン　ウィンサイモン　ウィン
チェスター∥著チェスター∥著チェスター∥著チェスター∥著

481.1481.1481.1481.1
残心　世界のハンセン病を制圧残心　世界のハンセン病を制圧残心　世界のハンセン病を制圧残心　世界のハンセン病を制圧
するするするする

笹川 陽平∥著笹川 陽平∥著笹川 陽平∥著笹川 陽平∥著 498.6498.6498.6498.6

ねずみに支配された島ねずみに支配された島ねずみに支配された島ねずみに支配された島
ウィリアム　ソウルウィリアム　ソウルウィリアム　ソウルウィリアム　ソウル
ゼンバーグ∥著ゼンバーグ∥著ゼンバーグ∥著ゼンバーグ∥著

481.7481.7481.7481.7
医者からもらった薬がわかる本医者からもらった薬がわかる本医者からもらった薬がわかる本医者からもらった薬がわかる本
2014-2015年版(第29版)2014-2015年版(第29版)2014-2015年版(第29版)2014-2015年版(第29版)

医薬制度研究会医薬制度研究会医薬制度研究会医薬制度研究会
∥著∥著∥著∥著

499.1499.1499.1499.1

患者必読　医者の僕がやっとわ患者必読　医者の僕がやっとわ患者必読　医者の僕がやっとわ患者必読　医者の僕がやっとわ
かったことかったことかったことかったこと

新見 正則∥著新見 正則∥著新見 正則∥著新見 正則∥著 490.4490.4490.4490.4 技術・実用書技術・実用書技術・実用書技術・実用書

図説人体イメージの変遷　西洋と図説人体イメージの変遷　西洋と図説人体イメージの変遷　西洋と図説人体イメージの変遷　西洋と
日本 古代ギリシャから現代まで日本 古代ギリシャから現代まで日本 古代ギリシャから現代まで日本 古代ギリシャから現代まで

坂井 建雄∥著坂井 建雄∥著坂井 建雄∥著坂井 建雄∥著 491.1491.1491.1491.1 トコトンやさしい工場管理の本トコトンやさしい工場管理の本トコトンやさしい工場管理の本トコトンやさしい工場管理の本 岡田 貞夫∥著岡田 貞夫∥著岡田 貞夫∥著岡田 貞夫∥著 509.5509.5509.5509.5

糖尿病最新治療・最新薬糖尿病最新治療・最新薬糖尿病最新治療・最新薬糖尿病最新治療・最新薬 鈴木 吉彦∥著鈴木 吉彦∥著鈴木 吉彦∥著鈴木 吉彦∥著 493.12493.12493.12493.12
橋を楽しむ　歴史で辿る日本の橋を楽しむ　歴史で辿る日本の橋を楽しむ　歴史で辿る日本の橋を楽しむ　歴史で辿る日本の
橋・中国古代橋梁・韓国伝統橋橋・中国古代橋梁・韓国伝統橋橋・中国古代橋梁・韓国伝統橋橋・中国古代橋梁・韓国伝統橋

平野 暉雄∥著平野 暉雄∥著平野 暉雄∥著平野 暉雄∥著 515.02515.02515.02515.02

ドイツ・低線量被曝から28年ドイツ・低線量被曝から28年ドイツ・低線量被曝から28年ドイツ・低線量被曝から28年
チェルノブイリはおわっていないチェルノブイリはおわっていないチェルノブイリはおわっていないチェルノブイリはおわっていない

ふくもと まさお∥ふくもと まさお∥ふくもと まさお∥ふくもと まさお∥
著著著著

493.2493.2493.2493.2 横丁と路地を歩く横丁と路地を歩く横丁と路地を歩く横丁と路地を歩く 小林 一郎∥著小林 一郎∥著小林 一郎∥著小林 一郎∥著 518.84518.84518.84518.84

薬を飲まずに3週間で無理なく血薬を飲まずに3週間で無理なく血薬を飲まずに3週間で無理なく血薬を飲まずに3週間で無理なく血
圧を下げる方法圧を下げる方法圧を下げる方法圧を下げる方法

桑島 巌∥著桑島 巌∥著桑島 巌∥著桑島 巌∥著 493.25493.25493.25493.25
NHKスペースシップアースの未NHKスペースシップアースの未NHKスペースシップアースの未NHKスペースシップアースの未
来来来来

松井 孝典∥著松井 孝典∥著松井 孝典∥著松井 孝典∥著 519519519519

牛乳たすだけ減塩レシピ牛乳たすだけ減塩レシピ牛乳たすだけ減塩レシピ牛乳たすだけ減塩レシピ 小山 浩子∥著小山 浩子∥著小山 浩子∥著小山 浩子∥著 493.25493.25493.25493.25 世界の城の歴史文化図鑑世界の城の歴史文化図鑑世界の城の歴史文化図鑑世界の城の歴史文化図鑑
チャールズ　スチャールズ　スチャールズ　スチャールズ　ス
ティーヴンソン∥ティーヴンソン∥ティーヴンソン∥ティーヴンソン∥
編編編編

520.2520.2520.2520.2

バセドウ病・橋本病　その他の甲バセドウ病・橋本病　その他の甲バセドウ病・橋本病　その他の甲バセドウ病・橋本病　その他の甲
状腺の病気状腺の病気状腺の病気状腺の病気

伊藤 公一∥監修伊藤 公一∥監修伊藤 公一∥監修伊藤 公一∥監修 493.49493.49493.49493.49 屋根の日本建築屋根の日本建築屋根の日本建築屋根の日本建築 今里 隆∥著今里 隆∥著今里 隆∥著今里 隆∥著 521.6521.6521.6521.6

アルツハイマーはなぜアルツハイマーにアルツハイマーはなぜアルツハイマーにアルツハイマーはなぜアルツハイマーにアルツハイマーはなぜアルツハイマーに
なったのか　病名になった人々の物語なったのか　病名になった人々の物語なったのか　病名になった人々の物語なったのか　病名になった人々の物語

ダウエ　ドラーイダウエ　ドラーイダウエ　ドラーイダウエ　ドラーイ
スマ∥著スマ∥著スマ∥著スマ∥著

493.73493.73493.73493.73
クールルーフガイドブック　都市クールルーフガイドブック　都市クールルーフガイドブック　都市クールルーフガイドブック　都市
を冷やす技術を冷やす技術を冷やす技術を冷やす技術

日本建築学会∥日本建築学会∥日本建築学会∥日本建築学会∥
編編編編

524.85524.85524.85524.85

患者さんとご家族から学ぶ認知患者さんとご家族から学ぶ認知患者さんとご家族から学ぶ認知患者さんとご家族から学ぶ認知
症なんでも相談室症なんでも相談室症なんでも相談室症なんでも相談室

国立長寿医療研究国立長寿医療研究国立長寿医療研究国立長寿医療研究
センター∥編センター∥編センター∥編センター∥編

493.76493.76493.76493.76
とっておき住宅デザイン図鑑　心とっておき住宅デザイン図鑑　心とっておき住宅デザイン図鑑　心とっておき住宅デザイン図鑑　心
地よい住まいをつくるルール200地よい住まいをつくるルール200地よい住まいをつくるルール200地よい住まいをつくるルール200

長谷川 順持∥著長谷川 順持∥著長谷川 順持∥著長谷川 順持∥著 527.1527.1527.1527.1

ストップ!認知症　しくみがわかれストップ!認知症　しくみがわかれストップ!認知症　しくみがわかれストップ!認知症　しくみがわかれ
ば予防ができる!ば予防ができる!ば予防ができる!ば予防ができる!

中谷 一泰∥著中谷 一泰∥著中谷 一泰∥著中谷 一泰∥著 493.76493.76493.76493.76
最高の住宅照明をデザインする最高の住宅照明をデザインする最高の住宅照明をデザインする最高の住宅照明をデザインする
方法方法方法方法

EOS plus∥著EOS plus∥著EOS plus∥著EOS plus∥著 528.43528.43528.43528.43
ば予防ができる!ば予防ができる!ば予防ができる!ば予防ができる! 方法方法方法方法
驚きの和光病院式認知症ケア実驚きの和光病院式認知症ケア実驚きの和光病院式認知症ケア実驚きの和光病院式認知症ケア実
践ハンドブック践ハンドブック践ハンドブック践ハンドブック

翠会和光病院看翠会和光病院看翠会和光病院看翠会和光病院看
護部∥監修護部∥監修護部∥監修護部∥監修

493.76493.76493.76493.76 バルブの基礎バルブの基礎バルブの基礎バルブの基礎 笹原 敬史∥著笹原 敬史∥著笹原 敬史∥著笹原 敬史∥著 534.6534.6534.6534.6

認知症介護が楽になる本　介護職と認知症介護が楽になる本　介護職と認知症介護が楽になる本　介護職と認知症介護が楽になる本　介護職と
家族が見つけた関わり方のコツ家族が見つけた関わり方のコツ家族が見つけた関わり方のコツ家族が見つけた関わり方のコツ

三好 春樹∥著三好 春樹∥著三好 春樹∥著三好 春樹∥著 493.76493.76493.76493.76 536536536536

ワクチンで困るケースをみんなで話してワクチンで困るケースをみんなで話してワクチンで困るケースをみんなで話してワクチンで困るケースをみんなで話して
みました　ケースで学ぶ予防接種の実際みました　ケースで学ぶ予防接種の実際みました　ケースで学ぶ予防接種の実際みました　ケースで学ぶ予防接種の実際 竹下 望∥編集竹下 望∥編集竹下 望∥編集竹下 望∥編集 493.82493.82493.82493.82 旅客機年鑑　2014-2015旅客機年鑑　2014-2015旅客機年鑑　2014-2015旅客機年鑑　2014-2015

青木 謙知∥監修青木 謙知∥監修青木 謙知∥監修青木 謙知∥監修
執筆執筆執筆執筆

538.6538.6538.6538.6

ひとりで死ぬのだって大丈夫ひとりで死ぬのだって大丈夫ひとりで死ぬのだって大丈夫ひとりで死ぬのだって大丈夫 奥野 滋子∥著奥野 滋子∥著奥野 滋子∥著奥野 滋子∥著 494.5494.5494.5494.5
落ちない飛行機への挑戦　航空落ちない飛行機への挑戦　航空落ちない飛行機への挑戦　航空落ちない飛行機への挑戦　航空
機事故ゼロの未来へ機事故ゼロの未来へ機事故ゼロの未来へ機事故ゼロの未来へ

鈴木 真二∥著鈴木 真二∥著鈴木 真二∥著鈴木 真二∥著 538.6538.6538.6538.6

がん治療に苦痛と絶望はいらない　余命がん治療に苦痛と絶望はいらない　余命がん治療に苦痛と絶望はいらない　余命がん治療に苦痛と絶望はいらない　余命
2カ月を完治に導くがん活性消滅療法2カ月を完治に導くがん活性消滅療法2カ月を完治に導くがん活性消滅療法2カ月を完治に導くがん活性消滅療法 前田 華郎∥著前田 華郎∥著前田 華郎∥著前田 華郎∥著 494.5494.5494.5494.5

カラー図解でわかる航空管制カラー図解でわかる航空管制カラー図解でわかる航空管制カラー図解でわかる航空管制
「超」入門「超」入門「超」入門「超」入門

藤石 金彌∥著藤石 金彌∥著藤石 金彌∥著藤石 金彌∥著 538.86538.86538.86538.86

巻き爪、陥入爪、外反母趾の特巻き爪、陥入爪、外反母趾の特巻き爪、陥入爪、外反母趾の特巻き爪、陥入爪、外反母趾の特
効セルフケア効セルフケア効セルフケア効セルフケア

高山 かおる∥著高山 かおる∥著高山 かおる∥著高山 かおる∥著 494.8494.8494.8494.8
“福島原発”ある技術者の証言　原発と40年“福島原発”ある技術者の証言　原発と40年“福島原発”ある技術者の証言　原発と40年“福島原発”ある技術者の証言　原発と40年
間共生してきた技術者が見た福島の真実間共生してきた技術者が見た福島の真実間共生してきた技術者が見た福島の真実間共生してきた技術者が見た福島の真実 名嘉 幸照∥著名嘉 幸照∥著名嘉 幸照∥著名嘉 幸照∥著 539.02539.02539.02539.02

腎臓病の最新治療腎臓病の最新治療腎臓病の最新治療腎臓病の最新治療 川村 哲也∥監修川村 哲也∥監修川村 哲也∥監修川村 哲也∥監修 494.93494.93494.93494.93
原発処分 先進国ドイツの現実原発処分 先進国ドイツの現実原発処分 先進国ドイツの現実原発処分 先進国ドイツの現実
地底1000メートルの核ゴミ地獄地底1000メートルの核ゴミ地獄地底1000メートルの核ゴミ地獄地底1000メートルの核ゴミ地獄

広瀬 隆∥著広瀬 隆∥著広瀬 隆∥著広瀬 隆∥著 539.09539.09539.09539.09

母と娘(コ)のホルモンLesson母と娘(コ)のホルモンLesson母と娘(コ)のホルモンLesson母と娘(コ)のホルモンLesson 吉野 一枝∥著吉野 一枝∥著吉野 一枝∥著吉野 一枝∥著 495495495495 原発ゼロ原発ゼロ原発ゼロ原発ゼロ 小出 裕章∥著小出 裕章∥著小出 裕章∥著小出 裕章∥著 543.5543.5543.5543.5

ホントはコワイ更年期障害35の対ホントはコワイ更年期障害35の対ホントはコワイ更年期障害35の対ホントはコワイ更年期障害35の対
策策策策

福田 千晶∥監修福田 千晶∥監修福田 千晶∥監修福田 千晶∥監修 495.13495.13495.13495.13
誰でも作れる単管パイプによる太誰でも作れる単管パイプによる太誰でも作れる単管パイプによる太誰でも作れる単管パイプによる太
陽光発電所陽光発電所陽光発電所陽光発電所

大友 哲∥著大友 哲∥著大友 哲∥著大友 哲∥著 543.8543.8543.8543.8

誰も教えてくれなかった卵子の話誰も教えてくれなかった卵子の話誰も教えてくれなかった卵子の話誰も教えてくれなかった卵子の話 杉本 公平∥著杉本 公平∥著杉本 公平∥著杉本 公平∥著 495.6495.6495.6495.6
新幹線を航空機に変えた男たち新幹線を航空機に変えた男たち新幹線を航空機に変えた男たち新幹線を航空機に変えた男たち
超高速化50年の奇跡超高速化50年の奇跡超高速化50年の奇跡超高速化50年の奇跡

前間 孝則∥著前間 孝則∥著前間 孝則∥著前間 孝則∥著 546.5546.5546.5546.5

吊腰教室吊腰教室吊腰教室吊腰教室 寺門 琢己∥著寺門 琢己∥著寺門 琢己∥著寺門 琢己∥著 498.3498.3498.3498.3
THINK LIKE ZUCK マーク・ザッTHINK LIKE ZUCK マーク・ザッTHINK LIKE ZUCK マーク・ザッTHINK LIKE ZUCK マーク・ザッ
カーバーグの思考法カーバーグの思考法カーバーグの思考法カーバーグの思考法

エカテリーナエカテリーナエカテリーナエカテリーナ
ウォルター∥著ウォルター∥著ウォルター∥著ウォルター∥著

547.48547.48547.48547.48

朝食朝メシ朝ごはん朝食朝メシ朝ごはん朝食朝メシ朝ごはん朝食朝メシ朝ごはん
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

498.5498.5498.5498.5
よくわかるズバリ解決ビジネスマよくわかるズバリ解決ビジネスマよくわかるズバリ解決ビジネスマよくわかるズバリ解決ビジネスマ
ンのためのWindowsタブレットンのためのWindowsタブレットンのためのWindowsタブレットンのためのWindowsタブレット

富士通エフ　オー　エ富士通エフ　オー　エ富士通エフ　オー　エ富士通エフ　オー　エ
ム株式会社∥著 制ム株式会社∥著 制ム株式会社∥著 制ム株式会社∥著 制
作作作作

548.29548.29548.29548.29

塩と砂糖と食品保存の科学塩と砂糖と食品保存の科学塩と砂糖と食品保存の科学塩と砂糖と食品保存の科学
食品保存と生活食品保存と生活食品保存と生活食品保存と生活
研究会∥編著研究会∥編著研究会∥編著研究会∥編著

498.5498.5498.5498.5 東北・北海道の美酒東北・北海道の美酒東北・北海道の美酒東北・北海道の美酒 葉石 かおり∥著葉石 かおり∥著葉石 かおり∥著葉石 かおり∥著 588.52588.52588.52588.52

体が元気になる乳酸菌の摂り方体が元気になる乳酸菌の摂り方体が元気になる乳酸菌の摂り方体が元気になる乳酸菌の摂り方
ヨーグルト&チーズがいちばん!ヨーグルト&チーズがいちばん!ヨーグルト&チーズがいちばん!ヨーグルト&チーズがいちばん!

阿久澤 良造∥監阿久澤 良造∥監阿久澤 良造∥監阿久澤 良造∥監
修修修修

498.58498.58498.58498.58
おうち飲みワインレッスン 女子のおうち飲みワインレッスン 女子のおうち飲みワインレッスン 女子のおうち飲みワインレッスン 女子の
ためのワイン入門書ためのワイン入門書ためのワイン入門書ためのワイン入門書

竹内 香奈子∥著竹内 香奈子∥著竹内 香奈子∥著竹内 香奈子∥著 588.55588.55588.55588.55

食べものだけで余命3か月のガン食べものだけで余命3か月のガン食べものだけで余命3か月のガン食べものだけで余命3か月のガン
が消えたが消えたが消えたが消えた

高遠 智子∥著高遠 智子∥著高遠 智子∥著高遠 智子∥著 498.58498.58498.58498.58
大人のアクセサリーバイブル 着こな大人のアクセサリーバイブル 着こな大人のアクセサリーバイブル 着こな大人のアクセサリーバイブル 着こな
しセンスに磨きをかける最終ルールしセンスに磨きをかける最終ルールしセンスに磨きをかける最終ルールしセンスに磨きをかける最終ルール

石田 純子∥監修石田 純子∥監修石田 純子∥監修石田 純子∥監修 589.2589.2589.2589.2

図解でよくわかる今乗りたい鉄道大百科図解でよくわかる今乗りたい鉄道大百科図解でよくわかる今乗りたい鉄道大百科図解でよくわかる今乗りたい鉄道大百科

が消えたが消えたが消えたが消えた
高遠 智子∥著高遠 智子∥著高遠 智子∥著高遠 智子∥著 498.58498.58498.58498.58

しセンスに磨きをかける最終ルールしセンスに磨きをかける最終ルールしセンスに磨きをかける最終ルールしセンスに磨きをかける最終ルール
石田 純子∥監修石田 純子∥監修石田 純子∥監修石田 純子∥監修 589.2589.2589.2589.2



リトル・ブラック・ドレス 女優たちのリトル・ブラック・ドレス 女優たちのリトル・ブラック・ドレス 女優たちのリトル・ブラック・ドレス 女優たちの
<魔法のドレス><魔法のドレス><魔法のドレス><魔法のドレス>

矢田ヴァッターニ矢田ヴァッターニ矢田ヴァッターニ矢田ヴァッターニ
明美子∥著明美子∥著明美子∥著明美子∥著

589.2589.2589.2589.2 小林まさるのカンタン!ごはん小林まさるのカンタン!ごはん小林まさるのカンタン!ごはん小林まさるのカンタン!ごはん 小林 まさる∥著小林 まさる∥著小林 まさる∥著小林 まさる∥著 596596596596

自信がみなぎる「着こなし」オヤジ自信がみなぎる「着こなし」オヤジ自信がみなぎる「着こなし」オヤジ自信がみなぎる「着こなし」オヤジ
塾塾塾塾

川北 義則∥著川北 義則∥著川北 義則∥著川北 義則∥著 589.2589.2589.2589.2
基本の献立 組み合わせと段取り基本の献立 組み合わせと段取り基本の献立 組み合わせと段取り基本の献立 組み合わせと段取り
がわかる!がわかる!がわかる!がわかる!

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

596596596596

589.2589.2589.2589.2
いまさら聞けない料理の基本1問いまさら聞けない料理の基本1問いまさら聞けない料理の基本1問いまさら聞けない料理の基本1問
1答1答1答1答

しらいし やすこしらいし やすこしらいし やすこしらいし やすこ
∥監修∥監修∥監修∥監修

596596596596

THE SUIT スーツの教科書THE SUIT スーツの教科書THE SUIT スーツの教科書THE SUIT スーツの教科書 中村 達也∥監修中村 達也∥監修中村 達也∥監修中村 達也∥監修 589.21589.21589.21589.21
おいしい新調味料塩レモン・塩ゆおいしい新調味料塩レモン・塩ゆおいしい新調味料塩レモン・塩ゆおいしい新調味料塩レモン・塩ゆ
ずレシピずレシピずレシピずレシピ

高橋 雅子∥著高橋 雅子∥著高橋 雅子∥著高橋 雅子∥著 596596596596

島田順子スタイル パリ、大人エレ島田順子スタイル パリ、大人エレ島田順子スタイル パリ、大人エレ島田順子スタイル パリ、大人エレ
ガンスガンスガンスガンス

マガジンハウス∥マガジンハウス∥マガジンハウス∥マガジンハウス∥
編編編編

589.22589.22589.22589.22 ママたちの毎日カフェごはんママたちの毎日カフェごはんママたちの毎日カフェごはんママたちの毎日カフェごはん
中村 美穂∥大人中村 美穂∥大人中村 美穂∥大人中村 美穂∥大人
レシピレシピレシピレシピ

596596596596

THE SHIRT&TIE シャツ&タイのTHE SHIRT&TIE シャツ&タイのTHE SHIRT&TIE シャツ&タイのTHE SHIRT&TIE シャツ&タイの
教科書教科書教科書教科書

中村 達也∥監修中村 達也∥監修中村 達也∥監修中村 達也∥監修 589.22589.22589.22589.22
NHK連続テレビ小説ごちそうさんNHK連続テレビ小説ごちそうさんNHK連続テレビ小説ごちそうさんNHK連続テレビ小説ごちそうさん
レシピブック　2レシピブック　2レシピブック　2レシピブック　2

NHKドラマ制作NHKドラマ制作NHKドラマ制作NHKドラマ制作
班∥製作協力班∥製作協力班∥製作協力班∥製作協力

596596596596

くるみの木の日々用品くるみの木の日々用品くるみの木の日々用品くるみの木の日々用品 石村 由起子∥著石村 由起子∥著石村 由起子∥著石村 由起子∥著 590590590590 野田琺瑯のレシピ野田琺瑯のレシピ野田琺瑯のレシピ野田琺瑯のレシピ 野田 善子∥著野田 善子∥著野田 善子∥著野田 善子∥著 596596596596

ゆるエコ 無理せず、楽しく、あるゆるエコ 無理せず、楽しく、あるゆるエコ 無理せず、楽しく、あるゆるエコ 無理せず、楽しく、ある
ものでものでものでもので

田村 記久恵∥著田村 記久恵∥著田村 記久恵∥著田村 記久恵∥著 590590590590
缶詰・瓶詰・乾物を使ってつくるヤ缶詰・瓶詰・乾物を使ってつくるヤ缶詰・瓶詰・乾物を使ってつくるヤ缶詰・瓶詰・乾物を使ってつくるヤ
ミーさんの世界のごはんひとりぶん。ミーさんの世界のごはんひとりぶん。ミーさんの世界のごはんひとりぶん。ミーさんの世界のごはんひとりぶん。

ヤミー∥著ヤミー∥著ヤミー∥著ヤミー∥著 596596596596

手ぬいでちょこっと洋服お直し手ぬいでちょこっと洋服お直し手ぬいでちょこっと洋服お直し手ぬいでちょこっと洋服お直し 鵜飼 睦子∥監修鵜飼 睦子∥監修鵜飼 睦子∥監修鵜飼 睦子∥監修 593.3593.3593.3593.3 Café & Meal MUJICafé & Meal MUJICafé & Meal MUJICafé & Meal MUJI 献立レシピ献立レシピ献立レシピ献立レシピ
Café & MealCafé & MealCafé & MealCafé & Meal
MUJI∥著MUJI∥著MUJI∥著MUJI∥著

596596596596

はじめて!かんたん!布の帽子 失敗しはじめて!かんたん!布の帽子 失敗しはじめて!かんたん!布の帽子 失敗しはじめて!かんたん!布の帽子 失敗し
ない!自分に似合う帽子が見つかる!ない!自分に似合う帽子が見つかる!ない!自分に似合う帽子が見つかる!ない!自分に似合う帽子が見つかる!

中嶌 有希∥著中嶌 有希∥著中嶌 有希∥著中嶌 有希∥著 593.3593.3593.3593.3 596596596596

ソーイングきほんの基本 これならソーイングきほんの基本 これならソーイングきほんの基本 これならソーイングきほんの基本 これなら
できる!みんなの教科書できる!みんなの教科書できる!みんなの教科書できる!みんなの教科書

水野 佳子∥監修水野 佳子∥監修水野 佳子∥監修水野 佳子∥監修 593.3593.3593.3593.3 高座舌鼓高座舌鼓高座舌鼓高座舌鼓 林家 正蔵∥著林家 正蔵∥著林家 正蔵∥著林家 正蔵∥著 596.04596.04596.04596.04

ハンドメイドベビー服enannaの80～120セハンドメイドベビー服enannaの80～120セハンドメイドベビー服enannaの80～120セハンドメイドベビー服enannaの80～120セ
ンチサイズの男の子と女の子のパンツンチサイズの男の子と女の子のパンツンチサイズの男の子と女の子のパンツンチサイズの男の子と女の子のパンツ 朝井 牧子∥著朝井 牧子∥著朝井 牧子∥著朝井 牧子∥著 593.36593.36593.36593.36 今ごはん、昔ごはん今ごはん、昔ごはん今ごはん、昔ごはん今ごはん、昔ごはん 松井 今朝子∥著松井 今朝子∥著松井 今朝子∥著松井 今朝子∥著 596.04596.04596.04596.04

手ぬいで作る!おとな可愛いお手ぬいで作る!おとな可愛いお手ぬいで作る!おとな可愛いお手ぬいで作る!おとな可愛いお
しゃれ服しゃれ服しゃれ服しゃれ服

高橋 恵美子∥著高橋 恵美子∥著高橋 恵美子∥著高橋 恵美子∥著 593.36593.36593.36593.36
リストランテアルポルト片岡宏之リストランテアルポルト片岡宏之リストランテアルポルト片岡宏之リストランテアルポルト片岡宏之
の我が家のレシピの我が家のレシピの我が家のレシピの我が家のレシピ

片岡 宏之∥著片岡 宏之∥著片岡 宏之∥著片岡 宏之∥著 596.23596.23596.23596.23

月居良子のワンピース!ワンピース!ワ月居良子のワンピース!ワンピース!ワ月居良子のワンピース!ワンピース!ワ月居良子のワンピース!ワンピース!ワ
ンピース!なんたってワンピース!ンピース!なんたってワンピース!ンピース!なんたってワンピース!ンピース!なんたってワンピース!

月居 良子∥著月居 良子∥著月居 良子∥著月居 良子∥著 593.36593.36593.36593.36 カタルーニャ地方の家庭料理カタルーニャ地方の家庭料理カタルーニャ地方の家庭料理カタルーニャ地方の家庭料理 丸山 久美∥著丸山 久美∥著丸山 久美∥著丸山 久美∥著 596.23596.23596.23596.23

大人が着たいまっすぐ縫いのワ大人が着たいまっすぐ縫いのワ大人が着たいまっすぐ縫いのワ大人が着たいまっすぐ縫いのワ
ンピース&チュニックンピース&チュニックンピース&チュニックンピース&チュニック

中神 一栄∥著中神 一栄∥著中神 一栄∥著中神 一栄∥著 593.36593.36593.36593.36 崎陽軒のシウマイレシピ70崎陽軒のシウマイレシピ70崎陽軒のシウマイレシピ70崎陽軒のシウマイレシピ70 崎陽軒∥監修崎陽軒∥監修崎陽軒∥監修崎陽軒∥監修 596.3596.3596.3596.3

料理家100人の暮らし方料理家100人の暮らし方料理家100人の暮らし方料理家100人の暮らし方

大人になったら、着たい服　2014春夏大人になったら、着たい服　2014春夏大人になったら、着たい服　2014春夏大人になったら、着たい服　2014春夏

ンピース&チュニックンピース&チュニックンピース&チュニックンピース&チュニック

594594594594
クックパッドのおいしい厳選!野菜クックパッドのおいしい厳選!野菜クックパッドのおいしい厳選!野菜クックパッドのおいしい厳選!野菜
レシピレシピレシピレシピ

クックパッド株式クックパッド株式クックパッド株式クックパッド株式
会社∥監修会社∥監修会社∥監修会社∥監修

596.37596.37596.37596.37

594594594594 男のパスタ道男のパスタ道男のパスタ道男のパスタ道 土屋 敦∥著土屋 敦∥著土屋 敦∥著土屋 敦∥著 596.38596.38596.38596.38

もこもこ、ふかふか魔法の刺もこもこ、ふかふか魔法の刺もこもこ、ふかふか魔法の刺もこもこ、ふかふか魔法の刺繡繡繡繡スススス
テッチテッチテッチテッチ

Laura Ameba∥Laura Ameba∥Laura Ameba∥Laura Ameba∥
著著著著

594.2594.2594.2594.2 知識ゼロからの駅弁入門知識ゼロからの駅弁入門知識ゼロからの駅弁入門知識ゼロからの駅弁入門 櫻井 寛∥著櫻井 寛∥著櫻井 寛∥著櫻井 寛∥著 596.4596.4596.4596.4

GAME&STITCH! クロスステッチGAME&STITCH! クロスステッチGAME&STITCH! クロスステッチGAME&STITCH! クロスステッチ
で楽しむレトロゲームで楽しむレトロゲームで楽しむレトロゲームで楽しむレトロゲーム

大図 まこと∥著大図 まこと∥著大図 まこと∥著大図 まこと∥著 594.2594.2594.2594.2 たまちゃんの夫弁当たまちゃんの夫弁当たまちゃんの夫弁当たまちゃんの夫弁当 たくま たまえ∥著たくま たまえ∥著たくま たまえ∥著たくま たまえ∥著 596.4596.4596.4596.4

刺しゅうきほんの基本 ステッチの刺し刺しゅうきほんの基本 ステッチの刺し刺しゅうきほんの基本 ステッチの刺し刺しゅうきほんの基本 ステッチの刺し
方+すぐに刺せるワンポイント図案方+すぐに刺せるワンポイント図案方+すぐに刺せるワンポイント図案方+すぐに刺せるワンポイント図案

立川 一美∥監修立川 一美∥監修立川 一美∥監修立川 一美∥監修 594.2594.2594.2594.2 口福だより口福だより口福だより口福だより
広田 千悦子∥絵広田 千悦子∥絵広田 千悦子∥絵広田 千悦子∥絵
文文文文

596.4596.4596.4596.4

シュヴァルムの白糸刺シュヴァルムの白糸刺シュヴァルムの白糸刺シュヴァルムの白糸刺繡繡繡繡 西須 久子∥監修西須 久子∥監修西須 久子∥監修西須 久子∥監修 594.2594.2594.2594.2
461個の弁当は、親父と息子の男461個の弁当は、親父と息子の男461個の弁当は、親父と息子の男461個の弁当は、親父と息子の男
の約束。の約束。の約束。の約束。

渡辺 俊美∥著渡辺 俊美∥著渡辺 俊美∥著渡辺 俊美∥著 596.4596.4596.4596.4

594.3594.3594.3594.3
おいしさのコツが一目でわかる★おいしさのコツが一目でわかる★おいしさのコツが一目でわかる★おいしさのコツが一目でわかる★
★基本のパン★基本のパン★基本のパン★基本のパン

石澤 清美∥著石澤 清美∥著石澤 清美∥著石澤 清美∥著 596.63596.63596.63596.63

有元葉子の365日の献立 材料別有元葉子の365日の献立 材料別有元葉子の365日の献立 材料別有元葉子の365日の献立 材料別
おかず事典おかず事典おかず事典おかず事典

有元 葉子∥著有元 葉子∥著有元 葉子∥著有元 葉子∥著 596596596596
浜内千波の親子でうれしい!カン浜内千波の親子でうれしい!カン浜内千波の親子でうれしい!カン浜内千波の親子でうれしい!カン
タン1分おうちパンタン1分おうちパンタン1分おうちパンタン1分おうちパン

浜内 千波∥著浜内 千波∥著浜内 千波∥著浜内 千波∥著 596.63596.63596.63596.63

巻いて巻いてどんどん巻いて! ライスペー巻いて巻いてどんどん巻いて! ライスペー巻いて巻いてどんどん巻いて! ライスペー巻いて巻いてどんどん巻いて! ライスペー
パー、小麦粉の皮、野菜、肉、パン、のりで。パー、小麦粉の皮、野菜、肉、パン、のりで。パー、小麦粉の皮、野菜、肉、パン、のりで。パー、小麦粉の皮、野菜、肉、パン、のりで。 今泉 久美∥著今泉 久美∥著今泉 久美∥著今泉 久美∥著 596596596596 ドイツの焼き菓子ドイツの焼き菓子ドイツの焼き菓子ドイツの焼き菓子 門倉 多仁亜∥著門倉 多仁亜∥著門倉 多仁亜∥著門倉 多仁亜∥著 596.65596.65596.65596.65

取り分け&持ち寄り大皿レシピ取り分け&持ち寄り大皿レシピ取り分け&持ち寄り大皿レシピ取り分け&持ち寄り大皿レシピ 大庭 英子∥著大庭 英子∥著大庭 英子∥著大庭 英子∥著 596596596596 全国五つ星の手みやげ全国五つ星の手みやげ全国五つ星の手みやげ全国五つ星の手みやげ 岸 朝子∥選岸 朝子∥選岸 朝子∥選岸 朝子∥選 596.65596.65596.65596.65

あの味が自分でできるくいしんぼあの味が自分でできるくいしんぼあの味が自分でできるくいしんぼあの味が自分でできるくいしんぼ
レシピレシピレシピレシピ

川津 幸子∥著川津 幸子∥著川津 幸子∥著川津 幸子∥著 596596596596
みんなが笑顔になるフランスの定みんなが笑顔になるフランスの定みんなが笑顔になるフランスの定みんなが笑顔になるフランスの定
番おやつgo番おやつgo番おやつgo番おやつgoûterûterûterûter

マリエレーヌ　ポマリエレーヌ　ポマリエレーヌ　ポマリエレーヌ　ポ
ワンソ∥著ワンソ∥著ワンソ∥著ワンソ∥著

596.65596.65596.65596.65

缶つまザ・ワールド缶つまザ・ワールド缶つまザ・ワールド缶つまザ・ワールド
缶つま研究会∥缶つま研究会∥缶つま研究会∥缶つま研究会∥
編編編編

596596596596
スイーツクルーズ世界一周おやスイーツクルーズ世界一周おやスイーツクルーズ世界一周おやスイーツクルーズ世界一周おや
つ旅つ旅つ旅つ旅

吉田 菊次郎∥著吉田 菊次郎∥著吉田 菊次郎∥著吉田 菊次郎∥著 596.65596.65596.65596.65

おいしさのコツが一目でわかる★おいしさのコツが一目でわかる★おいしさのコツが一目でわかる★おいしさのコツが一目でわかる★
★基本の料理★基本の料理★基本の料理★基本の料理

検見崎 聡美∥著検見崎 聡美∥著検見崎 聡美∥著検見崎 聡美∥著 596596596596 産業産業産業産業

ひと味違う中華街&横浜183店ひと味違う中華街&横浜183店ひと味違う中華街&横浜183店ひと味違う中華街&横浜183店
おとなの週末編おとなの週末編おとなの週末編おとなの週末編
集部∥編集部∥編集部∥編集部∥編

596596596596 はじめての西洋野菜の手帖はじめての西洋野菜の手帖はじめての西洋野菜の手帖はじめての西洋野菜の手帖
メディアパル∥編メディアパル∥編メディアパル∥編メディアパル∥編
集集集集

626626626626

パパごはんの感動レシピパパごはんの感動レシピパパごはんの感動レシピパパごはんの感動レシピ
小林 まさみ∥監小林 まさみ∥監小林 まさみ∥監小林 まさみ∥監
修　料理修　料理修　料理修　料理

596596596596
楽しく作る!おいしく食べる!はじめ楽しく作る!おいしく食べる!はじめ楽しく作る!おいしく食べる!はじめ楽しく作る!おいしく食べる!はじめ
てのリボベジ&収穫野菜てのリボベジ&収穫野菜てのリボベジ&収穫野菜てのリボベジ&収穫野菜

岡井 路子∥監修岡井 路子∥監修岡井 路子∥監修岡井 路子∥監修 626.9626.9626.9626.9

新米ママもらくらく作れるかわいいベビーグッズ新米ママもらくらく作れるかわいいベビーグッズ新米ママもらくらく作れるかわいいベビーグッズ新米ママもらくらく作れるかわいいベビーグッズ

大きな文字とイラストで作りやすい布こもの大きな文字とイラストで作りやすい布こもの大きな文字とイラストで作りやすい布こもの大きな文字とイラストで作りやすい布こもの

リネンとコットンで編むかぎ針編みの北欧雑貨リネンとコットンで編むかぎ針編みの北欧雑貨リネンとコットンで編むかぎ針編みの北欧雑貨リネンとコットンで編むかぎ針編みの北欧雑貨

パパごはんの感動レシピパパごはんの感動レシピパパごはんの感動レシピパパごはんの感動レシピ
修　料理修　料理修　料理修　料理

596596596596
てのリボベジ&収穫野菜てのリボベジ&収穫野菜てのリボベジ&収穫野菜てのリボベジ&収穫野菜

岡井 路子∥監修岡井 路子∥監修岡井 路子∥監修岡井 路子∥監修 626.9626.9626.9626.9



いつもの畑で収穫2倍! 有機・無いつもの畑で収穫2倍! 有機・無いつもの畑で収穫2倍! 有機・無いつもの畑で収穫2倍! 有機・無
農薬の野菜づくり農薬の野菜づくり農薬の野菜づくり農薬の野菜づくり

福田 俊∥監修福田 俊∥監修福田 俊∥監修福田 俊∥監修 626.9626.9626.9626.9 FUJISAN世界遺産への道FUJISAN世界遺産への道FUJISAN世界遺産への道FUJISAN世界遺産への道 近藤 誠一∥著近藤 誠一∥著近藤 誠一∥著近藤 誠一∥著 709709709709

庭をきれいに見せる宿根草の選庭をきれいに見せる宿根草の選庭をきれいに見せる宿根草の選庭をきれいに見せる宿根草の選
び方・使い方び方・使い方び方・使い方び方・使い方

山本 規詔∥著山本 規詔∥著山本 規詔∥著山本 規詔∥著 627.5627.5627.5627.5
銅像時代 もうひとつの日本彫刻銅像時代 もうひとつの日本彫刻銅像時代 もうひとつの日本彫刻銅像時代 もうひとつの日本彫刻
史史史史

木下 直之∥著木下 直之∥著木下 直之∥著木下 直之∥著 715715715715

馬喰馬喰馬喰馬喰 松林 要樹∥著松林 要樹∥著松林 要樹∥著松林 要樹∥著 645.2645.2645.2645.2
いろは判じ絵 江戸のエスプリ・ないろは判じ絵 江戸のエスプリ・ないろは判じ絵 江戸のエスプリ・ないろは判じ絵 江戸のエスプリ・な
ぞなぞ絵解きぞなぞ絵解きぞなぞ絵解きぞなぞ絵解き

岩崎 均史∥著岩崎 均史∥著岩崎 均史∥著岩崎 均史∥著 721.8721.8721.8721.8

50歳からの充実ライフ!犬を飼う50歳からの充実ライフ!犬を飼う50歳からの充実ライフ!犬を飼う50歳からの充実ライフ!犬を飼う
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

645.6645.6645.6645.6
切り絵作家gardenの草花と動物切り絵作家gardenの草花と動物切り絵作家gardenの草花と動物切り絵作家gardenの草花と動物
の切り絵図案集の切り絵図案集の切り絵図案集の切り絵図案集

garden∥著garden∥著garden∥著garden∥著 726.9726.9726.9726.9

今あるがんに勝つ!手づくり犬ご今あるがんに勝つ!手づくり犬ご今あるがんに勝つ!手づくり犬ご今あるがんに勝つ!手づくり犬ご
はんはんはんはん

須崎 恭彦∥著須崎 恭彦∥著須崎 恭彦∥著須崎 恭彦∥著 645.66645.66645.66645.66
明治の細密工芸 驚異の超絶技明治の細密工芸 驚異の超絶技明治の細密工芸 驚異の超絶技明治の細密工芸 驚異の超絶技
巧!巧!巧!巧!

山下 裕二∥監修山下 裕二∥監修山下 裕二∥監修山下 裕二∥監修 750.21750.21750.21750.21

うちの猫との暮らし悩み解うちの猫との暮らし悩み解うちの猫との暮らし悩み解うちの猫との暮らし悩み解
決!Q&A100決!Q&A100決!Q&A100決!Q&A100

うちの猫のキモチがうちの猫のキモチがうちの猫のキモチがうちの猫のキモチが
わかる本∥責任編集わかる本∥責任編集わかる本∥責任編集わかる本∥責任編集 645.7645.7645.7645.7

ラトビア、リトアニア、エストニアにラトビア、リトアニア、エストニアにラトビア、リトアニア、エストニアにラトビア、リトアニア、エストニアに
伝わる温かな手仕事伝わる温かな手仕事伝わる温かな手仕事伝わる温かな手仕事

赤木 真弓∥著赤木 真弓∥著赤木 真弓∥著赤木 真弓∥著 750.24750.24750.24750.24

わさびちゃんちの一味ちゃんわさびちゃんちの一味ちゃんわさびちゃんちの一味ちゃんわさびちゃんちの一味ちゃん
わさびちゃんファわさびちゃんファわさびちゃんファわさびちゃんファ
ミリー∥著ミリー∥著ミリー∥著ミリー∥著

645.7645.7645.7645.7 東欧のかわいい陶器東欧のかわいい陶器東欧のかわいい陶器東欧のかわいい陶器
誠文堂新光社∥誠文堂新光社∥誠文堂新光社∥誠文堂新光社∥
編編編編

751.3751.3751.3751.3

焼肉美味手帖焼肉美味手帖焼肉美味手帖焼肉美味手帖 藤枝 祐太∥監修藤枝 祐太∥監修藤枝 祐太∥監修藤枝 祐太∥監修 648.2648.2648.2648.2
magical clayかわいいどうぶつ はmagical clayかわいいどうぶつ はmagical clayかわいいどうぶつ はmagical clayかわいいどうぶつ は
じめてさんでもカンタンねんどじめてさんでもカンタンねんどじめてさんでもカンタンねんどじめてさんでもカンタンねんど

くまがい なおみくまがい なおみくまがい なおみくまがい なおみ
∥著∥著∥著∥著

751.4751.4751.4751.4

日本の森100日本の森100日本の森100日本の森100
日本森林インストラ日本森林インストラ日本森林インストラ日本森林インストラ
クター協会∥編著クター協会∥編著クター協会∥編著クター協会∥編著

652.1652.1652.1652.1
いちばん簡単なプラバンで作るいちばん簡単なプラバンで作るいちばん簡単なプラバンで作るいちばん簡単なプラバンで作る
アクセサリーアクセサリーアクセサリーアクセサリー

kuriko∥監修　プkuriko∥監修　プkuriko∥監修　プkuriko∥監修　プ
ラバン制作ラバン制作ラバン制作ラバン制作

751.9751.9751.9751.9

樹木の形の不思議樹木の形の不思議樹木の形の不思議樹木の形の不思議
東京農業大学短期大学東京農業大学短期大学東京農業大学短期大学東京農業大学短期大学
部環境緑地学科∥編部環境緑地学科∥編部環境緑地学科∥編部環境緑地学科∥編 653.12653.12653.12653.12

大人可愛いプラバン小物とプチ大人可愛いプラバン小物とプチ大人可愛いプラバン小物とプチ大人可愛いプラバン小物とプチ
かわアクセサリーかわアクセサリーかわアクセサリーかわアクセサリー

シモオオゾノ ミホシモオオゾノ ミホシモオオゾノ ミホシモオオゾノ ミホ
∥作品制作∥作品制作∥作品制作∥作品制作

751.9751.9751.9751.9

図解よくわかる炭の力図解よくわかる炭の力図解よくわかる炭の力図解よくわかる炭の力 杉浦 銀治∥監修杉浦 銀治∥監修杉浦 銀治∥監修杉浦 銀治∥監修 658.2658.2658.2658.2
好きなナプキンでつくるオリジナ好きなナプキンでつくるオリジナ好きなナプキンでつくるオリジナ好きなナプキンでつくるオリジナ
ル雑貨DecoNap & DecoPodgeル雑貨DecoNap & DecoPodgeル雑貨DecoNap & DecoPodgeル雑貨DecoNap & DecoPodge

くまがい なおみくまがい なおみくまがい なおみくまがい なおみ
∥著∥著∥著∥著

754.9754.9754.9754.9

金魚飼育全書金魚飼育全書金魚飼育全書金魚飼育全書 吉田 信行∥著吉田 信行∥著吉田 信行∥著吉田 信行∥著 666.9666.9666.9666.9 喜ばれる素敵な折り紙喜ばれる素敵な折り紙喜ばれる素敵な折り紙喜ばれる素敵な折り紙 小林 一夫∥監修小林 一夫∥監修小林 一夫∥監修小林 一夫∥監修 754.9754.9754.9754.9

現場の悩みを知り尽くしたプロが現場の悩みを知り尽くしたプロが現場の悩みを知り尽くしたプロが現場の悩みを知り尽くしたプロが
教えるクレーム対応の教科書教えるクレーム対応の教科書教えるクレーム対応の教科書教えるクレーム対応の教科書

援川 聡∥著援川 聡∥著援川 聡∥著援川 聡∥著 673.3673.3673.3673.3
かわいい切り紙BOOK お手紙アかわいい切り紙BOOK お手紙アかわいい切り紙BOOK お手紙アかわいい切り紙BOOK お手紙ア
ルバム飾りに使えるルバム飾りに使えるルバム飾りに使えるルバム飾りに使える

たけうち ちひろたけうち ちひろたけうち ちひろたけうち ちひろ
∥著∥著∥著∥著

754.9754.9754.9754.9

アイデアの接着剤アイデアの接着剤アイデアの接着剤アイデアの接着剤 水野 学∥著水野 学∥著水野 学∥著水野 学∥著 674.3674.3674.3674.3
考える力を育てる!園で人気の考える力を育てる!園で人気の考える力を育てる!園で人気の考える力を育てる!園で人気の
「切り紙」「切り紙」「切り紙」「切り紙」

辻 雅∥著辻 雅∥著辻 雅∥著辻 雅∥著 754.9754.9754.9754.9

あなたも“マネ”できる「チラシ&手あなたも“マネ”できる「チラシ&手あなたも“マネ”できる「チラシ&手あなたも“マネ”できる「チラシ&手
描きPOP」描きPOP」描きPOP」描きPOP」

川口 雅行∥監修川口 雅行∥監修川口 雅行∥監修川口 雅行∥監修 674.7674.7674.7674.7
アイデアいっぱい!!折って遊ぼう!アイデアいっぱい!!折って遊ぼう!アイデアいっぱい!!折って遊ぼう!アイデアいっぱい!!折って遊ぼう!
知育折り紙知育折り紙知育折り紙知育折り紙

寺西 恵里子∥著寺西 恵里子∥著寺西 恵里子∥著寺西 恵里子∥著 754.9754.9754.9754.9
描きPOP」描きPOP」描きPOP」描きPOP」 知育折り紙知育折り紙知育折り紙知育折り紙
コレが欲しかった!と言われる「商コレが欲しかった!と言われる「商コレが欲しかった!と言われる「商コレが欲しかった!と言われる「商
品企画」のきほん品企画」のきほん品企画」のきほん品企画」のきほん

末吉 孝生∥著末吉 孝生∥著末吉 孝生∥著末吉 孝生∥著 675.3675.3675.3675.3
ちょこっと折るだけでカワイイおりちょこっと折るだけでカワイイおりちょこっと折るだけでカワイイおりちょこっと折るだけでカワイイおり
がみ手紙がみ手紙がみ手紙がみ手紙

mizutama∥著mizutama∥著mizutama∥著mizutama∥著 754.9754.9754.9754.9

図解物流センターのしくみと実務図解物流センターのしくみと実務図解物流センターのしくみと実務図解物流センターのしくみと実務 鈴木 邦成∥著鈴木 邦成∥著鈴木 邦成∥著鈴木 邦成∥著 675.4675.4675.4675.4
子どもと楽しむおり紙ワンダーラ子どもと楽しむおり紙ワンダーラ子どもと楽しむおり紙ワンダーラ子どもと楽しむおり紙ワンダーラ
ンドンドンドンド

山口 真∥著山口 真∥著山口 真∥著山口 真∥著 754.9754.9754.9754.9

船長・機関長になるには船長・機関長になるには船長・機関長になるには船長・機関長になるには 穴澤 修平∥著穴澤 修平∥著穴澤 修平∥著穴澤 修平∥著 683.8683.8683.8683.8 カラーリング・コレクションブックカラーリング・コレクションブックカラーリング・コレクションブックカラーリング・コレクションブック
グラフィック社編グラフィック社編グラフィック社編グラフィック社編
集部∥編集部∥編集部∥編集部∥編

757.3757.3757.3757.3

東京メトロ建設と開業の歴史東京メトロ建設と開業の歴史東京メトロ建設と開業の歴史東京メトロ建設と開業の歴史
東京地下鉄株式東京地下鉄株式東京地下鉄株式東京地下鉄株式
会社∥編著会社∥編著会社∥編著会社∥編著

686.07686.07686.07686.07 クラシックレコードの百年史クラシックレコードの百年史クラシックレコードの百年史クラシックレコードの百年史
ノーマン　レブレノーマン　レブレノーマン　レブレノーマン　レブレ
ヒト∥著ヒト∥著ヒト∥著ヒト∥著

760.8760.8760.8760.8

世界の鉄道 ヴィジュアル歴史図世界の鉄道 ヴィジュアル歴史図世界の鉄道 ヴィジュアル歴史図世界の鉄道 ヴィジュアル歴史図
鑑鑑鑑鑑

フランコ　タネルフランコ　タネルフランコ　タネルフランコ　タネル
∥著∥著∥著∥著

686.2686.2686.2686.2 これならわかる!!アレンジのしかたこれならわかる!!アレンジのしかたこれならわかる!!アレンジのしかたこれならわかる!!アレンジのしかた 五代 香蘭∥著五代 香蘭∥著五代 香蘭∥著五代 香蘭∥著 761.8761.8761.8761.8

てっぱく発鉄道れきし旅物語てっぱく発鉄道れきし旅物語てっぱく発鉄道れきし旅物語てっぱく発鉄道れきし旅物語
鉄道博物館∥編鉄道博物館∥編鉄道博物館∥編鉄道博物館∥編
著著著著

686.21686.21686.21686.21 サクソフォーンは歌う!サクソフォーンは歌う!サクソフォーンは歌う!サクソフォーンは歌う! 須川 展也∥著須川 展也∥著須川 展也∥著須川 展也∥著 762.1762.1762.1762.1

686.21686.21686.21686.21
音楽でたどるブラジル この街で音楽でたどるブラジル この街で音楽でたどるブラジル この街で音楽でたどるブラジル この街で
「イパネマの娘」に恋をした。「イパネマの娘」に恋をした。「イパネマの娘」に恋をした。「イパネマの娘」に恋をした。

Willie WhopperWillie WhopperWillie WhopperWillie Whopper
∥著∥著∥著∥著

762.62762.62762.62762.62

ななつ星in九州の旅ななつ星in九州の旅ななつ星in九州の旅ななつ星in九州の旅
櫻井 寛∥写真櫻井 寛∥写真櫻井 寛∥写真櫻井 寛∥写真
文文文文

686.22686.22686.22686.22
ピアニストたちの祝祭 唯一無二ピアニストたちの祝祭 唯一無二ピアニストたちの祝祭 唯一無二ピアニストたちの祝祭 唯一無二
の時間を求めての時間を求めての時間を求めての時間を求めて

青柳 いづみこ∥青柳 いづみこ∥青柳 いづみこ∥青柳 いづみこ∥
著著著著

762.8762.8762.8762.8

世界の民間航空図鑑 旅客機・空世界の民間航空図鑑 旅客機・空世界の民間航空図鑑 旅客機・空世界の民間航空図鑑 旅客機・空
港・エアライン港・エアライン港・エアライン港・エアライン

アンドリアスアンドリアスアンドリアスアンドリアス
フェッカー∥著フェッカー∥著フェッカー∥著フェッカー∥著

687.04687.04687.04687.04 763.55763.55763.55763.55

日本の空はこう変わる 加速する日本の空はこう変わる 加速する日本の空はこう変わる 加速する日本の空はこう変わる 加速する
航空イノベーション航空イノベーション航空イノベーション航空イノベーション

杉浦 一機∥著杉浦 一機∥著杉浦 一機∥著杉浦 一機∥著 687.21687.21687.21687.21
戦火のシンフォニー レニング戦火のシンフォニー レニング戦火のシンフォニー レニング戦火のシンフォニー レニング
ラード封鎖345日目の真実ラード封鎖345日目の真実ラード封鎖345日目の真実ラード封鎖345日目の真実

ひの まどか∥著ひの まどか∥著ひの まどか∥著ひの まどか∥著 764.31764.31764.31764.31

ANAグランドスタッフ入門ANAグランドスタッフ入門ANAグランドスタッフ入門ANAグランドスタッフ入門 中西 克吉∥著中西 克吉∥著中西 克吉∥著中西 克吉∥著 687.3687.3687.3687.3 日本の身体日本の身体日本の身体日本の身体 内田 樹∥著内田 樹∥著内田 樹∥著内田 樹∥著 772.1772.1772.1772.1

日本のエアポートPHOTO日本のエアポートPHOTO日本のエアポートPHOTO日本のエアポートPHOTO
BOOKBOOKBOOKBOOK

かしわ ひろゆきかしわ ひろゆきかしわ ひろゆきかしわ ひろゆき
∥本文執筆∥本文執筆∥本文執筆∥本文執筆

687.91687.91687.91687.91 女を観る歌舞伎女を観る歌舞伎女を観る歌舞伎女を観る歌舞伎 酒井 順子∥著酒井 順子∥著酒井 順子∥著酒井 順子∥著 774.04774.04774.04774.04

芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ
映画から見える世界 観なくても映画から見える世界 観なくても映画から見える世界 観なくても映画から見える世界 観なくても
楽しめる、ちづこ流シネマガイド楽しめる、ちづこ流シネマガイド楽しめる、ちづこ流シネマガイド楽しめる、ちづこ流シネマガイド

上野 千鶴子∥著上野 千鶴子∥著上野 千鶴子∥著上野 千鶴子∥著 778.04778.04778.04778.04

ルーヴル美術館の舞台裏 知らルーヴル美術館の舞台裏 知らルーヴル美術館の舞台裏 知らルーヴル美術館の舞台裏 知ら
れざる美の殿堂の歴史れざる美の殿堂の歴史れざる美の殿堂の歴史れざる美の殿堂の歴史

パスカル　ボナパスカル　ボナパスカル　ボナパスカル　ボナ
フー∥著フー∥著フー∥著フー∥著

706.9706.9706.9706.9 ヨーロッパを知る50の映画ヨーロッパを知る50の映画ヨーロッパを知る50の映画ヨーロッパを知る50の映画 狩野 良規∥著狩野 良規∥著狩野 良規∥著狩野 良規∥著 778.23778.23778.23778.23

美術を書く 美術について語るた美術を書く 美術について語るた美術を書く 美術について語るた美術を書く 美術について語るた
めの文章読本めの文章読本めの文章読本めの文章読本

シルヴァン　バーシルヴァン　バーシルヴァン　バーシルヴァン　バー
ネット∥著ネット∥著ネット∥著ネット∥著

707.9707.9707.9707.9 仕事道楽 スタジオジブリの現場仕事道楽 スタジオジブリの現場仕事道楽 スタジオジブリの現場仕事道楽 スタジオジブリの現場 鈴木 敏夫∥著鈴木 敏夫∥著鈴木 敏夫∥著鈴木 敏夫∥著 778.77778.77778.77778.77

鉄道ワンダーランド東北へ 東北は鉄道で旅すれば鉄道ワンダーランド東北へ 東北は鉄道で旅すれば鉄道ワンダーランド東北へ 東北は鉄道で旅すれば鉄道ワンダーランド東北へ 東北は鉄道で旅すれば
もっと楽しくなる!もっと楽しくなる!もっと楽しくなる!もっと楽しくなる!

大滝詠一楽譜全集大滝詠一楽譜全集大滝詠一楽譜全集大滝詠一楽譜全集

めの文章読本めの文章読本めの文章読本めの文章読本 ネット∥著ネット∥著ネット∥著ネット∥著
707.9707.9707.9707.9 仕事道楽 スタジオジブリの現場仕事道楽 スタジオジブリの現場仕事道楽 スタジオジブリの現場仕事道楽 スタジオジブリの現場 鈴木 敏夫∥著鈴木 敏夫∥著鈴木 敏夫∥著鈴木 敏夫∥著 778.77778.77778.77778.77



新しいスポーツマンシップの教科新しいスポーツマンシップの教科新しいスポーツマンシップの教科新しいスポーツマンシップの教科
書書書書

広瀬 一郎∥著広瀬 一郎∥著広瀬 一郎∥著広瀬 一郎∥著 780.1780.1780.1780.1 皇后美智子さまのうた皇后美智子さまのうた皇后美智子さまのうた皇后美智子さまのうた 安野 光雅∥著安野 光雅∥著安野 光雅∥著安野 光雅∥著 911.16911.16911.16911.16

782782782782 俳句の動物たち俳句の動物たち俳句の動物たち俳句の動物たち 船団の会∥編船団の会∥編船団の会∥編船団の会∥編 911.3911.3911.3911.3

マラカナンの悲劇 世界サッカーマラカナンの悲劇 世界サッカーマラカナンの悲劇 世界サッカーマラカナンの悲劇 世界サッカー
史上最大の敗北史上最大の敗北史上最大の敗北史上最大の敗北

沢田 啓明∥著沢田 啓明∥著沢田 啓明∥著沢田 啓明∥著 783.47783.47783.47783.47 日本の歳時記　秋日本の歳時記　秋日本の歳時記　秋日本の歳時記　秋
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

ゆだねて束ねる ザッケローニのゆだねて束ねる ザッケローニのゆだねて束ねる ザッケローニのゆだねて束ねる ザッケローニの
仕事仕事仕事仕事

増島 みどり∥著増島 みどり∥著増島 みどり∥著増島 みどり∥著 783.47783.47783.47783.47 角川季寄せ角川季寄せ角川季寄せ角川季寄せ
角川学芸出版∥角川学芸出版∥角川学芸出版∥角川学芸出版∥
編編編編

911.31911.31911.31911.31

783.47783.47783.47783.47 きみまろ「夫婦川柳」傑作選きみまろ「夫婦川柳」傑作選きみまろ「夫婦川柳」傑作選きみまろ「夫婦川柳」傑作選
綾小路 きみまろ綾小路 きみまろ綾小路 きみまろ綾小路 きみまろ
∥編∥編∥編∥編

911.47911.47911.47911.47

スカッシュ上達テクニックスカッシュ上達テクニックスカッシュ上達テクニックスカッシュ上達テクニック 松井 千夏∥著松井 千夏∥著松井 千夏∥著松井 千夏∥著 783.57783.57783.57783.57
こころ 夏目漱石 あなたは、真面こころ 夏目漱石 あなたは、真面こころ 夏目漱石 あなたは、真面こころ 夏目漱石 あなたは、真面
目ですか目ですか目ですか目ですか

姜 尚中∥著姜 尚中∥著姜 尚中∥著姜 尚中∥著 913.6913.6913.6913.6

グラブマスターグラブマスターグラブマスターグラブマスター 梅原 伸宏∥著梅原 伸宏∥著梅原 伸宏∥著梅原 伸宏∥著 783.7783.7783.7783.7 三国志読本三国志読本三国志読本三国志読本 宮城谷 昌光∥著宮城谷 昌光∥著宮城谷 昌光∥著宮城谷 昌光∥著 913.6913.6913.6913.6

「あぶさん」になった男 酒豪の強「あぶさん」になった男 酒豪の強「あぶさん」になった男 酒豪の強「あぶさん」になった男 酒豪の強
打者・永渕洋三伝打者・永渕洋三伝打者・永渕洋三伝打者・永渕洋三伝

澤宮 優∥著澤宮 優∥著澤宮 優∥著澤宮 優∥著 783.7783.7783.7783.7 アガサ・クリスティー完全攻略アガサ・クリスティー完全攻略アガサ・クリスティー完全攻略アガサ・クリスティー完全攻略 霜月 蒼∥著霜月 蒼∥著霜月 蒼∥著霜月 蒼∥著 930.28930.28930.28930.28

プロ野球名人たちの証言プロ野球名人たちの証言プロ野球名人たちの証言プロ野球名人たちの証言 二宮 清純∥著二宮 清純∥著二宮 清純∥著二宮 清純∥著 783.7783.7783.7783.7 子どもの詩の園子どもの詩の園子どもの詩の園子どもの詩の園
ロバート　ルイス　スロバート　ルイス　スロバート　ルイス　スロバート　ルイス　ス
ティーヴンスン∥著ティーヴンスン∥著ティーヴンスン∥著ティーヴンスン∥著 931.6931.6931.6931.6

戦場に散った野球人たち戦場に散った野球人たち戦場に散った野球人たち戦場に散った野球人たち 早坂 隆∥著早坂 隆∥著早坂 隆∥著早坂 隆∥著 783.7783.7783.7783.7 933.7933.7933.7933.7

783.7783.7783.7783.7 世界文学の名言世界文学の名言世界文学の名言世界文学の名言
クリストファー　ベクリストファー　ベクリストファー　ベクリストファー　ベ
ルトン∥著ルトン∥著ルトン∥著ルトン∥著

937937937937

日野原新老人野球団日野原新老人野球団日野原新老人野球団日野原新老人野球団 黒井 克行∥著黒井 克行∥著黒井 克行∥著黒井 克行∥著 783.78783.78783.78783.78
愚者の知恵　トルストイ「イワンの愚者の知恵　トルストイ「イワンの愚者の知恵　トルストイ「イワンの愚者の知恵　トルストイ「イワンの
馬鹿」という生き方馬鹿」という生き方馬鹿」という生き方馬鹿」という生き方

町田 宗鳳∥著町田 宗鳳∥著町田 宗鳳∥著町田 宗鳳∥著 980.2980.2980.2980.2

アルプス交番からのメッセージアルプス交番からのメッセージアルプス交番からのメッセージアルプス交番からのメッセージ 谷口 凱夫∥著谷口 凱夫∥著谷口 凱夫∥著谷口 凱夫∥著 786.1786.1786.1786.1 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

786.3786.3786.3786.3 黒猫のひたい黒猫のひたい黒猫のひたい黒猫のひたい 井坂 洋子∥著井坂 洋子∥著井坂 洋子∥著井坂 洋子∥著 914.6914.6914.6914.6

786.5786.5786.5786.5 花の億土へ花の億土へ花の億土へ花の億土へ 石牟礼 道子∥著石牟礼 道子∥著石牟礼 道子∥著石牟礼 道子∥著 914.6914.6914.6914.6

ランニング・トラブル解決BOOKランニング・トラブル解決BOOKランニング・トラブル解決BOOKランニング・トラブル解決BOOK

サッカースターへの道のり プロになった17人の少年サッカースターへの道のり プロになった17人の少年サッカースターへの道のり プロになった17人の少年サッカースターへの道のり プロになった17人の少年
時代時代時代時代

日本プロ野球外国人選手列伝日本プロ野球外国人選手列伝日本プロ野球外国人選手列伝日本プロ野球外国人選手列伝

キャンプのABC おしゃれキャンプ始めよう!キャンプのABC おしゃれキャンプ始めよう!キャンプのABC おしゃれキャンプ始めよう!キャンプのABC おしゃれキャンプ始めよう!

はじめてのヒルクライムイベントデビュー完全ガイドはじめてのヒルクライムイベントデビュー完全ガイドはじめてのヒルクライムイベントデビュー完全ガイドはじめてのヒルクライムイベントデビュー完全ガイド

赤毛のアンの世界へ　素敵に暮らしたいあなたへの赤毛のアンの世界へ　素敵に暮らしたいあなたへの赤毛のアンの世界へ　素敵に暮らしたいあなたへの赤毛のアンの世界へ　素敵に暮らしたいあなたへの
夢案内夢案内夢案内夢案内

黄金の旅路 人智を超えた馬・ス黄金の旅路 人智を超えた馬・ス黄金の旅路 人智を超えた馬・ス黄金の旅路 人智を超えた馬・ス
テイゴールドの物語テイゴールドの物語テイゴールドの物語テイゴールドの物語

石田 敏徳∥著石田 敏徳∥著石田 敏徳∥著石田 敏徳∥著 788.5788.5788.5788.5
生きるヒント3　癒しの力を得るた生きるヒント3　癒しの力を得るた生きるヒント3　癒しの力を得るた生きるヒント3　癒しの力を得るた
めの12のレッスンめの12のレッスンめの12のレッスンめの12のレッスン

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

「奇跡」は準備されている 何が日「奇跡」は準備されている 何が日「奇跡」は準備されている 何が日「奇跡」は準備されている 何が日
本のフェンシングを変えたのか!本のフェンシングを変えたのか!本のフェンシングを変えたのか!本のフェンシングを変えたのか!

オレグ　マツェイオレグ　マツェイオレグ　マツェイオレグ　マツェイ
チュク∥著チュク∥著チュク∥著チュク∥著

789.39789.39789.39789.39 毒唇主義毒唇主義毒唇主義毒唇主義 内館 牧子∥著内館 牧子∥著内館 牧子∥著内館 牧子∥著 914.6914.6914.6914.6

言語言語言語言語 冷蔵庫が壊れた日冷蔵庫が壊れた日冷蔵庫が壊れた日冷蔵庫が壊れた日 神津 カンナ∥著神津 カンナ∥著神津 カンナ∥著神津 カンナ∥著 914.6914.6914.6914.6

言語起源論の系譜言語起源論の系譜言語起源論の系譜言語起源論の系譜 互 盛央∥著互 盛央∥著互 盛央∥著互 盛央∥著 801.02801.02801.02801.02 寂聴まんだら対談寂聴まんだら対談寂聴まんだら対談寂聴まんだら対談 瀬戸内 寂聴∥著瀬戸内 寂聴∥著瀬戸内 寂聴∥著瀬戸内 寂聴∥著 914.6914.6914.6914.6

日本語のミッシング・リンク 江戸と日本語のミッシング・リンク 江戸と日本語のミッシング・リンク 江戸と日本語のミッシング・リンク 江戸と
明治の連続・不連続明治の連続・不連続明治の連続・不連続明治の連続・不連続

今野 真二∥著今野 真二∥著今野 真二∥著今野 真二∥著 810.26810.26810.26810.26 お言葉ですが…　別巻6お言葉ですが…　別巻6お言葉ですが…　別巻6お言葉ですが…　別巻6 高島 俊男∥著高島 俊男∥著高島 俊男∥著高島 俊男∥著 914.6914.6914.6914.6

漢字に託した「日本の心」漢字に託した「日本の心」漢字に託した「日本の心」漢字に託した「日本の心」 笹原 宏之∥著笹原 宏之∥著笹原 宏之∥著笹原 宏之∥著 811.2811.2811.2811.2 音楽は何も与えてくれない音楽は何も与えてくれない音楽は何も与えてくれない音楽は何も与えてくれない 津原 泰水∥著津原 泰水∥著津原 泰水∥著津原 泰水∥著 914.6914.6914.6914.6

文学文学文学文学 語りあかそう語りあかそう語りあかそう語りあかそう ナンシー関∥著ナンシー関∥著ナンシー関∥著ナンシー関∥著 B914.6B914.6B914.6B914.6

いま、子どもに読ませたい本 子どもいま、子どもに読ませたい本 子どもいま、子どもに読ませたい本 子どもいま、子どもに読ませたい本 子ども
の感性をゆたかにするブックガイドの感性をゆたかにするブックガイドの感性をゆたかにするブックガイドの感性をゆたかにするブックガイド

野上 暁∥編著野上 暁∥編著野上 暁∥編著野上 暁∥編著 909.3909.3909.3909.3 薄明鬼語　西村賢太対談集薄明鬼語　西村賢太対談集薄明鬼語　西村賢太対談集薄明鬼語　西村賢太対談集 西村 賢太∥著西村 賢太∥著西村 賢太∥著西村 賢太∥著 914.6914.6914.6914.6

花子とアンへの道 本が好き、仕花子とアンへの道 本が好き、仕花子とアンへの道 本が好き、仕花子とアンへの道 本が好き、仕
事が好き、ひとが好き事が好き、ひとが好き事が好き、ひとが好き事が好き、ひとが好き

村岡 恵理∥編村岡 恵理∥編村岡 恵理∥編村岡 恵理∥編 910.27910.27910.27910.27 ベスト・エッセイ　2014ベスト・エッセイ　2014ベスト・エッセイ　2014ベスト・エッセイ　2014
日本文藝家協会日本文藝家協会日本文藝家協会日本文藝家協会
∥編∥編∥編∥編

914.68914.68914.68914.68

村岡花子 「赤毛のアン」の翻訳家、村岡花子 「赤毛のアン」の翻訳家、村岡花子 「赤毛のアン」の翻訳家、村岡花子 「赤毛のアン」の翻訳家、
女性にエールを送りつづけた評論家女性にエールを送りつづけた評論家女性にエールを送りつづけた評論家女性にエールを送りつづけた評論家

村岡 恵理∥監修村岡 恵理∥監修村岡 恵理∥監修村岡 恵理∥監修 910.27910.27910.27910.27 大東京23区散歩大東京23区散歩大東京23区散歩大東京23区散歩 泉 麻人∥著泉 麻人∥著泉 麻人∥著泉 麻人∥著 915.6915.6915.6915.6

世界の読者に伝えるということ世界の読者に伝えるということ世界の読者に伝えるということ世界の読者に伝えるということ 河野 至恩∥著河野 至恩∥著河野 至恩∥著河野 至恩∥著 910.4910.4910.4910.4 ぼくらは怪談巡礼団ぼくらは怪談巡礼団ぼくらは怪談巡礼団ぼくらは怪談巡礼団 東 雅夫∥著東 雅夫∥著東 雅夫∥著東 雅夫∥著 915.6915.6915.6915.6

水のなまえ水のなまえ水のなまえ水のなまえ 高橋 順子∥著高橋 順子∥著高橋 順子∥著高橋 順子∥著 911.04911.04911.04911.04 約束の向こうに約束の向こうに約束の向こうに約束の向こうに 佃 祐世∥著佃 祐世∥著佃 祐世∥著佃 祐世∥著 916916916916

はじめての短歌はじめての短歌はじめての短歌はじめての短歌 穂村 弘∥監修穂村 弘∥監修穂村 弘∥監修穂村 弘∥監修 911.1911.1911.1911.1 犬と、走る犬と、走る犬と、走る犬と、走る 本多 有香∥著本多 有香∥著本多 有香∥著本多 有香∥著 916916916916

和歌で感じる日本の春夏和歌で感じる日本の春夏和歌で感じる日本の春夏和歌で感じる日本の春夏 松本 章男∥著松本 章男∥著松本 章男∥著松本 章男∥著 911.1911.1911.1911.1
新卒で給食のおばさんになりまし新卒で給食のおばさんになりまし新卒で給食のおばさんになりまし新卒で給食のおばさんになりまし
たたたた

松山 ルミ∥著松山 ルミ∥著松山 ルミ∥著松山 ルミ∥著 916916916916

和歌で愛しむ日本の秋冬和歌で愛しむ日本の秋冬和歌で愛しむ日本の秋冬和歌で愛しむ日本の秋冬 松本 章男∥著松本 章男∥著松本 章男∥著松本 章男∥著 911.1911.1911.1911.1
新卒で給食のおばさんになりまし新卒で給食のおばさんになりまし新卒で給食のおばさんになりまし新卒で給食のおばさんになりまし
た　その後た　その後た　その後た　その後

松山 ルミ∥著松山 ルミ∥著松山 ルミ∥著松山 ルミ∥著 916916916916和歌で愛しむ日本の秋冬和歌で愛しむ日本の秋冬和歌で愛しむ日本の秋冬和歌で愛しむ日本の秋冬 松本 章男∥著松本 章男∥著松本 章男∥著松本 章男∥著 911.1911.1911.1911.1
た　その後た　その後た　その後た　その後

松山 ルミ∥著松山 ルミ∥著松山 ルミ∥著松山 ルミ∥著 916916916916



脳に棲む魔物脳に棲む魔物脳に棲む魔物脳に棲む魔物
スザンナ　キャハスザンナ　キャハスザンナ　キャハスザンナ　キャハ
ラン∥著ラン∥著ラン∥著ラン∥著

936936936936
わけあり師匠事のわけあり師匠事のわけあり師匠事のわけあり師匠事の顚顚顚顚末 物書同心末 物書同心末 物書同心末 物書同心
居眠り紋蔵13居眠り紋蔵13居眠り紋蔵13居眠り紋蔵13

佐藤 雅美∥著佐藤 雅美∥著佐藤 雅美∥著佐藤 雅美∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

小説（日本）小説（日本）小説（日本）小説（日本） 雪の香り雪の香り雪の香り雪の香り 塩田 武士∥著塩田 武士∥著塩田 武士∥著塩田 武士∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

風風風風 青山 七恵∥著青山 七恵∥著青山 七恵∥著青山 七恵∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 糸を手繰れば 結び屋おえん糸を手繰れば 結び屋おえん糸を手繰れば 結び屋おえん糸を手繰れば 結び屋おえん 志川 節子∥著志川 節子∥著志川 節子∥著志川 節子∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

横浜黄金町パフィー通り横浜黄金町パフィー通り横浜黄金町パフィー通り横浜黄金町パフィー通り 阿川 大樹∥著阿川 大樹∥著阿川 大樹∥著阿川 大樹∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6
小説図書館の主 塔の下のライブ小説図書館の主 塔の下のライブ小説図書館の主 塔の下のライブ小説図書館の主 塔の下のライブ
ラリアンラリアンラリアンラリアン

篠原 ウミハル∥篠原 ウミハル∥篠原 ウミハル∥篠原 ウミハル∥
原作  イラスト原作  イラスト原作  イラスト原作  イラスト

N913.6N913.6N913.6N913.6

特捜7 銃弾特捜7 銃弾特捜7 銃弾特捜7 銃弾 麻見 和史∥著麻見 和史∥著麻見 和史∥著麻見 和史∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 デッドエンドデッドエンドデッドエンドデッドエンド 柴田 哲孝∥著柴田 哲孝∥著柴田 哲孝∥著柴田 哲孝∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

もしも俺たちが天使ならもしも俺たちが天使ならもしも俺たちが天使ならもしも俺たちが天使なら 伊岡 瞬∥著伊岡 瞬∥著伊岡 瞬∥著伊岡 瞬∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 災厄災厄災厄災厄 周木 律∥著周木 律∥著周木 律∥著周木 律∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

セブンセブンセブンセブン 乾 くるみ∥著乾 くるみ∥著乾 くるみ∥著乾 くるみ∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 玻璃の橋玻璃の橋玻璃の橋玻璃の橋 関口 芙沙恵∥著関口 芙沙恵∥著関口 芙沙恵∥著関口 芙沙恵∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

ドミソラドミソラドミソラドミソラ うかみ 綾乃∥著うかみ 綾乃∥著うかみ 綾乃∥著うかみ 綾乃∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 毛深い闇毛深い闇毛深い闇毛深い闇 園 子温∥著園 子温∥著園 子温∥著園 子温∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

イーヨくんの結婚生活イーヨくんの結婚生活イーヨくんの結婚生活イーヨくんの結婚生活 大山 淳子∥著大山 淳子∥著大山 淳子∥著大山 淳子∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 勇者のお仕事勇者のお仕事勇者のお仕事勇者のお仕事 田中 彼方∥著田中 彼方∥著田中 彼方∥著田中 彼方∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

二千七百の夏と冬　上下二千七百の夏と冬　上下二千七百の夏と冬　上下二千七百の夏と冬　上下 荻原 浩∥著荻原 浩∥著荻原 浩∥著荻原 浩∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 聖刻群龍伝　龍虎の刻3聖刻群龍伝　龍虎の刻3聖刻群龍伝　龍虎の刻3聖刻群龍伝　龍虎の刻3 千葉 暁∥著千葉 暁∥著千葉 暁∥著千葉 暁∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

迷子の王様 君たちに明日はない迷子の王様 君たちに明日はない迷子の王様 君たちに明日はない迷子の王様 君たちに明日はない
5555

垣根 涼介∥著垣根 涼介∥著垣根 涼介∥著垣根 涼介∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 男ともだち男ともだち男ともだち男ともだち 千早 茜∥著千早 茜∥著千早 茜∥著千早 茜∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

渦巻く回廊の鎮魂曲(レクイエム)渦巻く回廊の鎮魂曲(レクイエム)渦巻く回廊の鎮魂曲(レクイエム)渦巻く回廊の鎮魂曲(レクイエム)
霊媒探偵アーネスト霊媒探偵アーネスト霊媒探偵アーネスト霊媒探偵アーネスト

風森 章羽∥著風森 章羽∥著風森 章羽∥著風森 章羽∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 縁結び仕り候 結婚奉行縁結び仕り候 結婚奉行縁結び仕り候 結婚奉行縁結び仕り候 結婚奉行 辻井 南青紀∥著辻井 南青紀∥著辻井 南青紀∥著辻井 南青紀∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

ことり屋おけい探鳥双紙ことり屋おけい探鳥双紙ことり屋おけい探鳥双紙ことり屋おけい探鳥双紙 梶 よう子∥著梶 よう子∥著梶 よう子∥著梶 よう子∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 崩れかけのプロポーズ　2崩れかけのプロポーズ　2崩れかけのプロポーズ　2崩れかけのプロポーズ　2 椿 ハナ∥著椿 ハナ∥著椿 ハナ∥著椿 ハナ∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

サムライ・ポテトサムライ・ポテトサムライ・ポテトサムライ・ポテト 片瀬 二郎∥著片瀬 二郎∥著片瀬 二郎∥著片瀬 二郎∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 リップステインリップステインリップステインリップステイン 長沢 樹∥著長沢 樹∥著長沢 樹∥著長沢 樹∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

ミッキーは谷中で六時三十分ミッキーは谷中で六時三十分ミッキーは谷中で六時三十分ミッキーは谷中で六時三十分 片岡 義男∥著片岡 義男∥著片岡 義男∥著片岡 義男∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6
水平線のぼくら 天使のジャン水平線のぼくら 天使のジャン水平線のぼくら 天使のジャン水平線のぼくら 天使のジャン
パーパーパーパー

仁木 英之∥著仁木 英之∥著仁木 英之∥著仁木 英之∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6
パーパーパーパー

狂書伝狂書伝狂書伝狂書伝 勝山 海百合∥著勝山 海百合∥著勝山 海百合∥著勝山 海百合∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 とんぼさまとんぼさまとんぼさまとんぼさま 仁志 耕一郎∥著仁志 耕一郎∥著仁志 耕一郎∥著仁志 耕一郎∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

月ノ森の真弓子月ノ森の真弓子月ノ森の真弓子月ノ森の真弓子 勝山 海百合∥著勝山 海百合∥著勝山 海百合∥著勝山 海百合∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 下戸は勘定に入れません下戸は勘定に入れません下戸は勘定に入れません下戸は勘定に入れません 西澤 保彦∥著西澤 保彦∥著西澤 保彦∥著西澤 保彦∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

パリ症候群(シンドローム) 愛と殺パリ症候群(シンドローム) 愛と殺パリ症候群(シンドローム) 愛と殺パリ症候群(シンドローム) 愛と殺
人のレシピ人のレシピ人のレシピ人のレシピ

岸田 るり子∥著岸田 るり子∥著岸田 るり子∥著岸田 るり子∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 十津川と三人の男たち十津川と三人の男たち十津川と三人の男たち十津川と三人の男たち 西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

赫獣赫獣赫獣赫獣 岸川 真∥著岸川 真∥著岸川 真∥著岸川 真∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 十津川警部悪女十津川警部悪女十津川警部悪女十津川警部悪女 西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

八月の六日間八月の六日間八月の六日間八月の六日間 北村 薫∥著北村 薫∥著北村 薫∥著北村 薫∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6
十津川警部日本縦断長篇ベスト選集36十津川警部日本縦断長篇ベスト選集36十津川警部日本縦断長篇ベスト選集36十津川警部日本縦断長篇ベスト選集36
寝台特急「あさかぜ1号」殺人事件寝台特急「あさかぜ1号」殺人事件寝台特急「あさかぜ1号」殺人事件寝台特急「あさかぜ1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 N913.6N913.6N913.6N913.6

恋情の果て恋情の果て恋情の果て恋情の果て 北原 亞以子∥著北原 亞以子∥著北原 亞以子∥著北原 亞以子∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 時空眼時空眼時空眼時空眼 弐藤 水流∥著弐藤 水流∥著弐藤 水流∥著弐藤 水流∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

遠野物語拾遺retold遠野物語拾遺retold遠野物語拾遺retold遠野物語拾遺retold 京極 夏彦∥著京極 夏彦∥著京極 夏彦∥著京極 夏彦∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 帰らずの海帰らずの海帰らずの海帰らずの海 馳 星周∥著馳 星周∥著馳 星周∥著馳 星周∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

冷たい太陽冷たい太陽冷たい太陽冷たい太陽 鯨 統一郎∥著鯨 統一郎∥著鯨 統一郎∥著鯨 統一郎∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 メリーランドメリーランドメリーランドメリーランド 畑野 智美∥著畑野 智美∥著畑野 智美∥著畑野 智美∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

その女、小悪魔につき-。その女、小悪魔につき-。その女、小悪魔につき-。その女、小悪魔につき-。 九曜∥著九曜∥著九曜∥著九曜∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 天の光天の光天の光天の光 葉室 麟∥著葉室 麟∥著葉室 麟∥著葉室 麟∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

我れ、美に殉ず我れ、美に殉ず我れ、美に殉ず我れ、美に殉ず 小嵐 九八郎∥著小嵐 九八郎∥著小嵐 九八郎∥著小嵐 九八郎∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 ミチルさん、今日も上機嫌ミチルさん、今日も上機嫌ミチルさん、今日も上機嫌ミチルさん、今日も上機嫌 原田 ひ香∥著原田 ひ香∥著原田 ひ香∥著原田 ひ香∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

シルバー・オクトパシーシルバー・オクトパシーシルバー・オクトパシーシルバー・オクトパシー 五條 瑛∥著五條 瑛∥著五條 瑛∥著五條 瑛∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 瓜子姫の艶文瓜子姫の艶文瓜子姫の艶文瓜子姫の艶文 坂東 眞砂子∥著坂東 眞砂子∥著坂東 眞砂子∥著坂東 眞砂子∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

決断決断決断決断 小杉 健治∥著小杉 健治∥著小杉 健治∥著小杉 健治∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 眠る魚眠る魚眠る魚眠る魚 坂東 眞砂子∥著坂東 眞砂子∥著坂東 眞砂子∥著坂東 眞砂子∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

札幌時計台殺人事件札幌時計台殺人事件札幌時計台殺人事件札幌時計台殺人事件 木谷 恭介∥著木谷 恭介∥著木谷 恭介∥著木谷 恭介∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 星星の火星星の火星星の火星星の火 福田 和代∥著福田 和代∥著福田 和代∥著福田 和代∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

ホリデー・インホリデー・インホリデー・インホリデー・イン 坂木 司∥著坂木 司∥著坂木 司∥著坂木 司∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 初恋料理教室初恋料理教室初恋料理教室初恋料理教室 藤野 恵美∥著藤野 恵美∥著藤野 恵美∥著藤野 恵美∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

星々たち星々たち星々たち星々たち 桜木 紫乃∥著桜木 紫乃∥著桜木 紫乃∥著桜木 紫乃∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 女系の総督女系の総督女系の総督女系の総督 藤田 宜永∥著藤田 宜永∥著藤田 宜永∥著藤田 宜永∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6星々たち星々たち星々たち星々たち 桜木 紫乃∥著桜木 紫乃∥著桜木 紫乃∥著桜木 紫乃∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 女系の総督女系の総督女系の総督女系の総督 藤田 宜永∥著藤田 宜永∥著藤田 宜永∥著藤田 宜永∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6



夜は終わらない夜は終わらない夜は終わらない夜は終わらない 星野 智幸∥著星野 智幸∥著星野 智幸∥著星野 智幸∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 ペスト&コレラペスト&コレラペスト&コレラペスト&コレラ
パトリック  ドゥヴィパトリック  ドゥヴィパトリック  ドゥヴィパトリック  ドゥヴィ
ル∥著ル∥著ル∥著ル∥著

F953.7F953.7F953.7F953.7

いるか句会へようこそ! 恋の句をいるか句会へようこそ! 恋の句をいるか句会へようこそ! 恋の句をいるか句会へようこそ! 恋の句を
捧げる杏の物語捧げる杏の物語捧げる杏の物語捧げる杏の物語

堀本 裕樹∥著堀本 裕樹∥著堀本 裕樹∥著堀本 裕樹∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 ネルーダ事件ネルーダ事件ネルーダ事件ネルーダ事件
ロベルト  アンプロベルト  アンプロベルト  アンプロベルト  アンプ
エロ∥著エロ∥著エロ∥著エロ∥著

F963F963F963F963

アパリションアパリションアパリションアパリション 前川 裕∥著前川 裕∥著前川 裕∥著前川 裕∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 Q　上下Q　上下Q　上下Q　上下
ルーサー  ブリルーサー  ブリルーサー  ブリルーサー  ブリ
セット∥著セット∥著セット∥著セット∥著

F973F973F973F973

途上なやつら途上なやつら途上なやつら途上なやつら まさき としか∥著まさき としか∥著まさき としか∥著まさき としか∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 ジェネレーション<P>ジェネレーション<P>ジェネレーション<P>ジェネレーション<P>
ヴィクトル  ペレーヴィクトル  ペレーヴィクトル  ペレーヴィクトル  ペレー
ヴィン∥著ヴィン∥著ヴィン∥著ヴィン∥著

F983F983F983F983

就職相談員蛇足軒の生活と意見就職相談員蛇足軒の生活と意見就職相談員蛇足軒の生活と意見就職相談員蛇足軒の生活と意見 松崎 有理∥著松崎 有理∥著松崎 有理∥著松崎 有理∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 文庫文庫文庫文庫

老いの入舞い 老いの入舞い 老いの入舞い 老いの入舞い 麴麴麴麴町常楽庵月並町常楽庵月並町常楽庵月並町常楽庵月並
の記の記の記の記

松井 今朝子∥著松井 今朝子∥著松井 今朝子∥著松井 今朝子∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 ヴァイオリン職人の探求と推理ヴァイオリン職人の探求と推理ヴァイオリン職人の探求と推理ヴァイオリン職人の探求と推理
ポール  アダム∥ポール  アダム∥ポール  アダム∥ポール  アダム∥
著著著著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

ぶっぽうそうの夜ぶっぽうそうの夜ぶっぽうそうの夜ぶっぽうそうの夜 丸山 健二∥著丸山 健二∥著丸山 健二∥著丸山 健二∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 白金の王冠 炎と茨の王女2白金の王冠 炎と茨の王女2白金の王冠 炎と茨の王女2白金の王冠 炎と茨の王女2
レイ  カーソン∥レイ  カーソン∥レイ  カーソン∥レイ  カーソン∥
著著著著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

ムカシ×ムカシムカシ×ムカシムカシ×ムカシムカシ×ムカシ 森 博嗣∥著森 博嗣∥著森 博嗣∥著森 博嗣∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 追憶の時の扉追憶の時の扉追憶の時の扉追憶の時の扉
ダイアナ  ガバルダイアナ  ガバルダイアナ  ガバルダイアナ  ガバル
ドン∥著ドン∥著ドン∥著ドン∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

利休の茶杓 とびきり屋見立て帖4利休の茶杓 とびきり屋見立て帖4利休の茶杓 とびきり屋見立て帖4利休の茶杓 とびきり屋見立て帖4 山本 兼一∥著山本 兼一∥著山本 兼一∥著山本 兼一∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 女郎蜘蛛女郎蜘蛛女郎蜘蛛女郎蜘蛛
パトリック  クェンパトリック  クェンパトリック  クェンパトリック  クェン
ティン∥著ティン∥著ティン∥著ティン∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

戌亥の追風戌亥の追風戌亥の追風戌亥の追風 山本 一力∥著山本 一力∥著山本 一力∥著山本 一力∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 暗殺者の復讐暗殺者の復讐暗殺者の復讐暗殺者の復讐
マーク  グリーマーク  グリーマーク  グリーマーク  グリー
ニー∥著ニー∥著ニー∥著ニー∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

スマドロスマドロスマドロスマドロ 悠木 シュン∥著悠木 シュン∥著悠木 シュン∥著悠木 シュン∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 情熱は嵐のように情熱は嵐のように情熱は嵐のように情熱は嵐のように
リサ  マリー  ライリサ  マリー  ライリサ  マリー  ライリサ  マリー  ライ
ス∥著ス∥著ス∥著ス∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

Kの悲劇Kの悲劇Kの悲劇Kの悲劇 吉村 達也∥著吉村 達也∥著吉村 達也∥著吉村 達也∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6
風神の邪教 タイタス・クロウ・サー風神の邪教 タイタス・クロウ・サー風神の邪教 タイタス・クロウ・サー風神の邪教 タイタス・クロウ・サー
ガ4ガ4ガ4ガ4

ブライアン  ラムレブライアン  ラムレブライアン  ラムレブライアン  ラムレ
イ∥著イ∥著イ∥著イ∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

僕とあいつの関ケ原僕とあいつの関ケ原僕とあいつの関ケ原僕とあいつの関ケ原 吉田 恵里香∥著吉田 恵里香∥著吉田 恵里香∥著吉田 恵里香∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 鏡のなかの鏡　迷宮鏡のなかの鏡　迷宮鏡のなかの鏡　迷宮鏡のなかの鏡　迷宮
ミヒャエル　エンミヒャエル　エンミヒャエル　エンミヒャエル　エン
デ∥著デ∥著デ∥著デ∥著

BF943.BF943.BF943.BF943.
7777

うみねこのなく頃に散(ちる)うみねこのなく頃に散(ちる)うみねこのなく頃に散(ちる)うみねこのなく頃に散(ちる)
Episode6下Episode6下Episode6下Episode6下

竜騎士07∥著竜騎士07∥著竜騎士07∥著竜騎士07∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 要塞島の死要塞島の死要塞島の死要塞島の死
レーナ  レヘトラレーナ  レヘトラレーナ  レヘトラレーナ  レヘトラ
イネン∥著イネン∥著イネン∥著イネン∥著

BF993.BF993.BF993.BF993.
613613613613

ザ・ベストミステリーズ　2014ザ・ベストミステリーズ　2014ザ・ベストミステリーズ　2014ザ・ベストミステリーズ　2014
日本推理作家協日本推理作家協日本推理作家協日本推理作家協
会∥編会∥編会∥編会∥編

N913.6N913.6N913.6N913.6
8888

左巻キ式ラストリゾート左巻キ式ラストリゾート左巻キ式ラストリゾート左巻キ式ラストリゾート
海猫沢 めろん∥海猫沢 めろん∥海猫沢 めろん∥海猫沢 めろん∥
著著著著

BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6会∥編会∥編会∥編会∥編 8888 著著著著 .6.6.6.6

ベスト本格ミステリ　2014ベスト本格ミステリ　2014ベスト本格ミステリ　2014ベスト本格ミステリ　2014
本格ミステリ作家本格ミステリ作家本格ミステリ作家本格ミステリ作家
クラブ∥選  編クラブ∥選  編クラブ∥選  編クラブ∥選  編

N913.6N913.6N913.6N913.6
8888

男の一生　上下男の一生　上下男の一生　上下男の一生　上下 遠藤 周作∥著遠藤 周作∥著遠藤 周作∥著遠藤 周作∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

いまのあなたへ 村上春樹への12いまのあなたへ 村上春樹への12いまのあなたへ 村上春樹への12いまのあなたへ 村上春樹への12
のオマージュのオマージュのオマージュのオマージュ

淺川 継太∥著淺川 継太∥著淺川 継太∥著淺川 継太∥著
N913.6N913.6N913.6N913.6
8888

天冥の標　8　PART1天冥の標　8　PART1天冥の標　8　PART1天冥の標　8　PART1 小川 一水∥著小川 一水∥著小川 一水∥著小川 一水∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

小説（外国）小説（外国）小説（外国）小説（外国） 弔い花 長い腕3弔い花 長い腕3弔い花 長い腕3弔い花 長い腕3 川崎 草志∥著川崎 草志∥著川崎 草志∥著川崎 草志∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

ラヴ・レッスンラヴ・レッスンラヴ・レッスンラヴ・レッスン
L.マリー  アデラL.マリー  アデラL.マリー  アデラL.マリー  アデラ
イン∥著イン∥著イン∥著イン∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7
安南から刺客 新・古着屋総兵衛安南から刺客 新・古着屋総兵衛安南から刺客 新・古着屋総兵衛安南から刺客 新・古着屋総兵衛
8888

佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

時の番人時の番人時の番人時の番人
ミッチ  アルボムミッチ  アルボムミッチ  アルボムミッチ  アルボム
∥著∥著∥著∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7 遺文 吉原裏同心21遺文 吉原裏同心21遺文 吉原裏同心21遺文 吉原裏同心21 佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著佐伯 泰英∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

霧に橋を架ける霧に橋を架ける霧に橋を架ける霧に橋を架ける
キジ  ジョンスンキジ  ジョンスンキジ  ジョンスンキジ  ジョンスン
∥著∥著∥著∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7 わたしを追いかけてわたしを追いかけてわたしを追いかけてわたしを追いかけて 高村 透∥著高村 透∥著高村 透∥著高村 透∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

バージェス家の出来事バージェス家の出来事バージェス家の出来事バージェス家の出来事
エリザベス  ストラエリザベス  ストラエリザベス  ストラエリザベス  ストラ
ウト∥著ウト∥著ウト∥著ウト∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7 さよなら流星ガールさよなら流星ガールさよなら流星ガールさよなら流星ガール 一二三 スイ∥著一二三 スイ∥著一二三 スイ∥著一二三 スイ∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

終わりのない事件終わりのない事件終わりのない事件終わりのない事件
L.A.G.ストロングL.A.G.ストロングL.A.G.ストロングL.A.G.ストロング
∥著∥著∥著∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7
船を待つ日 古物屋お嬢と江戸船を待つ日 古物屋お嬢と江戸船を待つ日 古物屋お嬢と江戸船を待つ日 古物屋お嬢と江戸
湊人買い船湊人買い船湊人買い船湊人買い船

村木 嵐∥著村木 嵐∥著村木 嵐∥著村木 嵐∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

アヴィニョン五重奏　4アヴィニョン五重奏　4アヴィニョン五重奏　4アヴィニョン五重奏　4
ロレンス  ダレルロレンス  ダレルロレンス  ダレルロレンス  ダレル
∥著∥著∥著∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7 黒猫の接吻あるいは最終講義黒猫の接吻あるいは最終講義黒猫の接吻あるいは最終講義黒猫の接吻あるいは最終講義 森 晶麿∥著森 晶麿∥著森 晶麿∥著森 晶麿∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

殺意が芽生えるとき殺意が芽生えるとき殺意が芽生えるとき殺意が芽生えるとき
ロイス  ダンカンロイス  ダンカンロイス  ダンカンロイス  ダンカン
∥著∥著∥著∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7 新・平家物語　7新・平家物語　7新・平家物語　7新・平家物語　7 吉川 英治∥著吉川 英治∥著吉川 英治∥著吉川 英治∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

キル・リストキル・リストキル・リストキル・リスト
フレデリックフレデリックフレデリックフレデリック
フォーサイス∥著フォーサイス∥著フォーサイス∥著フォーサイス∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7 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）

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター
アンドリュー  ヨーアンドリュー  ヨーアンドリュー  ヨーアンドリュー  ヨー
ク∥著ク∥著ク∥著ク∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7
平成２５年 第５回 定例会 名取市平成２５年 第５回 定例会 名取市平成２５年 第５回 定例会 名取市平成２５年 第５回 定例会 名取市
議会会議資料議会会議資料議会会議資料議会会議資料

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

さよなら、そして永遠にさよなら、そして永遠にさよなら、そして永遠にさよなら、そして永遠に
ロザムンド  ラプトロザムンド  ラプトロザムンド  ラプトロザムンド  ラプト
ン∥著ン∥著ン∥著ン∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7
平成２６年 第１回 臨時会 第２回 臨時会平成２６年 第１回 臨時会 第２回 臨時会平成２６年 第１回 臨時会 第２回 臨時会平成２６年 第１回 臨時会 第２回 臨時会
第３回 定例会 名取市議会会議資料第３回 定例会 名取市議会会議資料第３回 定例会 名取市議会会議資料第３回 定例会 名取市議会会議資料 名取市議会名取市議会名取市議会名取市議会 G318.4G318.4G318.4G318.4

沈黙を破る者沈黙を破る者沈黙を破る者沈黙を破る者
メヒティルト  ボルメヒティルト  ボルメヒティルト  ボルメヒティルト  ボル
マン∥著マン∥著マン∥著マン∥著

F943.7F943.7F943.7F943.7

ランサローテ島ランサローテ島ランサローテ島ランサローテ島
ミシェル  ウエルミシェル  ウエルミシェル  ウエルミシェル  ウエル
ベック∥著ベック∥著ベック∥著ベック∥著

F953.7F953.7F953.7F953.7ランサローテ島ランサローテ島ランサローテ島ランサローテ島
ベック∥著ベック∥著ベック∥著ベック∥著

F953.7F953.7F953.7F953.7



郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料 昆虫名方言事典昆虫名方言事典昆虫名方言事典昆虫名方言事典 阿部 光典∥著阿部 光典∥著阿部 光典∥著阿部 光典∥著
R486.0R486.0R486.0R486.0
33333333

平成２４年度東日本大震災復興平成２４年度東日本大震災復興平成２４年度東日本大震災復興平成２４年度東日本大震災復興
事業関連遺跡調査報告Ⅰ事業関連遺跡調査報告Ⅰ事業関連遺跡調査報告Ⅰ事業関連遺跡調査報告Ⅰ

宮城県教育委員宮城県教育委員宮城県教育委員宮城県教育委員
会会会会

M210.M210.M210.M210.
0254025402540254

岩波新漢語辞典岩波新漢語辞典岩波新漢語辞典岩波新漢語辞典 山口 明穂∥編山口 明穂∥編山口 明穂∥編山口 明穂∥編 R813.2R813.2R813.2R813.2

北小松遺跡　第１分冊 本文編北小松遺跡　第１分冊 本文編北小松遺跡　第１分冊 本文編北小松遺跡　第１分冊 本文編
宮城県教育委員宮城県教育委員宮城県教育委員宮城県教育委員
会∥編会∥編会∥編会∥編

M210.M210.M210.M210.
0254025402540254

北小松遺跡　第２分冊 分析編北小松遺跡　第２分冊 分析編北小松遺跡　第２分冊 分析編北小松遺跡　第２分冊 分析編
宮城県教育委員宮城県教育委員宮城県教育委員宮城県教育委員
会∥編会∥編会∥編会∥編

M210.M210.M210.M210.
0254025402540254

北小松遺跡　第３分冊 写真図版北小松遺跡　第３分冊 写真図版北小松遺跡　第３分冊 写真図版北小松遺跡　第３分冊 写真図版
編編編編

宮城県教育委員宮城県教育委員宮城県教育委員宮城県教育委員
会∥編会∥編会∥編会∥編

M210.M210.M210.M210.
0254025402540254

蝦夷と「なこその関」蝦夷と「なこその関」蝦夷と「なこその関」蝦夷と「なこその関」 菅原 伸一∥著菅原 伸一∥著菅原 伸一∥著菅原 伸一∥著 M212M212M212M212

奥松島物語　第2号奥松島物語　第2号奥松島物語　第2号奥松島物語　第2号 赤坂 憲雄∥監修赤坂 憲雄∥監修赤坂 憲雄∥監修赤坂 憲雄∥監修
M212.M212.M212.M212.
3333

伊達政宗謎解き散歩伊達政宗謎解き散歩伊達政宗謎解き散歩伊達政宗謎解き散歩 佐藤 憲一∥著佐藤 憲一∥著佐藤 憲一∥著佐藤 憲一∥著
M289.M289.M289.M289.
1111

いきなり宮城いきなり宮城いきなり宮城いきなり宮城 丹野 諒祐∥著丹野 諒祐∥著丹野 諒祐∥著丹野 諒祐∥著
M291.M291.M291.M291.
23232323
M291.M291.M291.M291.
23232323

仙台あるある仙台あるある仙台あるある仙台あるある 凛 次郎∥著凛 次郎∥著凛 次郎∥著凛 次郎∥著
M361.M361.M361.M361.
42424242

断絶の都市センダイ断絶の都市センダイ断絶の都市センダイ断絶の都市センダイ 今野 晴貴∥編著今野 晴貴∥編著今野 晴貴∥編著今野 晴貴∥編著
M369.M369.M369.M369.
31313131

After3.11東日本大震災と東北学After3.11東日本大震災と東北学After3.11東日本大震災と東北学After3.11東日本大震災と東北学
院院院院

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∥編ブプロジェクト委員会∥編ブプロジェクト委員会∥編ブプロジェクト委員会∥編

M369.M369.M369.M369.
31313131

みやぎ・復興の歩み ３みやぎ・復興の歩み ３みやぎ・復興の歩み ３みやぎ・復興の歩み ３
宮城県震災復興宮城県震災復興宮城県震災復興宮城県震災復興
本部本部本部本部

M369.M369.M369.M369.
31313131

仙台三高５０年史仙台三高５０年史仙台三高５０年史仙台三高５０年史 宮城県仙台第三高等学校創立宮城県仙台第三高等学校創立宮城県仙台第三高等学校創立宮城県仙台第三高等学校創立
５０周年記念事業実行委員会５０周年記念事業実行委員会５０周年記念事業実行委員会５０周年記念事業実行委員会

M376.M376.M376.M376.
4444

むすび丸日和むすび丸日和むすび丸日和むすび丸日和

4444

仙台とっておきの上等なディナー仙台とっておきの上等なディナー仙台とっておきの上等なディナー仙台とっておきの上等なディナー
まきの めぐみ∥まきの めぐみ∥まきの めぐみ∥まきの めぐみ∥
監修監修監修監修

M596M596M596M596

福島美術館収蔵品目録Ⅰ福島美術館収蔵品目録Ⅰ福島美術館収蔵品目録Ⅰ福島美術館収蔵品目録Ⅰ 福島美術館福島美術館福島美術館福島美術館 M703M703M703M703

仙台市博物館の資料レスキュー仙台市博物館の資料レスキュー仙台市博物館の資料レスキュー仙台市博物館の資料レスキュー
活動活動活動活動

仙台市博物館仙台市博物館仙台市博物館仙台市博物館 M709M709M709M709

M783.M783.M783.M783.
7777

みやぎの自然体験ガイドみやぎの自然体験ガイドみやぎの自然体験ガイドみやぎの自然体験ガイド
宮城県森林イン宮城県森林イン宮城県森林イン宮城県森林イン
ストラクター協会ストラクター協会ストラクター協会ストラクター協会

M786M786M786M786

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）

テーマ・ジャンルからさがす乳幼テーマ・ジャンルからさがす乳幼テーマ・ジャンルからさがす乳幼テーマ・ジャンルからさがす乳幼
児絵本児絵本児絵本児絵本

DBジャパン∥編DBジャパン∥編DBジャパン∥編DBジャパン∥編
集集集集

R028.0R028.0R028.0R028.0
9999

戦国大名家辞典戦国大名家辞典戦国大名家辞典戦国大名家辞典 森岡 浩∥編森岡 浩∥編森岡 浩∥編森岡 浩∥編 R288.2R288.2R288.2R288.2

消防白書 平成25年版消防白書 平成25年版消防白書 平成25年版消防白書 平成25年版 消防庁∥編消防庁∥編消防庁∥編消防庁∥編
R317.7R317.7R317.7R317.7
9999

全国市町村要覧 平成25年版全国市町村要覧 平成25年版全国市町村要覧 平成25年版全国市町村要覧 平成25年版
市町村要覧編集市町村要覧編集市町村要覧編集市町村要覧編集
委員会∥編委員会∥編委員会∥編委員会∥編

R318.0R318.0R318.0R318.0
36363636

有斐閣経済辞典有斐閣経済辞典有斐閣経済辞典有斐閣経済辞典 金森 久雄∥編金森 久雄∥編金森 久雄∥編金森 久雄∥編
R330.3R330.3R330.3R330.3
3333

地方財政白書 平成26年版地方財政白書 平成26年版地方財政白書 平成26年版地方財政白書 平成26年版 総務省∥編総務省∥編総務省∥編総務省∥編
R349.2R349.2R349.2R349.2
1111

日本の統計 2014日本の統計 2014日本の統計 2014日本の統計 2014
総務省統計局∥総務省統計局∥総務省統計局∥総務省統計局∥
編集編集編集編集

R351R351R351R351

日本国勢図会 2014/15日本国勢図会 2014/15日本国勢図会 2014/15日本国勢図会 2014/15
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

ヤングアダルトの本 部活をきわヤングアダルトの本 部活をきわヤングアダルトの本 部活をきわヤングアダルトの本 部活をきわ
める3000冊める3000冊める3000冊める3000冊

日外アソシエーツ日外アソシエーツ日外アソシエーツ日外アソシエーツ
株式会社∥編集株式会社∥編集株式会社∥編集株式会社∥編集

R375.1R375.1R375.1R375.1
8888

るるぶ東北楽天ゴールデンイーグルスるるぶ東北楽天ゴールデンイーグルスるるぶ東北楽天ゴールデンイーグルスるるぶ東北楽天ゴールデンイーグルス

める3000冊める3000冊める3000冊める3000冊 株式会社∥編集株式会社∥編集株式会社∥編集株式会社∥編集 8888



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） とっておきの名探偵とっておきの名探偵とっておきの名探偵とっておきの名探偵 杉山 亮∥作杉山 亮∥作杉山 亮∥作杉山 亮∥作 KNKNKNKN

路上のストライカー路上のストライカー路上のストライカー路上のストライカー
マイケル  ウィリアマイケル  ウィリアマイケル  ウィリアマイケル  ウィリア
ムズ∥作ムズ∥作ムズ∥作ムズ∥作

KFKFKFKF のっぺらぼうのおじさんのっぺらぼうのおじさんのっぺらぼうのおじさんのっぺらぼうのおじさん
そうま こうへい∥そうま こうへい∥そうま こうへい∥そうま こうへい∥
作作作作

KNKNKNKN

ゆうれい作家はおおいそがし　1ゆうれい作家はおおいそがし　1ゆうれい作家はおおいそがし　1ゆうれい作家はおおいそがし　1
ケイト  クライス∥ケイト  クライス∥ケイト  クライス∥ケイト  クライス∥
文文文文

KFKFKFKF ゆめの中でピストルゆめの中でピストルゆめの中でピストルゆめの中でピストル 寺村 輝夫∥作寺村 輝夫∥作寺村 輝夫∥作寺村 輝夫∥作 KNKNKNKN

なくなったかいものメモなくなったかいものメモなくなったかいものメモなくなったかいものメモ
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 クリオネのしっぽクリオネのしっぽクリオネのしっぽクリオネのしっぽ 長崎 夏海∥著長崎 夏海∥著長崎 夏海∥著長崎 夏海∥著 KNKNKNKN

ウサギのフローレンス　2ウサギのフローレンス　2ウサギのフローレンス　2ウサギのフローレンス　2
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 メリンダハウスは魔法がいっぱいメリンダハウスは魔法がいっぱいメリンダハウスは魔法がいっぱいメリンダハウスは魔法がいっぱい 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

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
4444

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 コロッケくんのぼうけんコロッケくんのぼうけんコロッケくんのぼうけんコロッケくんのぼうけん 二宮 由紀子∥作二宮 由紀子∥作二宮 由紀子∥作二宮 由紀子∥作 KNKNKNKN

オクサ・ポロック　4オクサ・ポロック　4オクサ・ポロック　4オクサ・ポロック　4
アンヌ  プリショタアンヌ  プリショタアンヌ  プリショタアンヌ  プリショタ
∥著∥著∥著∥著

KFKFKFKF あわてんぼオバケ5つのお話あわてんぼオバケ5つのお話あわてんぼオバケ5つのお話あわてんぼオバケ5つのお話
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

ラゾ 川の秘密ラゾ 川の秘密ラゾ 川の秘密ラゾ 川の秘密
シャノン  ヘイルシャノン  ヘイルシャノン  ヘイルシャノン  ヘイル
∥著∥著∥著∥著

KFKFKFKF カラスネコチャックカラスネコチャックカラスネコチャックカラスネコチャック 野田 道子∥作野田 道子∥作野田 道子∥作野田 道子∥作 KNKNKNKN

リン  森の娘　樹と心をかよわせるリン  森の娘　樹と心をかよわせるリン  森の娘　樹と心をかよわせるリン  森の娘　樹と心をかよわせる
少女の物語少女の物語少女の物語少女の物語

シャノン  ヘイルシャノン  ヘイルシャノン  ヘイルシャノン  ヘイル
∥著∥著∥著∥著

KFKFKFKF トキメキトキメキトキメキトキメキ♥♥♥♥図書館　PART7図書館　PART7図書館　PART7図書館　PART7 服部 千春∥作服部 千春∥作服部 千春∥作服部 千春∥作 KNKNKNKN

幽霊白書　2幽霊白書　2幽霊白書　2幽霊白書　2 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 しゅくだいさかあがりしゅくだいさかあがりしゅくだいさかあがりしゅくだいさかあがり
福田 岩緒∥作福田 岩緒∥作福田 岩緒∥作福田 岩緒∥作
絵絵絵絵

KNKNKNKN

ロイヤルバレエスクール・ダイアロイヤルバレエスクール・ダイアロイヤルバレエスクール・ダイアロイヤルバレエスクール・ダイア
リー　1～4リー　1～4リー　1～4リー　1～4

アレクサンドラ  モアレクサンドラ  モアレクサンドラ  モアレクサンドラ  モ
ス∥著ス∥著ス∥著ス∥著

KFKFKFKF
チビまじょチャミーとおばけのチビまじょチャミーとおばけのチビまじょチャミーとおばけのチビまじょチャミーとおばけの
パーティーパーティーパーティーパーティー

藤 真知子∥作藤 真知子∥作藤 真知子∥作藤 真知子∥作 KNKNKNKN

戦場のオレンジ戦場のオレンジ戦場のオレンジ戦場のオレンジ
エリザベス  レエリザベス  レエリザベス  レエリザベス  レ
アード∥作アード∥作アード∥作アード∥作

KFKFKFKF 夏の朝夏の朝夏の朝夏の朝 本田 昌子∥著本田 昌子∥著本田 昌子∥著本田 昌子∥著 KNKNKNKN

まよなかのぎゅうぎゅうネコまよなかのぎゅうぎゅうネコまよなかのぎゅうぎゅうネコまよなかのぎゅうぎゅうネコ 葦原 かも∥作葦原 かも∥作葦原 かも∥作葦原 かも∥作 KNKNKNKN ダンゴムシだんごろうダンゴムシだんごろうダンゴムシだんごろうダンゴムシだんごろう みお ちづる∥作みお ちづる∥作みお ちづる∥作みお ちづる∥作 KNKNKNKN

遙かなるニキラアイナ遙かなるニキラアイナ遙かなるニキラアイナ遙かなるニキラアイナ 池田 美代子∥作池田 美代子∥作池田 美代子∥作池田 美代子∥作 KNKNKNKN 学校の鏡は秘密のとびら?学校の鏡は秘密のとびら?学校の鏡は秘密のとびら?学校の鏡は秘密のとびら? 三野 誠子∥作三野 誠子∥作三野 誠子∥作三野 誠子∥作 KNKNKNKN

黒魔女さんが通る!!　part17黒魔女さんが通る!!　part17黒魔女さんが通る!!　part17黒魔女さんが通る!!　part17 石崎 洋司∥作石崎 洋司∥作石崎 洋司∥作石崎 洋司∥作 KNKNKNKN ダッシュ!ダッシュ!ダッシュ!ダッシュ! 村上 しいこ∥著村上 しいこ∥著村上 しいこ∥著村上 しいこ∥著 KNKNKNKN

死神うどんカフェ1号店　1杯目死神うどんカフェ1号店　1杯目死神うどんカフェ1号店　1杯目死神うどんカフェ1号店　1杯目 石川 宏千花∥著石川 宏千花∥著石川 宏千花∥著石川 宏千花∥著 KNKNKNKN クラスメイツ　前期・後期クラスメイツ　前期・後期クラスメイツ　前期・後期クラスメイツ　前期・後期 森 絵都∥著森 絵都∥著森 絵都∥著森 絵都∥著 KNKNKNKN

イチゴの村のお話たち　3・4イチゴの村のお話たち　3・4イチゴの村のお話たち　3・4イチゴの村のお話たち　3・4
エム  エーフィーエム  エーフィーエム  エーフィーエム  エーフィー
ルド∥文ルド∥文ルド∥文ルド∥文

KNKNKNKN とんだ、とべた、またとべた!とんだ、とべた、またとべた!とんだ、とべた、またとべた!とんだ、とべた、またとべた! 森山 京∥作森山 京∥作森山 京∥作森山 京∥作 KNKNKNKN

ぼくたちけっこうすごいかもぼくたちけっこうすごいかもぼくたちけっこうすごいかもぼくたちけっこうすごいかも 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 ユッキーとともにユッキーとともにユッキーとともにユッキーとともに 最上 一平∥作最上 一平∥作最上 一平∥作最上 一平∥作 KNKNKNKN

ようかいとりものちょう　2ようかいとりものちょう　2ようかいとりものちょう　2ようかいとりものちょう　2 大崎 悌造∥作大崎 悌造∥作大崎 悌造∥作大崎 悌造∥作 KNKNKNKN あしたも、さんかくあしたも、さんかくあしたも、さんかくあしたも、さんかく 安田 夏菜∥著安田 夏菜∥著安田 夏菜∥著安田 夏菜∥著 KNKNKNKN

江戸の象吉江戸の象吉江戸の象吉江戸の象吉 太田 大輔∥作太田 大輔∥作太田 大輔∥作太田 大輔∥作 KNKNKNKN あの日とおなじ空あの日とおなじ空あの日とおなじ空あの日とおなじ空 安田 夏菜∥作安田 夏菜∥作安田 夏菜∥作安田 夏菜∥作 KNKNKNKN

おばけやさん　4おばけやさん　4おばけやさん　4おばけやさん　4 おかべ りか∥作おかべ りか∥作おかべ りか∥作おかべ りか∥作 KNKNKNKN ジャカスカ号で大西洋へジャカスカ号で大西洋へジャカスカ号で大西洋へジャカスカ号で大西洋へ 山下 明生∥作山下 明生∥作山下 明生∥作山下 明生∥作 KNKNKNKN

そこから逃げだす魔法のことばそこから逃げだす魔法のことばそこから逃げだす魔法のことばそこから逃げだす魔法のことば 岡田 淳∥作岡田 淳∥作岡田 淳∥作岡田 淳∥作 KNKNKNKN ゾンビのパラダイス!?ゾンビのパラダイス!?ゾンビのパラダイス!?ゾンビのパラダイス!?
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

モンスター・ホテルでおひさしぶりモンスター・ホテルでおひさしぶりモンスター・ホテルでおひさしぶりモンスター・ホテルでおひさしぶり 柏葉 幸子∥作柏葉 幸子∥作柏葉 幸子∥作柏葉 幸子∥作 KNKNKNKN ななとさきちゃんふたりはペアななとさきちゃんふたりはペアななとさきちゃんふたりはペアななとさきちゃんふたりはペア 山本 悦子∥作山本 悦子∥作山本 悦子∥作山本 悦子∥作 KNKNKNKN

教室の七不思議教室の七不思議教室の七不思議教室の七不思議 加藤 一∥作加藤 一∥作加藤 一∥作加藤 一∥作 KNKNKNKN パン・ジャム・ミステリーパン・ジャム・ミステリーパン・ジャム・ミステリーパン・ジャム・ミステリー 山田 りゅうこ∥著山田 りゅうこ∥著山田 りゅうこ∥著山田 りゅうこ∥著 KNKNKNKN

赤い首輪のパロ赤い首輪のパロ赤い首輪のパロ赤い首輪のパロ 加藤 多一∥作加藤 多一∥作加藤 多一∥作加藤 多一∥作 KNKNKNKN ジャム!ジャム!ジャム!ジャム!
ユズハチ∥作ユズハチ∥作ユズハチ∥作ユズハチ∥作
絵絵絵絵

KNKNKNKN

伊達政宗は名探偵!!伊達政宗は名探偵!!伊達政宗は名探偵!!伊達政宗は名探偵!! 楠木 誠一郎∥作楠木 誠一郎∥作楠木 誠一郎∥作楠木 誠一郎∥作 KNKNKNKN なりたい二人なりたい二人なりたい二人なりたい二人 令丈 ヒロ子∥作令丈 ヒロ子∥作令丈 ヒロ子∥作令丈 ヒロ子∥作 KNKNKNKN

ゆうれい回転ずし消えた少年のゆうれい回転ずし消えた少年のゆうれい回転ずし消えた少年のゆうれい回転ずし消えた少年の
なぞなぞなぞなぞ

佐川 芳枝∥作佐川 芳枝∥作佐川 芳枝∥作佐川 芳枝∥作 KNKNKNKN 児童書（そのほか）児童書（そのほか）児童書（そのほか）児童書（そのほか）

机の上の仙人机の上の仙人机の上の仙人机の上の仙人 佐藤 さとる∥著佐藤 さとる∥著佐藤 さとる∥著佐藤 さとる∥著 KNKNKNKN 新花子さんがきた!!　20新花子さんがきた!!　20新花子さんがきた!!　20新花子さんがきた!!　20 森京 詞姫∥著森京 詞姫∥著森京 詞姫∥著森京 詞姫∥著 K147K147K147K147

魔法職人たんぽぽ　2魔法職人たんぽぽ　2魔法職人たんぽぽ　2魔法職人たんぽぽ　2 佐藤 まどか∥作佐藤 まどか∥作佐藤 まどか∥作佐藤 まどか∥作 KNKNKNKN 世界の名言大事典世界の名言大事典世界の名言大事典世界の名言大事典 弓狩 匡純∥著弓狩 匡純∥著弓狩 匡純∥著弓狩 匡純∥著 K159.8K159.8K159.8K159.8

手作り小路のなかまたち手作り小路のなかまたち手作り小路のなかまたち手作り小路のなかまたち 新藤 悦子∥著新藤 悦子∥著新藤 悦子∥著新藤 悦子∥著 KNKNKNKN 失われた文明の大百科失われた文明の大百科失われた文明の大百科失われた文明の大百科
学研教育出版∥学研教育出版∥学研教育出版∥学研教育出版∥
編編編編

K209.3K209.3K209.3K209.3
2222

手作り小路のなかまたち手作り小路のなかまたち手作り小路のなかまたち手作り小路のなかまたち 新藤 悦子∥著新藤 悦子∥著新藤 悦子∥著新藤 悦子∥著 KNKNKNKN 失われた文明の大百科失われた文明の大百科失われた文明の大百科失われた文明の大百科
編編編編 2222



決定版!富士山まるごと大百科 調決定版!富士山まるごと大百科 調決定版!富士山まるごと大百科 調決定版!富士山まるごと大百科 調
べ学習に対応べ学習に対応べ学習に対応べ学習に対応

佐野 充∥監修佐野 充∥監修佐野 充∥監修佐野 充∥監修
K291.5K291.5K291.5K291.5
1111

わるいこちゃんわるいこちゃんわるいこちゃんわるいこちゃん
ロジャー  ハーグロジャー  ハーグロジャー  ハーグロジャー  ハーグ
リーブス∥作リーブス∥作リーブス∥作リーブス∥作

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ

絵でわかる社会科事典　5・6絵でわかる社会科事典　5・6絵でわかる社会科事典　5・6絵でわかる社会科事典　5・6 鎌田 和宏∥監修鎌田 和宏∥監修鎌田 和宏∥監修鎌田 和宏∥監修 K303.3K303.3K303.3K303.3 かくれんぼ!かくれんぼ!かくれんぼ!かくれんぼ!
あかいし ゆみ∥あかいし ゆみ∥あかいし ゆみ∥あかいし ゆみ∥
作  絵作  絵作  絵作  絵

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

職場体験学習に行ってきました。職場体験学習に行ってきました。職場体験学習に行ってきました。職場体験学習に行ってきました。
9999

全国中学校進路指導全国中学校進路指導全国中学校進路指導全国中学校進路指導
連絡協議会∥監修連絡協議会∥監修連絡協議会∥監修連絡協議会∥監修

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

すごいすごい!すごいすごい!すごいすごい!すごいすごい!
あかいし ゆみ∥あかいし ゆみ∥あかいし ゆみ∥あかいし ゆみ∥
作  絵作  絵作  絵作  絵

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

幻獣 神話と伝説のいきもの幻獣 神話と伝説のいきもの幻獣 神話と伝説のいきもの幻獣 神話と伝説のいきもの
百々 佑利子∥監百々 佑利子∥監百々 佑利子∥監百々 佑利子∥監
修修修修

K388K388K388K388 なかよしぱっくんなかよしぱっくんなかよしぱっくんなかよしぱっくん 新井 洋行∥著新井 洋行∥著新井 洋行∥著新井 洋行∥著 EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

長沼毅の世界は理科でできてい長沼毅の世界は理科でできてい長沼毅の世界は理科でできてい長沼毅の世界は理科でできてい
る エネルギーる エネルギーる エネルギーる エネルギー

長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修 K408K408K408K408 みずたまりちゃんみずたまりちゃんみずたまりちゃんみずたまりちゃん 新井 洋行∥作新井 洋行∥作新井 洋行∥作新井 洋行∥作 EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

長沼毅の世界は理科でできてい長沼毅の世界は理科でできてい長沼毅の世界は理科でできてい長沼毅の世界は理科でできてい
る 人体る 人体る 人体る 人体

長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修 K408K408K408K408 あかちゃんだっこあかちゃんだっこあかちゃんだっこあかちゃんだっこ
いしかわ こうじ∥いしかわ こうじ∥いしかわ こうじ∥いしかわ こうじ∥
作  絵作  絵作  絵作  絵

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

石の卵石の卵石の卵石の卵
山田 英春∥文山田 英春∥文山田 英春∥文山田 英春∥文
写真写真写真写真

K458K458K458K458
おかあさんといっしょ!おとうさんとおかあさんといっしょ!おとうさんとおかあさんといっしょ!おとうさんとおかあさんといっしょ!おとうさんと
いっしょ!いっしょ!いっしょ!いっしょ!

いもと ようこ∥作いもと ようこ∥作いもと ようこ∥作いもと ようこ∥作
絵絵絵絵

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

うまれたよ!カナヘビうまれたよ!カナヘビうまれたよ!カナヘビうまれたよ!カナヘビ 関 慎太郎∥写真関 慎太郎∥写真関 慎太郎∥写真関 慎太郎∥写真 K480K480K480K480 やさいのともだちやさいのともだちやさいのともだちやさいのともだち 神沢 利子∥文神沢 利子∥文神沢 利子∥文神沢 利子∥文 EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

カブトムシ山に帰るカブトムシ山に帰るカブトムシ山に帰るカブトムシ山に帰る 山口 進∥著山口 進∥著山口 進∥著山口 進∥著 K486.6K486.6K486.6K486.6 ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ
なかえ よしを∥なかえ よしを∥なかえ よしを∥なかえ よしを∥
ぶんぶんぶんぶん

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

アリの行列アリの行列アリの行列アリの行列 寺山 守∥監修寺山 守∥監修寺山 守∥監修寺山 守∥監修 K486.7K486.7K486.7K486.7 だーれだだーれだだーれだだーれだ
なかえ よしを∥なかえ よしを∥なかえ よしを∥なかえ よしを∥
ぶんぶんぶんぶん

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

カラスのひみつカラスのひみつカラスのひみつカラスのひみつ 松原 始∥監修松原 始∥監修松原 始∥監修松原 始∥監修
K488.9K488.9K488.9K488.9
9999

いいとこいくのいいとこいくのいいとこいくのいいとこいくの 片山 健∥作片山 健∥作片山 健∥作片山 健∥作 EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

イルカのねむり方イルカのねむり方イルカのねむり方イルカのねむり方 幸島 司郎∥監修幸島 司郎∥監修幸島 司郎∥監修幸島 司郎∥監修 K489.6K489.6K489.6K489.6 たかいたかいたかいたかいたかいたかいたかいたかい 礒 みゆき∥ぶん礒 みゆき∥ぶん礒 みゆき∥ぶん礒 みゆき∥ぶん EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

病気とケガのタネあかし 1　子ど病気とケガのタネあかし 1　子ど病気とケガのタネあかし 1　子ど病気とケガのタネあかし 1　子ど
ものためのインフォームドコンセンものためのインフォームドコンセンものためのインフォームドコンセンものためのインフォームドコンセン
トトトト

大野 孝一∥絵大野 孝一∥絵大野 孝一∥絵大野 孝一∥絵 K490.8K490.8K490.8K490.8 びゅーんびゅーんびゅーんびゅーん かとう ようこ∥作かとう ようこ∥作かとう ようこ∥作かとう ようこ∥作 EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

目のしくみ大研究　なぜ見える?ト目のしくみ大研究　なぜ見える?ト目のしくみ大研究　なぜ見える?ト目のしくみ大研究　なぜ見える?ト
ラブルを防ぐには?ラブルを防ぐには?ラブルを防ぐには?ラブルを防ぐには?

根木 昭∥監修根木 昭∥監修根木 昭∥監修根木 昭∥監修
K491.3K491.3K491.3K491.3
74747474

ぽんちんぱんぽんちんぱんぽんちんぱんぽんちんぱん 柿木原 政広∥作柿木原 政広∥作柿木原 政広∥作柿木原 政広∥作 EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

世界にほこる日本の先端科学技世界にほこる日本の先端科学技世界にほこる日本の先端科学技世界にほこる日本の先端科学技
術　1～4術　1～4術　1～4術　1～4

法政大学自然科学法政大学自然科学法政大学自然科学法政大学自然科学
センター∥監修センター∥監修センター∥監修センター∥監修

K502.1K502.1K502.1K502.1 こねここねこねこねここねこねこねここねこねこねここねこね
しょうじ みちこ∥しょうじ みちこ∥しょうじ みちこ∥しょうじ みちこ∥
作作作作

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ
術　1～4術　1～4術　1～4術　1～4 センター∥監修センター∥監修センター∥監修センター∥監修 作作作作

たのしいな!東京の電車・新幹線たのしいな!東京の電車・新幹線たのしいな!東京の電車・新幹線たのしいな!東京の電車・新幹線 柏原 治∥監修柏原 治∥監修柏原 治∥監修柏原 治∥監修 K546.5K546.5K546.5K546.5 しーっしーっしーっしーっ
たしろ ちさと∥作たしろ ちさと∥作たしろ ちさと∥作たしろ ちさと∥作
絵絵絵絵

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

大豆まるごと図鑑大豆まるごと図鑑大豆まるごと図鑑大豆まるごと図鑑 国分 牧衛∥監修国分 牧衛∥監修国分 牧衛∥監修国分 牧衛∥監修 K616.7K616.7K616.7K616.7 ぶうぶうぶうぶうぶうぶうぶうぶうぶうぶうぶうぶう
おーなり 由子∥おーなり 由子∥おーなり 由子∥おーなり 由子∥
ぶんぶんぶんぶん

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

すがたをかえるたべものしゃしんすがたをかえるたべものしゃしんすがたをかえるたべものしゃしんすがたをかえるたべものしゃしん
えほん　3～5えほん　3～5えほん　3～5えほん　3～5

宮崎 祥子∥構成宮崎 祥子∥構成宮崎 祥子∥構成宮崎 祥子∥構成
文文文文

K619K619K619K619 おおきくなったらなにになる?おおきくなったらなにになる?おおきくなったらなにになる?おおきくなったらなにになる?
ディック  ブルーディック  ブルーディック  ブルーディック  ブルー
ナ∥ぶん えナ∥ぶん えナ∥ぶん えナ∥ぶん え

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

高校野球のスゴイ話高校野球のスゴイ話高校野球のスゴイ話高校野球のスゴイ話
『野球太郎』編集『野球太郎』編集『野球太郎』編集『野球太郎』編集
部∥著部∥著部∥著部∥著

K783.7K783.7K783.7K783.7 どうしてないているの?どうしてないているの?どうしてないているの?どうしてないているの?
ディック  ブルーディック  ブルーディック  ブルーディック  ブルー
ナ∥ぶん えナ∥ぶん えナ∥ぶん えナ∥ぶん え

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

ままごとままごとままごとままごと 尾崎 織女∥文尾崎 織女∥文尾崎 織女∥文尾崎 織女∥文 K798K798K798K798 いっぱいたべてげんきなうんちいっぱいたべてげんきなうんちいっぱいたべてげんきなうんちいっぱいたべてげんきなうんち
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ｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

みんなが書ける!あつめて、まとめみんなが書ける!あつめて、まとめみんなが書ける!あつめて、まとめみんなが書ける!あつめて、まとめ
て、書く技術　1～3て、書く技術　1～3て、書く技術　1～3て、書く技術　1～3

佐渡島 紗織∥監佐渡島 紗織∥監佐渡島 紗織∥監佐渡島 紗織∥監
修修修修

K816K816K816K816 ぱくぱくたべたらはみがきだ!ぱくぱくたべたらはみがきだ!ぱくぱくたべたらはみがきだ!ぱくぱくたべたらはみがきだ!
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ｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

新美南吉ものがたり新美南吉ものがたり新美南吉ものがたり新美南吉ものがたり 楠木 しげお∥著楠木 しげお∥著楠木 しげお∥著楠木 しげお∥著
K910.2K910.2K910.2K910.2
68686868

おやすみのらちゃんおやすみのらちゃんおやすみのらちゃんおやすみのらちゃん
よねづ ゆうすけよねづ ゆうすけよねづ ゆうすけよねづ ゆうすけ
∥作∥作∥作∥作

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

絵本絵本絵本絵本 いもむしってね…いもむしってね…いもむしってね…いもむしってね… 澤口 たまみ∥文澤口 たまみ∥文澤口 たまみ∥文澤口 たまみ∥文
EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

すっくのこんなときってなんていすっくのこんなときってなんていすっくのこんなときってなんていすっくのこんなときってなんてい
う?う?う?う?

たかてら かよ∥たかてら かよ∥たかてら かよ∥たかてら かよ∥
ぶんぶんぶんぶん

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ くさむらでみつけたよくさむらでみつけたよくさむらでみつけたよくさむらでみつけたよ 得田 之久∥ぶん得田 之久∥ぶん得田 之久∥ぶん得田 之久∥ぶん
EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

ゆっくのこんなときってなんていゆっくのこんなときってなんていゆっくのこんなときってなんていゆっくのこんなときってなんてい
う?う?う?う?

たかてら かよ∥たかてら かよ∥たかてら かよ∥たかてら かよ∥
ぶんぶんぶんぶん

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ なく虫ずかんなく虫ずかんなく虫ずかんなく虫ずかん 松岡 達英∥え松岡 達英∥え松岡 達英∥え松岡 達英∥え
EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

バーバパパのおんがくかいバーバパパのおんがくかいバーバパパのおんがくかいバーバパパのおんがくかい
アネット=チゾン∥アネット=チゾン∥アネット=チゾン∥アネット=チゾン∥
さくさくさくさく

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ ねむいんだもんねむいんだもんねむいんだもんねむいんだもん
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

EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

バーバパパのがっきやさんバーバパパのがっきやさんバーバパパのがっきやさんバーバパパのがっきやさん
アネット=チゾン∥アネット=チゾン∥アネット=チゾン∥アネット=チゾン∥
さくさくさくさく

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ あまがえる先生1ねんずかんあまがえる先生1ねんずかんあまがえる先生1ねんずかんあまがえる先生1ねんずかん
まつおか たつひまつおか たつひまつおか たつひまつおか たつひ
で∥作で∥作で∥作で∥作

EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

ルルちゃんのこわいゆめをみたルルちゃんのこわいゆめをみたルルちゃんのこわいゆめをみたルルちゃんのこわいゆめをみた
ローランス  ジローランス  ジローランス  ジローランス  ジ
ロー∥文ロー∥文ロー∥文ロー∥文

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ 海のひかり海のひかり海のひかり海のひかり
モリー  バング∥モリー  バング∥モリー  バング∥モリー  バング∥
作作作作

EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

ルルちゃんのペットとおわかれルルちゃんのペットとおわかれルルちゃんのペットとおわかれルルちゃんのペットとおわかれ
ローランス  ジローランス  ジローランス  ジローランス  ジ
ロー∥文ロー∥文ロー∥文ロー∥文

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ あのほしなんのほしあのほしなんのほしあのほしなんのほしあのほしなんのほし みき つきみ∥文みき つきみ∥文みき つきみ∥文みき つきみ∥文
EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

プリンセスちゃんプリンセスちゃんプリンセスちゃんプリンセスちゃん
ロジャー  ハーグロジャー  ハーグロジャー  ハーグロジャー  ハーグ
リーブス∥作リーブス∥作リーブス∥作リーブス∥作

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ からだのなかでドゥンドゥンドゥンからだのなかでドゥンドゥンドゥンからだのなかでドゥンドゥンドゥンからだのなかでドゥンドゥンドゥン 木坂 涼∥ぶん木坂 涼∥ぶん木坂 涼∥ぶん木坂 涼∥ぶん
EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

プリンセスちゃんプリンセスちゃんプリンセスちゃんプリンセスちゃん
リーブス∥作リーブス∥作リーブス∥作リーブス∥作

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ からだのなかでドゥンドゥンドゥンからだのなかでドゥンドゥンドゥンからだのなかでドゥンドゥンドゥンからだのなかでドゥンドゥンドゥン 木坂 涼∥ぶん木坂 涼∥ぶん木坂 涼∥ぶん木坂 涼∥ぶん
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ



てんぐ、はなをかむ。てんぐ、はなをかむ。てんぐ、はなをかむ。てんぐ、はなをかむ。 平田 昌広∥作平田 昌広∥作平田 昌広∥作平田 昌広∥作
EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

スキャリーおじさんのミミズのロースキャリーおじさんのミミズのロースキャリーおじさんのミミズのロースキャリーおじさんのミミズのロー
リーたのしいいちにちリーたのしいいちにちリーたのしいいちにちリーたのしいいちにち

リチャード  スキャリチャード  スキャリチャード  スキャリチャード  スキャ
リー∥さくリー∥さくリー∥さくリー∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

ようすのことばようすのことばようすのことばようすのことば
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
∥さく  え∥さく  え∥さく  え∥さく  え

EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

スキャリーおじさんのゆかいなどうスキャリーおじさんのゆかいなどうスキャリーおじさんのゆかいなどうスキャリーおじさんのゆかいなどう
ぶつどうわぶつどうわぶつどうわぶつどうわ

リチャード  スキャリチャード  スキャリチャード  スキャリチャード  スキャ
リー∥ぶん  えリー∥ぶん  えリー∥ぶん  えリー∥ぶん  え

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

アリババと40にんのとうぞくアリババと40にんのとうぞくアリババと40にんのとうぞくアリババと40にんのとうぞく
いもと ようこ∥文いもと ようこ∥文いもと ようこ∥文いもと ようこ∥文
絵絵絵絵

EｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛ ドーナツなんかいらないよドーナツなんかいらないよドーナツなんかいらないよドーナツなんかいらないよ
マーク  アラン  スタママーク  アラン  スタママーク  アラン  スタママーク  アラン  スタマ
ティー∥おはなしとえティー∥おはなしとえティー∥おはなしとえティー∥おはなしとえ EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

おそばのくきはなぜあかいおそばのくきはなぜあかいおそばのくきはなぜあかいおそばのくきはなぜあかい 石井 桃子∥文石井 桃子∥文石井 桃子∥文石井 桃子∥文 EｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛ ばしん!ばん!どかん!ばしん!ばん!どかん!ばしん!ばん!どかん!ばしん!ばん!どかん!
ピーター  スピアピーター  スピアピーター  スピアピーター  スピア
∥ぶん  え∥ぶん  え∥ぶん  え∥ぶん  え

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

ししときつねししときつねししときつねししときつね 岩崎 京子∥ぶん岩崎 京子∥ぶん岩崎 京子∥ぶん岩崎 京子∥ぶん EｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛ おやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい
ヴィルジニー  アヴィルジニー  アヴィルジニー  アヴィルジニー  ア
ラジディ∥ぶんラジディ∥ぶんラジディ∥ぶんラジディ∥ぶん

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

ほしをもったひめほしをもったひめほしをもったひめほしをもったひめ 八百板 洋子∥文八百板 洋子∥文八百板 洋子∥文八百板 洋子∥文 EｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛ いろいろいろのほんいろいろいろのほんいろいろいろのほんいろいろいろのほん
エルヴェ  テュレエルヴェ  テュレエルヴェ  テュレエルヴェ  テュレ
∥さく∥さく∥さく∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

モンゴルの白い馬モンゴルの白い馬モンゴルの白い馬モンゴルの白い馬 王 敏∥文王 敏∥文王 敏∥文王 敏∥文 EｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛEｷｲﾛ ターシャの農場の12カ月ターシャの農場の12カ月ターシャの農場の12カ月ターシャの農場の12カ月
ターシャ  テューターシャ  テューターシャ  テューターシャ  テュー
ダー∥著ダー∥著ダー∥著ダー∥著

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

ニャーロットのおさんぽニャーロットのおさんぽニャーロットのおさんぽニャーロットのおさんぽ
パメラ  アレン∥パメラ  アレン∥パメラ  アレン∥パメラ  アレン∥
作  絵作  絵作  絵作  絵

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ あまつぶぽとりすぷらっしゅあまつぶぽとりすぷらっしゅあまつぶぽとりすぷらっしゅあまつぶぽとりすぷらっしゅ
アルビン  トゥレッアルビン  トゥレッアルビン  トゥレッアルビン  トゥレッ
セルト∥さくセルト∥さくセルト∥さくセルト∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

ひつじのショーン ショーンはおおひつじのショーン ショーンはおおひつじのショーン ショーンはおおひつじのショーン ショーンはおお
いそがしいそがしいそがしいそがし

アードマン  アニアードマン  アニアードマン  アニアードマン  アニ
メーションズ∥原作メーションズ∥原作メーションズ∥原作メーションズ∥原作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ いぬのロケットお話を書くいぬのロケットお話を書くいぬのロケットお話を書くいぬのロケットお話を書く
タッド  ヒルズ∥タッド  ヒルズ∥タッド  ヒルズ∥タッド  ヒルズ∥
作作作作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

ムーミンと森のピクニックムーミンと森のピクニックムーミンと森のピクニックムーミンと森のピクニック
パイヴィ  アレニパイヴィ  アレニパイヴィ  アレニパイヴィ  アレニ
ウス∥作ウス∥作ウス∥作ウス∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ おおかみだあ!おおかみだあ!おおかみだあ!おおかみだあ!
セドリック  ラマセドリック  ラマセドリック  ラマセドリック  ラマ
ディエ∥ぶんディエ∥ぶんディエ∥ぶんディエ∥ぶん

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

ルーシーといじめっこルーシーといじめっこルーシーといじめっこルーシーといじめっこ
クレア  アレクサクレア  アレクサクレア  アレクサクレア  アレクサ
ンダー∥さくンダー∥さくンダー∥さくンダー∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ オリーブひみつがもぞもぞオリーブひみつがもぞもぞオリーブひみつがもぞもぞオリーブひみつがもぞもぞ
トール  フリーマトール  フリーマトール  フリーマトール  フリーマ
ン∥作ン∥作ン∥作ン∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

どうぶつたちはしっているどうぶつたちはしっているどうぶつたちはしっているどうぶつたちはしっている イーラ∥写真イーラ∥写真イーラ∥写真イーラ∥写真 EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ きこえるきこえるなつのおときこえるきこえるなつのおときこえるきこえるなつのおときこえるきこえるなつのおと
マーガレット　ワイマーガレット　ワイマーガレット　ワイマーガレット　ワイ
ズ　ブラウン∥作ズ　ブラウン∥作ズ　ブラウン∥作ズ　ブラウン∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

かみなりなんてこわくないかみなりなんてこわくないかみなりなんてこわくないかみなりなんてこわくない
ジェイミー  A.スジェイミー  A.スジェイミー  A.スジェイミー  A.ス
ウェンソン∥ぶんウェンソン∥ぶんウェンソン∥ぶんウェンソン∥ぶん

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ きこえるきこえるふゆのおときこえるきこえるふゆのおときこえるきこえるふゆのおときこえるきこえるふゆのおと
マーガレット  ワイズマーガレット  ワイズマーガレット  ワイズマーガレット  ワイズ
ブラウン∥作ブラウン∥作ブラウン∥作ブラウン∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

さようなら、おばあちゃんさようなら、おばあちゃんさようなら、おばあちゃんさようなら、おばあちゃん
メラニー  ウォルメラニー  ウォルメラニー  ウォルメラニー  ウォル
シュ∥さくシュ∥さくシュ∥さくシュ∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ぺっこぺこヒグマぺっこぺこヒグマぺっこぺこヒグマぺっこぺこヒグマ
ニック  ブランド∥ニック  ブランド∥ニック  ブランド∥ニック  ブランド∥
作作作作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

ミスターワッフル!ミスターワッフル!ミスターワッフル!ミスターワッフル!
デイヴィッドデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッド
ウィーズナー∥作ウィーズナー∥作ウィーズナー∥作ウィーズナー∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ルイスがたべられちゃったひルイスがたべられちゃったひルイスがたべられちゃったひルイスがたべられちゃったひ
ジョン  ファーデジョン  ファーデジョン  ファーデジョン  ファーデ
ル∥作ル∥作ル∥作ル∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ
ウィーズナー∥作ウィーズナー∥作ウィーズナー∥作ウィーズナー∥作 ル∥作ル∥作ル∥作ル∥作

トーラとパパの夏休みトーラとパパの夏休みトーラとパパの夏休みトーラとパパの夏休み
リーサ  モローニリーサ  モローニリーサ  モローニリーサ  モローニ
∥文∥文∥文∥文

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ いっしょにいってもいい?いっしょにいってもいい?いっしょにいってもいい?いっしょにいってもいい?
ブライアン  パッブライアン  パッブライアン  パッブライアン  パッ
テン∥ぶんテン∥ぶんテン∥ぶんテン∥ぶん

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

海のおばけオーリー海のおばけオーリー海のおばけオーリー海のおばけオーリー
マリー  ホールマリー  ホールマリー  ホールマリー  ホール
エッツ∥文 絵エッツ∥文 絵エッツ∥文 絵エッツ∥文 絵

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ おやすみおやすみおやすみおやすみおやすみおやすみおやすみおやすみ
シャーロット  ゾロシャーロット  ゾロシャーロット  ゾロシャーロット  ゾロ
トウ∥文トウ∥文トウ∥文トウ∥文

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

そとごはんそとごはんそとごはんそとごはん
ヘレン  オクセンヘレン  オクセンヘレン  オクセンヘレン  オクセン
バリー∥作  絵バリー∥作  絵バリー∥作  絵バリー∥作  絵

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ おやすみなさいフランシスおやすみなさいフランシスおやすみなさいフランシスおやすみなさいフランシス
ラッセル  ホーバラッセル  ホーバラッセル  ホーバラッセル  ホーバ
ン∥ぶんン∥ぶんン∥ぶんン∥ぶん

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

映画きかんしゃトーマスキング★オブ★映画きかんしゃトーマスキング★オブ★映画きかんしゃトーマスキング★オブ★映画きかんしゃトーマスキング★オブ★
ザ★レイルウェイトーマスと失われた王冠ザ★レイルウェイトーマスと失われた王冠ザ★レイルウェイトーマスと失われた王冠ザ★レイルウェイトーマスと失われた王冠

ウィルバートウィルバートウィルバートウィルバート
オードリー∥原作オードリー∥原作オードリー∥原作オードリー∥原作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ フランシスとたんじょうびフランシスとたんじょうびフランシスとたんじょうびフランシスとたんじょうび
ラッセル  ホーバラッセル  ホーバラッセル  ホーバラッセル  ホーバ
ン∥さくン∥さくン∥さくン∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

大きくなるってこんなこと!大きくなるってこんなこと!大きくなるってこんなこと!大きくなるってこんなこと!
ルース  クラウスルース  クラウスルース  クラウスルース  クラウス
∥ぶん∥ぶん∥ぶん∥ぶん

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ フランシスのいえでフランシスのいえでフランシスのいえでフランシスのいえで
リリアン  ホーバンリリアン  ホーバンリリアン  ホーバンリリアン  ホーバン
∥絵∥絵∥絵∥絵

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

まっくろネリノまっくろネリノまっくろネリノまっくろネリノ
ヘルガ＝ガルヘルガ＝ガルヘルガ＝ガルヘルガ＝ガル
ラー∥さくラー∥さくラー∥さくラー∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ フランシスのおともだちフランシスのおともだちフランシスのおともだちフランシスのおともだち
ラッセル  ホーバラッセル  ホーバラッセル  ホーバラッセル  ホーバ
ン∥さくン∥さくン∥さくン∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

やくそくやくそくやくそくやくそく
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

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ライオンのひみつライオンのひみつライオンのひみつライオンのひみつ
マーガレット  ワイマーガレット  ワイマーガレット  ワイマーガレット  ワイ
ルド∥文ルド∥文ルド∥文ルド∥文

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

どんぐりどんぐりどんぐりどんぐり
エドワード  ギブエドワード  ギブエドワード  ギブエドワード  ギブ
ス∥作ス∥作ス∥作ス∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ないしょのかくれんぼないしょのかくれんぼないしょのかくれんぼないしょのかくれんぼ
ビバリー  ドノフリビバリー  ドノフリビバリー  ドノフリビバリー  ドノフリ
オ∥文オ∥文オ∥文オ∥文

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

ピーターのいすピーターのいすピーターのいすピーターのいす
エズラ=ジャック=エズラ=ジャック=エズラ=ジャック=エズラ=ジャック=
キーツ∥作  画キーツ∥作  画キーツ∥作  画キーツ∥作  画

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ふしぎなふしぎなまほうの木ふしぎなふしぎなまほうの木ふしぎなふしぎなまほうの木ふしぎなふしぎなまほうの木
クリスティ  マシソクリスティ  マシソクリスティ  マシソクリスティ  マシソ
ン∥作ン∥作ン∥作ン∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

ルイのうちゅうりょこうルイのうちゅうりょこうルイのうちゅうりょこうルイのうちゅうりょこう
エズラ  ジャックエズラ  ジャックエズラ  ジャックエズラ  ジャック
キーツ∥作キーツ∥作キーツ∥作キーツ∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ソフィーのやさいばたけソフィーのやさいばたけソフィーのやさいばたけソフィーのやさいばたけ
ゲルダ  ミューゲルダ  ミューゲルダ  ミューゲルダ  ミュー
ラー∥作ラー∥作ラー∥作ラー∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

ベルとブゥおいしいいちにちベルとブゥおいしいいちにちベルとブゥおいしいいちにちベルとブゥおいしいいちにち
マンディ  サトクリマンディ  サトクリマンディ  サトクリマンディ  サトクリ
フ∥さくフ∥さくフ∥さくフ∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ メロディとすてきなともだちメロディとすてきなともだちメロディとすてきなともだちメロディとすてきなともだち ユウ  ビュン∥作ユウ  ビュン∥作ユウ  ビュン∥作ユウ  ビュン∥作 EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

かしこいウサギとはずかしがりやかしこいウサギとはずかしがりやかしこいウサギとはずかしがりやかしこいウサギとはずかしがりや
の大きな鳥の大きな鳥の大きな鳥の大きな鳥

パスカル  マレ∥パスカル  マレ∥パスカル  マレ∥パスカル  マレ∥
文文文文

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ よくばりなカササギよくばりなカササギよくばりなカササギよくばりなカササギ
I.C.スプリングマI.C.スプリングマI.C.スプリングマI.C.スプリングマ
ン∥文ン∥文ン∥文ン∥文

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

くるくるかわるねこのひげくるくるかわるねこのひげくるくるかわるねこのひげくるくるかわるねこのひげ
ビル  シャルメッビル  シャルメッビル  シャルメッビル  シャルメッ
ツ∥作ツ∥作ツ∥作ツ∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ
アニメおさるのジョージ サル・アニメおさるのジョージ サル・アニメおさるのジョージ サル・アニメおさるのジョージ サル・
ウィ・ダンスウィ・ダンスウィ・ダンスウィ・ダンス

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

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

もじゃもじゃヒュー・シャンプーもじゃもじゃヒュー・シャンプーもじゃもじゃヒュー・シャンプーもじゃもじゃヒュー・シャンプー
カレン  ジョージカレン  ジョージカレン  ジョージカレン  ジョージ
∥作  絵∥作  絵∥作  絵∥作  絵

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ
アニメおさるのジョージ ぴっかぴアニメおさるのジョージ ぴっかぴアニメおさるのジョージ ぴっかぴアニメおさるのジョージ ぴっかぴ
カーカーカーカー

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

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ

ヨハンナの電車のたびヨハンナの電車のたびヨハンナの電車のたびヨハンナの電車のたび
カトリーン  シェーカトリーン  シェーカトリーン  シェーカトリーン  シェー
ラー∥作ラー∥作ラー∥作ラー∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ びじゅつかんへいこうびじゅつかんへいこうびじゅつかんへいこうびじゅつかんへいこう
ピーター  レイノピーター  レイノピーター  レイノピーター  レイノ
ルズ∥絵ルズ∥絵ルズ∥絵ルズ∥絵

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛヨハンナの電車のたびヨハンナの電車のたびヨハンナの電車のたびヨハンナの電車のたび
ラー∥作ラー∥作ラー∥作ラー∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ びじゅつかんへいこうびじゅつかんへいこうびじゅつかんへいこうびじゅつかんへいこう
ルズ∥絵ルズ∥絵ルズ∥絵ルズ∥絵

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ



いしをつんだおとこいしをつんだおとこいしをつんだおとこいしをつんだおとこ
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
∥著∥著∥著∥著

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ スパゲッティのぼうけんスパゲッティのぼうけんスパゲッティのぼうけんスパゲッティのぼうけん
クレーン謙∥作クレーン謙∥作クレーン謙∥作クレーン謙∥作
絵絵絵絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

おやすみなさいおやすみなさいおやすみなさいおやすみなさい 新井 洋行∥さく新井 洋行∥さく新井 洋行∥さく新井 洋行∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ふゆってどんなところなの?ふゆってどんなところなの?ふゆってどんなところなの?ふゆってどんなところなの?
工藤 ノリコ∥作工藤 ノリコ∥作工藤 ノリコ∥作工藤 ノリコ∥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

かしの木の子もりうたかしの木の子もりうたかしの木の子もりうたかしの木の子もりうた
ロバート  マンチロバート  マンチロバート  マンチロバート  マンチ
∥原作∥原作∥原作∥原作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
こまねこのこまったこまったぬいぐこまねこのこまったこまったぬいぐこまねこのこまったこまったぬいぐこまねこのこまったこまったぬいぐ
るみるみるみるみ

ごうだ つねお∥ごうだ つねお∥ごうだ つねお∥ごうだ つねお∥
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

カレーライスとまねきねこカレーライスとまねきねこカレーライスとまねきねこカレーライスとまねきねこ 苅田 澄子∥ぶん苅田 澄子∥ぶん苅田 澄子∥ぶん苅田 澄子∥ぶん EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ チュッパカホワホワチュッパカホワホワチュッパカホワホワチュッパカホワホワ
こいで なつこ∥こいで なつこ∥こいで なつこ∥こいで なつこ∥
著著著著

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ゴールデンタイムゴールデンタイムゴールデンタイムゴールデンタイム
稲葉 卓也∥原作稲葉 卓也∥原作稲葉 卓也∥原作稲葉 卓也∥原作
絵絵絵絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ とうさんまいごとうさんまいごとうさんまいごとうさんまいご
五味  太郎∥作五味  太郎∥作五味  太郎∥作五味  太郎∥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

ちょうかいちょうのキョウコちゃんちょうかいちょうのキョウコちゃんちょうかいちょうのキョウコちゃんちょうかいちょうのキョウコちゃん 藤原 一枝∥作藤原 一枝∥作藤原 一枝∥作藤原 一枝∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ とんねるくんとんねるくんとんねるくんとんねるくん
こぐれ けいすけこぐれ けいすけこぐれ けいすけこぐれ けいすけ
∥作∥作∥作∥作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

はらぺこソーダくんはらぺこソーダくんはらぺこソーダくんはらぺこソーダくん 岩田 明子∥著岩田 明子∥著岩田 明子∥著岩田 明子∥著 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ みやこのいちにちみやこのいちにちみやこのいちにちみやこのいちにち 小西 英子∥作小西 英子∥作小西 英子∥作小西 英子∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ボタ山であそんだころボタ山であそんだころボタ山であそんだころボタ山であそんだころ
石川 えりこ∥さく石川 えりこ∥さく石川 えりこ∥さく石川 えりこ∥さく
ええええ

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ アフリカの音アフリカの音アフリカの音アフリカの音
沢田 としき∥作沢田 としき∥作沢田 としき∥作沢田 としき∥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

ルコちゃんはどこ?ルコちゃんはどこ?ルコちゃんはどこ?ルコちゃんはどこ? 間部 香代∥作間部 香代∥作間部 香代∥作間部 香代∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ おじさんのかさおじさんのかさおじさんのかさおじさんのかさ
佐野 洋子∥作佐野 洋子∥作佐野 洋子∥作佐野 洋子∥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

月見草の花嫁月見草の花嫁月見草の花嫁月見草の花嫁
飯野 和好∥絵と飯野 和好∥絵と飯野 和好∥絵と飯野 和好∥絵と
文文文文

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ かぜフーホッホかぜフーホッホかぜフーホッホかぜフーホッホ
三宮 麻由子∥ぶ三宮 麻由子∥ぶ三宮 麻由子∥ぶ三宮 麻由子∥ぶ
んんんん

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

白オバケ黒オバケのみつけて絵白オバケ黒オバケのみつけて絵白オバケ黒オバケのみつけて絵白オバケ黒オバケのみつけて絵
本本本本

うるまでるび∥さうるまでるび∥さうるまでるび∥さうるまでるび∥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 こぶたのプーちゃんこぶたのプーちゃんこぶたのプーちゃんこぶたのプーちゃん 本田 いづみ∥文本田 いづみ∥文本田 いづみ∥文本田 いづみ∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

あめふりさんぽあめふりさんぽあめふりさんぽあめふりさんぽ
えがしら みちこえがしら みちこえがしら みちこえがしら みちこ
∥作∥作∥作∥作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ドラキュラば～ちゃんドラキュラば～ちゃんドラキュラば～ちゃんドラキュラば～ちゃん
ささき みお∥さくささき みお∥さくささき みお∥さくささき みお∥さく
ええええ

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

こっそりオムライスこっそりオムライスこっそりオムライスこっそりオムライス
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 どろんこどろにゃあどろんこどろにゃあどろんこどろにゃあどろんこどろにゃあ ささき みお∥作ささき みお∥作ささき みお∥作ささき みお∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

くるまにのってくるまにのってくるまにのってくるまにのって 岡本 雄司∥さく岡本 雄司∥さく岡本 雄司∥さく岡本 雄司∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ はだしになっちゃえはだしになっちゃえはだしになっちゃえはだしになっちゃえ
小長谷 清実∥ぶ小長谷 清実∥ぶ小長谷 清実∥ぶ小長谷 清実∥ぶ
んんんん

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

なかよしタウンのおおきなハンなかよしタウンのおおきなハンなかよしタウンのおおきなハンなかよしタウンのおおきなハン
バーグバーグバーグバーグ

oba∥さくoba∥さくoba∥さくoba∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ りすのかぞえうたりすのかぞえうたりすのかぞえうたりすのかぞえうた さこ ももみ∥作さこ ももみ∥作さこ ももみ∥作さこ ももみ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
バーグバーグバーグバーグ
はなちゃんとぷーのおみせやさはなちゃんとぷーのおみせやさはなちゃんとぷーのおみせやさはなちゃんとぷーのおみせやさ
んんんん

ねこ しおり∥さくねこ しおり∥さくねこ しおり∥さくねこ しおり∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ドアをあけたらドアをあけたらドアをあけたらドアをあけたら
しまだ ともみ∥さしまだ ともみ∥さしまだ ともみ∥さしまだ ともみ∥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

ひもがいっぽんひもがいっぽんひもがいっぽんひもがいっぽん 安江 リエ∥文安江 リエ∥文安江 リエ∥文安江 リエ∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
どんぐりころころおやまへかえるどんぐりころころおやまへかえるどんぐりころころおやまへかえるどんぐりころころおやまへかえる
だいさくせんだいさくせんだいさくせんだいさくせん

スギヤマ カナヨスギヤマ カナヨスギヤマ カナヨスギヤマ カナヨ
∥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

あいうえどうぶつ おしごとなあにあいうえどうぶつ おしごとなあにあいうえどうぶつ おしごとなあにあいうえどうぶつ おしごとなあに 小野寺 悦子∥文小野寺 悦子∥文小野寺 悦子∥文小野寺 悦子∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ながねぎきょうだいながねぎきょうだいながねぎきょうだいながねぎきょうだい
中川 ひろたか∥中川 ひろたか∥中川 ひろたか∥中川 ひろたか∥
文文文文

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

かっぱとてんぐとかみなりどんかっぱとてんぐとかみなりどんかっぱとてんぐとかみなりどんかっぱとてんぐとかみなりどん かこ さとし∥著かこ さとし∥著かこ さとし∥著かこ さとし∥著 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ レンタルおばけのレストランレンタルおばけのレストランレンタルおばけのレストランレンタルおばけのレストラン
宮本 えつよし∥宮本 えつよし∥宮本 えつよし∥宮本 えつよし∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

だるまちゃんとやまんめちゃんだるまちゃんとやまんめちゃんだるまちゃんとやまんめちゃんだるまちゃんとやまんめちゃん
加古 里子∥さく加古 里子∥さく加古 里子∥さく加古 里子∥さく
ええええ

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ありんこぐんだんありんこぐんだんありんこぐんだんありんこぐんだん
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

たんていかくれんぼうたんていかくれんぼうたんていかくれんぼうたんていかくれんぼう
いとう せつこ∥さいとう せつこ∥さいとう せつこ∥さいとう せつこ∥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 おたすけやたこおばさんおたすけやたこおばさんおたすけやたこおばさんおたすけやたこおばさん 高林 麻里∥作高林 麻里∥作高林 麻里∥作高林 麻里∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

てがみぼうやのゆくところてがみぼうやのゆくところてがみぼうやのゆくところてがみぼうやのゆくところ 加藤 晶子∥作加藤 晶子∥作加藤 晶子∥作加藤 晶子∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ガマ王子vsザリガニ魔人ガマ王子vsザリガニ魔人ガマ王子vsザリガニ魔人ガマ王子vsザリガニ魔人
後藤 ひろひと∥後藤 ひろひと∥後藤 ひろひと∥後藤 ひろひと∥
文文文文

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

なんでもあらうなんでもあらうなんでもあらうなんでもあらう 鎌田 歩∥作鎌田 歩∥作鎌田 歩∥作鎌田 歩∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ クレヨンのりものなぁーに?クレヨンのりものなぁーに?クレヨンのりものなぁーに?クレヨンのりものなぁーに?
高氏 雅昭∥作高氏 雅昭∥作高氏 雅昭∥作高氏 雅昭∥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

へんしんねこパレオへんしんねこパレオへんしんねこパレオへんしんねこパレオ 村上 しいこ∥作村上 しいこ∥作村上 しいこ∥作村上 しいこ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ こわいドンこわいドンこわいドンこわいドン
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

わっしょい わっしょい ぶんぶんわっしょい わっしょい ぶんぶんわっしょい わっしょい ぶんぶんわっしょい わっしょい ぶんぶん
ぶんぶんぶんぶん

加古 里子∥絵と加古 里子∥絵と加古 里子∥絵と加古 里子∥絵と
文文文文

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ じてんしゃにのろうじてんしゃにのろうじてんしゃにのろうじてんしゃにのろう 斉藤 洋∥作斉藤 洋∥作斉藤 洋∥作斉藤 洋∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

森こびとのニムだいかつやく森こびとのニムだいかつやく森こびとのニムだいかつやく森こびとのニムだいかつやく
勝山 千帆∥作勝山 千帆∥作勝山 千帆∥作勝山 千帆∥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
しろちゃんとはりちゃん あめのいしろちゃんとはりちゃん あめのいしろちゃんとはりちゃん あめのいしろちゃんとはりちゃん あめのい
ちにちちにちちにちちにち

たしろ ちさと∥作たしろ ちさと∥作たしろ ちさと∥作たしろ ちさと∥作
絵絵絵絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

おしゃべりメニューだれがいちばおしゃべりメニューだれがいちばおしゃべりメニューだれがいちばおしゃべりメニューだれがいちば
ん?ん?ん?ん?

きた あいり∥作きた あいり∥作きた あいり∥作きた あいり∥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 たいくつなトラたいくつなトラたいくつなトラたいくつなトラ
しまむら ゆうこ∥しまむら ゆうこ∥しまむら ゆうこ∥しまむら ゆうこ∥
文文文文

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ゆび★びゆーゆび★びゆーゆび★びゆーゆび★びゆー
木曽 秀夫∥作木曽 秀夫∥作木曽 秀夫∥作木曽 秀夫∥作
絵絵絵絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ だるまさんかぞくうみへいくだるまさんかぞくうみへいくだるまさんかぞくうみへいくだるまさんかぞくうみへいく 高橋 和枝∥さく高橋 和枝∥さく高橋 和枝∥さく高橋 和枝∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

江戸っ子さんきちと子トキ江戸っ子さんきちと子トキ江戸っ子さんきちと子トキ江戸っ子さんきちと子トキ 菊池 日出夫∥作菊池 日出夫∥作菊池 日出夫∥作菊池 日出夫∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ とおせんぼとおせんぼとおせんぼとおせんぼ 村上 しいこ∥作村上 しいこ∥作村上 しいこ∥作村上 しいこ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

あしたまほうになあれあしたまほうになあれあしたまほうになあれあしたまほうになあれ 小野寺 悦子∥作小野寺 悦子∥作小野寺 悦子∥作小野寺 悦子∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ブービーとすべりだいブービーとすべりだいブービーとすべりだいブービーとすべりだい
高畠 じゅん子∥高畠 じゅん子∥高畠 じゅん子∥高畠 じゅん子∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘあしたまほうになあれあしたまほうになあれあしたまほうになあれあしたまほうになあれ 小野寺 悦子∥作小野寺 悦子∥作小野寺 悦子∥作小野寺 悦子∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ブービーとすべりだいブービーとすべりだいブービーとすべりだいブービーとすべりだい
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ



ふしぎなかばんやさんふしぎなかばんやさんふしぎなかばんやさんふしぎなかばんやさん
もとした いづみもとした いづみもとした いづみもとした いづみ
∥作∥作∥作∥作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ おいしいおと!なんのおと?おいしいおと!なんのおと?おいしいおと!なんのおと?おいしいおと!なんのおと?
ふくざわ ゆみこふくざわ ゆみこふくざわ ゆみこふくざわ ゆみこ
∥さく　え∥さく　え∥さく　え∥さく　え

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ようちえんのおひめさまようちえんのおひめさまようちえんのおひめさまようちえんのおひめさま 種村 有希子∥作種村 有希子∥作種村 有希子∥作種村 有希子∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ かまきりとしましまあおむしかまきりとしましまあおむしかまきりとしましまあおむしかまきりとしましまあおむし 澤口 たまみ∥文澤口 たまみ∥文澤口 たまみ∥文澤口 たまみ∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

わたしのいえわたしのいえわたしのいえわたしのいえ
たかはし なおこたかはし なおこたかはし なおこたかはし なおこ
∥著∥著∥著∥著

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ つららがぽーっとんつららがぽーっとんつららがぽーっとんつららがぽーっとん
小野寺 悦子∥ぶ小野寺 悦子∥ぶ小野寺 悦子∥ぶ小野寺 悦子∥ぶ
んんんん

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

猫の恋猫の恋猫の恋猫の恋
ねじめ 正一∥俳ねじめ 正一∥俳ねじめ 正一∥俳ねじめ 正一∥俳
句句句句

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ とりかえっことりかえっことりかえっことりかえっこ さとう わきこ∥作さとう わきこ∥作さとう わきこ∥作さとう わきこ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

みずうみみずうみみずうみみずうみ
千葉 智江∥ぶん千葉 智江∥ぶん千葉 智江∥ぶん千葉 智江∥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 ながぐつをかいにながぐつをかいにながぐつをかいにながぐつをかいに
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

まねっこたいそううさぎちゃんまねっこたいそううさぎちゃんまねっこたいそううさぎちゃんまねっこたいそううさぎちゃん
塚本 やすし∥さ塚本 やすし∥さ塚本 やすし∥さ塚本 やすし∥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 あめあめぱらんあめあめぱらんあめあめぱらんあめあめぱらん 木坂 涼∥文木坂 涼∥文木坂 涼∥文木坂 涼∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

とけいのあおくんとけいのあおくんとけいのあおくんとけいのあおくん
エリザベス  ロエリザベス  ロエリザベス  ロエリザベス  ロ
バーツ∥さくバーツ∥さくバーツ∥さくバーツ∥さく

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ うんこうんこうんこうんこ
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

ナナカラやまものがたりナナカラやまものがたりナナカラやまものがたりナナカラやまものがたり
どい かや∥さくどい かや∥さくどい かや∥さくどい かや∥さく
ええええ

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ おとうさん!おとうさん!おとうさん!おとうさん!おとうさん!おとうさん!おとうさん!おとうさん!
中川 ひろたか∥中川 ひろたか∥中川 ひろたか∥中川 ひろたか∥
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

いーとんの大冒険いーとんの大冒険いーとんの大冒険いーとんの大冒険
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

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ちっちゃなてんしちっちゃなてんしちっちゃなてんしちっちゃなてんし 宮田 ともみ∥作宮田 ともみ∥作宮田 ともみ∥作宮田 ともみ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

うみべのいすうみべのいすうみべのいすうみべのいす
内田 麟太郎∥さ内田 麟太郎∥さ内田 麟太郎∥さ内田 麟太郎∥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
ちっちゃなトラックレッドくんとピンちっちゃなトラックレッドくんとピンちっちゃなトラックレッドくんとピンちっちゃなトラックレッドくんとピン
クちゃんクちゃんクちゃんクちゃん

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

かめのこうちゃんかめのこうちゃんかめのこうちゃんかめのこうちゃん
高家／博成∥さ高家／博成∥さ高家／博成∥さ高家／博成∥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 でんしゃはうたうでんしゃはうたうでんしゃはうたうでんしゃはうたう
三宮 麻由子∥ぶ三宮 麻由子∥ぶ三宮 麻由子∥ぶ三宮 麻由子∥ぶ
んんんん

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

てるてるひめてるてるひめてるてるひめてるてるひめ 宇津木 秀甫∥文宇津木 秀甫∥文宇津木 秀甫∥文宇津木 秀甫∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ ゆかいな教室ゆかいな教室ゆかいな教室ゆかいな教室
ビーゲン セン∥ビーゲン セン∥ビーゲン セン∥ビーゲン セン∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

どじょうのくろちゃんどじょうのくろちゃんどじょうのくろちゃんどじょうのくろちゃん
高家／博成∥さ高家／博成∥さ高家／博成∥さ高家／博成∥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 だいすき、でも、ひみつだいすき、でも、ひみつだいすき、でも、ひみつだいすき、でも、ひみつ 二宮 由紀子∥文二宮 由紀子∥文二宮 由紀子∥文二宮 由紀子∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

どっとこどうぶつえんどっとこどうぶつえんどっとこどうぶつえんどっとこどうぶつえん 中村 至男∥さく中村 至男∥さく中村 至男∥さく中村 至男∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ カババスえん おばけとえんそくカババスえん おばけとえんそくカババスえん おばけとえんそくカババスえん おばけとえんそく 光丘 真理∥作光丘 真理∥作光丘 真理∥作光丘 真理∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

なにをたべてきたの？なにをたべてきたの？なにをたべてきたの？なにをたべてきたの？ 岸田  衿子∥文岸田  衿子∥文岸田  衿子∥文岸田  衿子∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ かむさりやまのおまじないかむさりやまのおまじないかむさりやまのおまじないかむさりやまのおまじない
三浦 しをん∥原三浦 しをん∥原三浦 しをん∥原三浦 しをん∥原
作作作作
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アニメ文学館　4 太陽の季節・オリンポスの果実アニメ文学館　4 太陽の季節・オリンポスの果実アニメ文学館　4 太陽の季節・オリンポスの果実アニメ文学館　4 太陽の季節・オリンポスの果実

アニメ文学館　5 舞姫・たけくらべアニメ文学館　5 舞姫・たけくらべアニメ文学館　5 舞姫・たけくらべアニメ文学館　5 舞姫・たけくらべ

7777
アニメ文学館　15 友情・学生時代アニメ文学館　15 友情・学生時代アニメ文学館　15 友情・学生時代アニメ文学館　15 友情・学生時代


