
購入図書案内　　9月号購入図書案内　　9月号購入図書案内　　9月号購入図書案内　　9月号 痛快!気くばり指南「親父の小言」痛快!気くばり指南「親父の小言」痛快!気くばり指南「親父の小言」痛快!気くばり指南「親父の小言」 小泉 吉永∥著小泉 吉永∥著小泉 吉永∥著小泉 吉永∥著 159159159159

2014年7月受入分　No.283　名 取 市 図 書 館2014年7月受入分　No.283　名 取 市 図 書 館2014年7月受入分　No.283　名 取 市 図 書 館2014年7月受入分　No.283　名 取 市 図 書 館 家族の悪知恵家族の悪知恵家族の悪知恵家族の悪知恵 西原 理恵子∥著西原 理恵子∥著西原 理恵子∥著西原 理恵子∥著 159159159159

総記総記総記総記 いい人は本当は「怖い人」いい人は本当は「怖い人」いい人は本当は「怖い人」いい人は本当は「怖い人」 和田 秀樹∥著和田 秀樹∥著和田 秀樹∥著和田 秀樹∥著 159159159159

池上彰の教養のススメ池上彰の教養のススメ池上彰の教養のススメ池上彰の教養のススメ 池上 彰∥著池上 彰∥著池上 彰∥著池上 彰∥著 002.002.002.002. 君は、どう生きるのか君は、どう生きるのか君は、どう生きるのか君は、どう生きるのか 古森 重隆∥著古森 重隆∥著古森 重隆∥著古森 重隆∥著 159.4159.4159.4159.4

インタビューという実践インタビューという実践インタビューという実践インタビューという実践 斎藤 清二∥編斎藤 清二∥編斎藤 清二∥編斎藤 清二∥編 002.7002.7002.7002.7 宗教家になるには宗教家になるには宗教家になるには宗教家になるには 島田 裕巳∥著島田 裕巳∥著島田 裕巳∥著島田 裕巳∥著 160.7160.7160.7160.7

デジタル・ワビサビのすすめデジタル・ワビサビのすすめデジタル・ワビサビのすすめデジタル・ワビサビのすすめ
たくき よしみつ∥たくき よしみつ∥たくき よしみつ∥たくき よしみつ∥
著著著著

007.3007.3007.3007.3 図説世界を変えた50の宗教図説世界を変えた50の宗教図説世界を変えた50の宗教図説世界を変えた50の宗教
ジェレミー　スタンジェレミー　スタンジェレミー　スタンジェレミー　スタン
ルーム∥著ルーム∥著ルーム∥著ルーム∥著

162162162162

ツイッター創業物語ツイッター創業物語ツイッター創業物語ツイッター創業物語
ニック　ビルトンニック　ビルトンニック　ビルトンニック　ビルトン
∥著∥著∥著∥著

007.35007.35007.35007.35 ギリシア・ローマ神話の世界ギリシア・ローマ神話の世界ギリシア・ローマ神話の世界ギリシア・ローマ神話の世界 長田 年弘∥監修長田 年弘∥監修長田 年弘∥監修長田 年弘∥監修 164.31164.31164.31164.31

PDF+Acrobatビジネス文書活用PDF+Acrobatビジネス文書活用PDF+Acrobatビジネス文書活用PDF+Acrobatビジネス文書活用 山口 真弘∥著山口 真弘∥著山口 真弘∥著山口 真弘∥著 007.63007.63007.63007.63 池上彰が読む「イスラム」世界池上彰が読む「イスラム」世界池上彰が読む「イスラム」世界池上彰が読む「イスラム」世界 池上 彰∥著池上 彰∥著池上 彰∥著池上 彰∥著 167167167167

010.5010.5010.5010.5 イエス・キリストは実在したのか?イエス・キリストは実在したのか?イエス・キリストは実在したのか?イエス・キリストは実在したのか?
レザー　アスランレザー　アスランレザー　アスランレザー　アスラン
∥著∥著∥著∥著

192192192192

日本の図書館　2013日本の図書館　2013日本の図書館　2013日本の図書館　2013 日本図書館協会図書館調査事日本図書館協会図書館調査事日本図書館協会図書館調査事日本図書館協会図書館調査事
業委員会∥編集業委員会∥編集業委員会∥編集業委員会∥編集 010.59010.59010.59010.59

旧約聖書に見るユーモアとアイロ旧約聖書に見るユーモアとアイロ旧約聖書に見るユーモアとアイロ旧約聖書に見るユーモアとアイロ
ニーニーニーニー

月本 昭男∥著月本 昭男∥著月本 昭男∥著月本 昭男∥著 193.1193.1193.1193.1

015.8015.8015.8015.8 歴史・地理歴史・地理歴史・地理歴史・地理

読書家の時間読書家の時間読書家の時間読書家の時間
プロジェクト　ワープロジェクト　ワープロジェクト　ワープロジェクト　ワー
クショップ∥編クショップ∥編クショップ∥編クショップ∥編

019.2019.2019.2019.2 歴史家が見る現代世界歴史家が見る現代世界歴史家が見る現代世界歴史家が見る現代世界 入江 昭∥著入江 昭∥著入江 昭∥著入江 昭∥著 209.7209.7209.7209.7

青春を生きる100冊の本青春を生きる100冊の本青春を生きる100冊の本青春を生きる100冊の本 久我 勝利∥著久我 勝利∥著久我 勝利∥著久我 勝利∥著 019.9019.9019.9019.9 名著で読む日本史名著で読む日本史名著で読む日本史名著で読む日本史 渡部 昇一∥著渡部 昇一∥著渡部 昇一∥著渡部 昇一∥著 210.01210.01210.01210.01

本は死なない本は死なない本は死なない本は死なない
ジェイソン　マージェイソン　マージェイソン　マージェイソン　マー
コスキー∥著コスキー∥著コスキー∥著コスキー∥著

023.023.023.023. 縄文人からの伝言縄文人からの伝言縄文人からの伝言縄文人からの伝言 岡村 道雄∥著岡村 道雄∥著岡村 道雄∥著岡村 道雄∥著 210.25210.25210.25210.25

懸賞達人だけがよく当たる理由懸賞達人だけがよく当たる理由懸賞達人だけがよく当たる理由懸賞達人だけがよく当たる理由
(ワケ)(ワケ)(ワケ)(ワケ)

長場 典子∥著長場 典子∥著長場 典子∥著長場 典子∥著 049.049.049.049.
古田武彦・古代史コレクション古田武彦・古代史コレクション古田武彦・古代史コレクション古田武彦・古代史コレクション
19191919

古田 武彦∥著古田 武彦∥著古田 武彦∥著古田 武彦∥著 210.3210.3210.3210.3

こんなときのどうする絵辞典こんなときのどうする絵辞典こんなときのどうする絵辞典こんなときのどうする絵辞典
ニシワキ タダシニシワキ タダシニシワキ タダシニシワキ タダシ
∥著∥著∥著∥著

049.049.049.049. 古墳　大人の探検古墳　大人の探検古墳　大人の探検古墳　大人の探検 大塚 初重∥監修大塚 初重∥監修大塚 初重∥監修大塚 初重∥監修 210.32210.32210.32210.32

20世紀エディトリアル・オデッセイ20世紀エディトリアル・オデッセイ20世紀エディトリアル・オデッセイ20世紀エディトリアル・オデッセイ 赤田 祐一∥著赤田 祐一∥著赤田 祐一∥著赤田 祐一∥著 051.051.051.051. 九月、東京の路上で九月、東京の路上で九月、東京の路上で九月、東京の路上で 加藤 直樹∥著加藤 直樹∥著加藤 直樹∥著加藤 直樹∥著 210.69210.69210.69210.69

歴史のなかのミュージアム歴史のなかのミュージアム歴史のなかのミュージアム歴史のなかのミュージアム 安高 啓明∥著安高 啓明∥著安高 啓明∥著安高 啓明∥著 069.02069.02069.02069.02 太平洋戦争への道　1～7・別巻太平洋戦争への道　1～7・別巻太平洋戦争への道　1～7・別巻太平洋戦争への道　1～7・別巻 日本国際政治学会太平洋戦争日本国際政治学会太平洋戦争日本国際政治学会太平洋戦争日本国際政治学会太平洋戦争
原因研究部∥編原因研究部∥編原因研究部∥編原因研究部∥編 210.75210.75210.75210.75

哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教哲学・宗教 大日本帝国の運命を変えた地層大日本帝国の運命を変えた地層大日本帝国の運命を変えた地層大日本帝国の運命を変えた地層 原 徳三∥著原 徳三∥著原 徳三∥著原 徳三∥著 210.75210.75210.75210.75

傍らにあること傍らにあること傍らにあること傍らにあること 池上 哲司∥著池上 哲司∥著池上 哲司∥著池上 哲司∥著 114.2114.2114.2114.2 223.11223.11223.11223.11

図説世界を変えた50の哲学図説世界を変えた50の哲学図説世界を変えた50の哲学図説世界を変えた50の哲学
ジェレミー　スタンジェレミー　スタンジェレミー　スタンジェレミー　スタン
ルーム∥著ルーム∥著ルーム∥著ルーム∥著

130.2130.2130.2130.2 トロイアの真実トロイアの真実トロイアの真実トロイアの真実 大村 幸弘∥著大村 幸弘∥著大村 幸弘∥著大村 幸弘∥著 227.4227.4227.4227.4

近代　想像された社会の系譜近代　想像された社会の系譜近代　想像された社会の系譜近代　想像された社会の系譜
チャールズ・テイチャールズ・テイチャールズ・テイチャールズ・テイ
ラー∥著ラー∥著ラー∥著ラー∥著

139.3139.3139.3139.3 歴史を旅するイタリアの世界遺産歴史を旅するイタリアの世界遺産歴史を旅するイタリアの世界遺産歴史を旅するイタリアの世界遺産 武村 陽子∥著武村 陽子∥著武村 陽子∥著武村 陽子∥著 237237237237

「ドラえもん」に学ぶダメな人の伸「ドラえもん」に学ぶダメな人の伸「ドラえもん」に学ぶダメな人の伸「ドラえもん」に学ぶダメな人の伸
ばし方ばし方ばし方ばし方

小林 奨∥著小林 奨∥著小林 奨∥著小林 奨∥著 140.4140.4140.4140.4 バルト三国の歴史バルト三国の歴史バルト三国の歴史バルト三国の歴史
アンドレス　カセアンドレス　カセアンドレス　カセアンドレス　カセ
カンプ∥著カンプ∥著カンプ∥著カンプ∥著

238.8238.8238.8238.8

嫌われる勇気嫌われる勇気嫌われる勇気嫌われる勇気 岸見 一郎∥著岸見 一郎∥著岸見 一郎∥著岸見 一郎∥著 146.1146.1146.1146.1 コスタリカの歴史コスタリカの歴史コスタリカの歴史コスタリカの歴史
イバン・モリーナイバン・モリーナイバン・モリーナイバン・モリーナ
∥著∥著∥著∥著

257.6257.6257.6257.6

はじめてのアートセラピーはじめてのアートセラピーはじめてのアートセラピーはじめてのアートセラピー 吉田 エリ∥著吉田 エリ∥著吉田 エリ∥著吉田 エリ∥著 146.8146.8146.8146.8 281.04281.04281.04281.04

社会はなぜ左と右にわかれるの社会はなぜ左と右にわかれるの社会はなぜ左と右にわかれるの社会はなぜ左と右にわかれるの
かかかか

ジョナサン　ハイトジョナサン　ハイトジョナサン　ハイトジョナサン　ハイト
∥著∥著∥著∥著

150150150150 遅く咲くのは枯れぬ花遅く咲くのは枯れぬ花遅く咲くのは枯れぬ花遅く咲くのは枯れぬ花 池田 重子∥著池田 重子∥著池田 重子∥著池田 重子∥著 289.1289.1289.1289.1

「暗黙の了解」読本「暗黙の了解」読本「暗黙の了解」読本「暗黙の了解」読本 造事務所∥編著造事務所∥編著造事務所∥編著造事務所∥編著 154154154154 289.1289.1289.1289.1

ず・ぼん　19　図書館とメディアの本ず・ぼん　19　図書館とメディアの本ず・ぼん　19　図書館とメディアの本ず・ぼん　19　図書館とメディアの本

この本読んで！　２０１４年夏号この本読んで！　２０１４年夏号この本読んで！　２０１４年夏号この本読んで！　２０１４年夏号

Nam　狂気の戦争の真実Nam　狂気の戦争の真実Nam　狂気の戦争の真実Nam　狂気の戦争の真実

ビジュアル日本史ヒロイン１０００人ビジュアル日本史ヒロイン１０００人ビジュアル日本史ヒロイン１０００人ビジュアル日本史ヒロイン１０００人

田中角栄という生き方田中角栄という生き方田中角栄という生き方田中角栄という生き方
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国と世紀を変えた愛国と世紀を変えた愛国と世紀を変えた愛国と世紀を変えた愛 富永 孝子∥著富永 孝子∥著富永 孝子∥著富永 孝子∥著 289.2289.2289.2289.2 国家緊急権国家緊急権国家緊急権国家緊急権 橋爪 大三郎∥著橋爪 大三郎∥著橋爪 大三郎∥著橋爪 大三郎∥著 323323323323

伊達侍と世界をゆく伊達侍と世界をゆく伊達侍と世界をゆく伊達侍と世界をゆく 篠田 有史∥写真篠田 有史∥写真篠田 有史∥写真篠田 有史∥写真 290.9290.9290.9290.9 民法判例集　総則・物権民法判例集　総則・物権民法判例集　総則・物権民法判例集　総則・物権 内田 貴∥編内田 貴∥編内田 貴∥編内田 貴∥編 324.1324.1324.1324.1

世界の絶景さんぽ世界の絶景さんぽ世界の絶景さんぽ世界の絶景さんぽ H.I.S.∥著H.I.S.∥著H.I.S.∥著H.I.S.∥著 290.93290.93290.93290.93 民法判例集　親族・相続民法判例集　親族・相続民法判例集　親族・相続民法判例集　親族・相続 内田 貴∥編内田 貴∥編内田 貴∥編内田 貴∥編 324.1324.1324.1324.1

10万円あれば行けちゃう!世界の10万円あれば行けちゃう!世界の10万円あれば行けちゃう!世界の10万円あれば行けちゃう!世界の
絶景100絶景100絶景100絶景100

小林 克己∥著小林 克己∥著小林 克己∥著小林 克己∥著 290.93290.93290.93290.93 おひとりさまの相続おひとりさまの相続おひとりさまの相続おひとりさまの相続 中村 麻美∥著中村 麻美∥著中村 麻美∥著中村 麻美∥著 324.7324.7324.7324.7

死ぬまでに行きたい!世界の絶景死ぬまでに行きたい!世界の絶景死ぬまでに行きたい!世界の絶景死ぬまでに行きたい!世界の絶景
日本編日本編日本編日本編

詩歩∥著詩歩∥著詩歩∥著詩歩∥著 290.93290.93290.93290.93 登記手続きと実務ハンドブック登記手続きと実務ハンドブック登記手続きと実務ハンドブック登記手続きと実務ハンドブック 松井 初男∥著松井 初男∥著松井 初男∥著松井 初男∥著 324.86324.86324.86324.86

290.93290.93290.93290.93
一人でできるはじめての戸籍の一人でできるはじめての戸籍の一人でできるはじめての戸籍の一人でできるはじめての戸籍の
読み方・取り方読み方・取り方読み方・取り方読み方・取り方

千葉 諭∥著千葉 諭∥著千葉 諭∥著千葉 諭∥著 324.87324.87324.87324.87

まるで海外のような日本の絶景まるで海外のような日本の絶景まるで海外のような日本の絶景まるで海外のような日本の絶景
絶景トラベル研究絶景トラベル研究絶景トラベル研究絶景トラベル研究
会∥著会∥著会∥著会∥著

291.09291.09291.09291.09 大澤弁護士の俳句事件簿大澤弁護士の俳句事件簿大澤弁護士の俳句事件簿大澤弁護士の俳句事件簿 大澤 孝征∥著大澤 孝征∥著大澤 孝征∥著大澤 孝征∥著 327.04327.04327.04327.04

三陸たびガイド三陸たびガイド三陸たびガイド三陸たびガイド 遠藤 宏之∥著遠藤 宏之∥著遠藤 宏之∥著遠藤 宏之∥著 291.22291.22291.22291.22 和解という知恵和解という知恵和解という知恵和解という知恵 廣田 尚久∥著廣田 尚久∥著廣田 尚久∥著廣田 尚久∥著 327.2327.2327.2327.2

291.26291.26291.26291.26
国際機関で見た「世界のエリー国際機関で見た「世界のエリー国際機関で見た「世界のエリー国際機関で見た「世界のエリー
ト」の正体ト」の正体ト」の正体ト」の正体

赤阪 清隆∥著赤阪 清隆∥著赤阪 清隆∥著赤阪 清隆∥著 329.3329.3329.3329.3

291.51291.51291.51291.51
お金と感情と意思決定の白熱教お金と感情と意思決定の白熱教お金と感情と意思決定の白熱教お金と感情と意思決定の白熱教
室室室室

ダン　アリエリーダン　アリエリーダン　アリエリーダン　アリエリー
∥著∥著∥著∥著

331331331331

あこがれの名山北アルプス完全あこがれの名山北アルプス完全あこがれの名山北アルプス完全あこがれの名山北アルプス完全
ガイドガイドガイドガイド

中田 真二∥著中田 真二∥著中田 真二∥著中田 真二∥著 291.52291.52291.52291.52 思考をみがく経済学思考をみがく経済学思考をみがく経済学思考をみがく経済学 飯田 泰之∥著飯田 泰之∥著飯田 泰之∥著飯田 泰之∥著 331331331331

ていねいに旅する沖縄の島時間ていねいに旅する沖縄の島時間ていねいに旅する沖縄の島時間ていねいに旅する沖縄の島時間
かいはた みち∥かいはた みち∥かいはた みち∥かいはた みち∥
著著著著

291.99291.99291.99291.99
2015年「日本売り」大暴落が始ま2015年「日本売り」大暴落が始ま2015年「日本売り」大暴落が始ま2015年「日本売り」大暴落が始ま
る!る!る!る!

中丸 友一郎∥著中丸 友一郎∥著中丸 友一郎∥著中丸 友一郎∥著 332.11332.11332.11332.11

くるくるバリ島ウブド!くるくるバリ島ウブド!くるくるバリ島ウブド!くるくるバリ島ウブド! k.m.p.∥著k.m.p.∥著k.m.p.∥著k.m.p.∥著 292.46292.46292.46292.46 迫り来る日本経済の崩壊迫り来る日本経済の崩壊迫り来る日本経済の崩壊迫り来る日本経済の崩壊 藤巻 健史∥著藤巻 健史∥著藤巻 健史∥著藤巻 健史∥著 332.11332.11332.11332.11

フランス文化読本フランス文化読本フランス文化読本フランス文化読本 田村 毅∥監修田村 毅∥監修田村 毅∥監修田村 毅∥監修 293.5293.5293.5293.5 変わった世界変わらない日本変わった世界変わらない日本変わった世界変わらない日本変わった世界変わらない日本 野口 悠紀雄∥著野口 悠紀雄∥著野口 悠紀雄∥著野口 悠紀雄∥著 333.6333.6333.6333.6

293.5293.5293.5293.5 日本100大企業の系譜　2日本100大企業の系譜　2日本100大企業の系譜　2日本100大企業の系譜　2 菊地 浩之∥著菊地 浩之∥著菊地 浩之∥著菊地 浩之∥著 335.21335.21335.21335.21

イザベラ・バード/カナダ・アメリカイザベラ・バード/カナダ・アメリカイザベラ・バード/カナダ・アメリカイザベラ・バード/カナダ・アメリカ
紀行紀行紀行紀行

イザベラ　バードイザベラ　バードイザベラ　バードイザベラ　バード
∥著∥著∥著∥著

295.1295.1295.1295.1 PDCAが面白いほどできる本PDCAが面白いほどできる本PDCAが面白いほどできる本PDCAが面白いほどできる本 川原 慎也∥著川原 慎也∥著川原 慎也∥著川原 慎也∥著 336336336336

295.1295.1295.1295.1 手抜き力手抜き力手抜き力手抜き力 齋藤 孝∥著齋藤 孝∥著齋藤 孝∥著齋藤 孝∥著 336.2336.2336.2336.2

赤毛のアンと世界一美しい島赤毛のアンと世界一美しい島赤毛のアンと世界一美しい島赤毛のアンと世界一美しい島
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

295.13295.13295.13295.13
仕事に差がつくビジネス電話の仕事に差がつくビジネス電話の仕事に差がつくビジネス電話の仕事に差がつくビジネス電話の
教科書教科書教科書教科書

恩田 昭子∥著恩田 昭子∥著恩田 昭子∥著恩田 昭子∥著 336.49336.49336.49336.49

社会科学社会科学社会科学社会科学
やり直し・間違いゼロ絶対にミスやり直し・間違いゼロ絶対にミスやり直し・間違いゼロ絶対にミスやり直し・間違いゼロ絶対にミス
をしない人の仕事のワザをしない人の仕事のワザをしない人の仕事のワザをしない人の仕事のワザ

鈴木 真理子∥著鈴木 真理子∥著鈴木 真理子∥著鈴木 真理子∥著 336.5336.5336.5336.5

英語で日本紹介ハンドブック英語で日本紹介ハンドブック英語で日本紹介ハンドブック英語で日本紹介ハンドブック 松本 美江∥著松本 美江∥著松本 美江∥著松本 美江∥著 302.1302.1302.1302.1 銀行員になるには銀行員になるには銀行員になるには銀行員になるには 泉 美智子∥著泉 美智子∥著泉 美智子∥著泉 美智子∥著 338.51338.51338.51338.51

東南アジアを知るための50章東南アジアを知るための50章東南アジアを知るための50章東南アジアを知るための50章
今井 昭夫∥編集今井 昭夫∥編集今井 昭夫∥編集今井 昭夫∥編集
代表代表代表代表

302.23302.23302.23302.23 証言 東日本大震災証言 東日本大震災証言 東日本大震災証言 東日本大震災 森 隆∥著森 隆∥著森 隆∥著森 隆∥著 339.5339.5339.5339.5

日本はイギリスより50年進んでい日本はイギリスより50年進んでい日本はイギリスより50年進んでい日本はイギリスより50年進んでい
るるるる

信夫 梨花∥著信夫 梨花∥著信夫 梨花∥著信夫 梨花∥著 302.33302.33302.33302.33 人を見抜く　2人を見抜く　2人を見抜く　2人を見抜く　2 渋谷 昌三∥著渋谷 昌三∥著渋谷 昌三∥著渋谷 昌三∥著 361.4361.4361.4361.4

ソーシャル・ウーマンソーシャル・ウーマンソーシャル・ウーマンソーシャル・ウーマン 坂東 眞理子∥著坂東 眞理子∥著坂東 眞理子∥著坂東 眞理子∥著 304304304304 日本人はなぜ成熟できないのか日本人はなぜ成熟できないのか日本人はなぜ成熟できないのか日本人はなぜ成熟できないのか 曽野 綾子∥著曽野 綾子∥著曽野 綾子∥著曽野 綾子∥著 361.42361.42361.42361.42

「自分」の壁「自分」の壁「自分」の壁「自分」の壁 養老 孟司∥著養老 孟司∥著養老 孟司∥著養老 孟司∥著 304304304304 誰とでもラクに話せるコツ101誰とでもラクに話せるコツ101誰とでもラクに話せるコツ101誰とでもラクに話せるコツ101 今井 登茂子∥著今井 登茂子∥著今井 登茂子∥著今井 登茂子∥著 361.45361.45361.45361.45

隣人が殺人者に変わる時　ルワン隣人が殺人者に変わる時　ルワン隣人が殺人者に変わる時　ルワン隣人が殺人者に変わる時　ルワン
ダ・ジェノサイド生存者たちの証言ダ・ジェノサイド生存者たちの証言ダ・ジェノサイド生存者たちの証言ダ・ジェノサイド生存者たちの証言

ジャン　ハッツジャン　ハッツジャン　ハッツジャン　ハッツ
フェルド∥著フェルド∥著フェルド∥著フェルド∥著

316.85316.85316.85316.85 よくわかる社会政策よくわかる社会政策よくわかる社会政策よくわかる社会政策
石畑 良太郎∥編石畑 良太郎∥編石畑 良太郎∥編石畑 良太郎∥編
著著著著

364.1364.1364.1364.1

隣人が殺人者に変わる時　加害者編隣人が殺人者に変わる時　加害者編隣人が殺人者に変わる時　加害者編隣人が殺人者に変わる時　加害者編
ルワンダ・ジェノサイドの証言ルワンダ・ジェノサイドの証言ルワンダ・ジェノサイドの証言ルワンダ・ジェノサイドの証言

ジャン　ハッツジャン　ハッツジャン　ハッツジャン　ハッツ
フェルド∥著フェルド∥著フェルド∥著フェルド∥著

316.85316.85316.85316.85 空き家問題空き家問題空き家問題空き家問題 牧野 知弘∥著牧野 知弘∥著牧野 知弘∥著牧野 知弘∥著 365.3365.3365.3365.3

警視庁科学捜査最前線警視庁科学捜査最前線警視庁科学捜査最前線警視庁科学捜査最前線 今井 良∥著今井 良∥著今井 良∥著今井 良∥著 317.75317.75317.75317.75 365.3365.3365.3365.3

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

親子でチャレンジ!富士登山親子でチャレンジ!富士登山親子でチャレンジ!富士登山親子でチャレンジ!富士登山

南フランスの旅本南フランスの旅本南フランスの旅本南フランスの旅本

るるぶカナダ　2014るるぶカナダ　2014るるぶカナダ　2014るるぶカナダ　2014

家を買ったら読む本家を買ったら読む本家を買ったら読む本家を買ったら読む本

夢がかなう世界の旅夢がかなう世界の旅夢がかなう世界の旅夢がかなう世界の旅
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ブラック企業を許さない!ブラック企業を許さない!ブラック企業を許さない!ブラック企業を許さない! 清水 直子∥著清水 直子∥著清水 直子∥著清水 直子∥著 366.02366.02366.02366.02
子どもがあそびたくなる草花のあ子どもがあそびたくなる草花のあ子どもがあそびたくなる草花のあ子どもがあそびたくなる草花のあ
る園庭と季節の自然あそびる園庭と季節の自然あそびる園庭と季節の自然あそびる園庭と季節の自然あそび

大豆生田 啓友∥大豆生田 啓友∥大豆生田 啓友∥大豆生田 啓友∥
編著編著編著編著

376.15376.15376.15376.15

キャリアのみかたキャリアのみかたキャリアのみかたキャリアのみかた 阿部 正浩∥編阿部 正浩∥編阿部 正浩∥編阿部 正浩∥編 366.29366.29366.29366.29 びっくり！おもしろ光遊びびっくり！おもしろ光遊びびっくり！おもしろ光遊びびっくり！おもしろ光遊び 立花／愛子∥著立花／愛子∥著立花／愛子∥著立花／愛子∥著 376.16376.16376.16376.16

366.29366.29366.29366.29 ＰｒｉＰｒｉ０・１・２歳児の手作り遊具ＰｒｉＰｒｉ０・１・２歳児の手作り遊具ＰｒｉＰｒｉ０・１・２歳児の手作り遊具ＰｒｉＰｒｉ０・１・２歳児の手作り遊具 東間／掬子∥著東間／掬子∥著東間／掬子∥著東間／掬子∥著 376.16376.16376.16376.16

おばさん事典おばさん事典おばさん事典おばさん事典 小川 有里∥著小川 有里∥著小川 有里∥著小川 有里∥著 367.21367.21367.21367.21
世界を変える思考力を養うオック世界を変える思考力を養うオック世界を変える思考力を養うオック世界を変える思考力を養うオック
スフォードの教え方スフォードの教え方スフォードの教え方スフォードの教え方

岡田 昭人∥著岡田 昭人∥著岡田 昭人∥著岡田 昭人∥著 377.28377.28377.28377.28

母と娘の「しんどい関係」を見直母と娘の「しんどい関係」を見直母と娘の「しんどい関係」を見直母と娘の「しんどい関係」を見直
す本す本す本す本

石原 加受子∥著石原 加受子∥著石原 加受子∥著石原 加受子∥著 367.3367.3367.3367.3 大二病大二病大二病大二病 難波 功士∥著難波 功士∥著難波 功士∥著難波 功士∥著 377.9377.9377.9377.9

祖父の流儀(ダンディズム)祖父の流儀(ダンディズム)祖父の流儀(ダンディズム)祖父の流儀(ダンディズム) 鳥越 俊太郎∥著鳥越 俊太郎∥著鳥越 俊太郎∥著鳥越 俊太郎∥著 367.3367.3367.3367.3
怠けてなんかない！　０ゼロシー怠けてなんかない！　０ゼロシー怠けてなんかない！　０ゼロシー怠けてなんかない！　０ゼロシー
ズンズンズンズン

品川／裕香∥著品川／裕香∥著品川／裕香∥著品川／裕香∥著 378378378378

親子で読むケータイ依存脱出法親子で読むケータイ依存脱出法親子で読むケータイ依存脱出法親子で読むケータイ依存脱出法 磯村 毅∥著磯村 毅∥著磯村 毅∥著磯村 毅∥著 367.61367.61367.61367.61
子どもを伸ばす「いいね!」の言葉子どもを伸ばす「いいね!」の言葉子どもを伸ばす「いいね!」の言葉子どもを伸ばす「いいね!」の言葉
「ダメ!」な言葉「ダメ!」な言葉「ダメ!」な言葉「ダメ!」な言葉

河村 都∥著河村 都∥著河村 都∥著河村 都∥著 379.9379.9379.9379.9

Mr.古希　第二の人生の参考書Mr.古希　第二の人生の参考書Mr.古希　第二の人生の参考書Mr.古希　第二の人生の参考書
第一エージェン第一エージェン第一エージェン第一エージェン
シー∥企画　編集シー∥企画　編集シー∥企画　編集シー∥企画　編集

367.7367.7367.7367.7
【クン】拾帖　東京大学の学術遺【クン】拾帖　東京大学の学術遺【クン】拾帖　東京大学の学術遺【クン】拾帖　東京大学の学術遺
産産産産

モリナガ ヨウ∥著モリナガ ヨウ∥著モリナガ ヨウ∥著モリナガ ヨウ∥著 382.1382.1382.1382.1

リオとタケルリオとタケルリオとタケルリオとタケル 中村 安希∥著中村 安希∥著中村 安希∥著中村 安希∥著 367.97367.97367.97367.97
イタリアぐるっと全20州おいしいイタリアぐるっと全20州おいしいイタリアぐるっと全20州おいしいイタリアぐるっと全20州おいしい
旅旅旅旅

奥本 美香∥著奥本 美香∥著奥本 美香∥著奥本 美香∥著 383.84383.84383.84383.84

SELF DEFENSE「逃げるが勝ち」SELF DEFENSE「逃げるが勝ち」SELF DEFENSE「逃げるが勝ち」SELF DEFENSE「逃げるが勝ち」
が身を守るが身を守るが身を守るが身を守る

武田 信彦∥著武田 信彦∥著武田 信彦∥著武田 信彦∥著 368.6368.6368.6368.6 Wedding ScenesWedding ScenesWedding ScenesWedding Scenes 小林 直子∥著小林 直子∥著小林 直子∥著小林 直子∥著 385.4385.4385.4385.4

性犯罪者の頭の中性犯罪者の頭の中性犯罪者の頭の中性犯罪者の頭の中 鈴木 伸元∥著鈴木 伸元∥著鈴木 伸元∥著鈴木 伸元∥著 368.64368.64368.64368.64
子どもの結婚式知っておくべき親子どもの結婚式知っておくべき親子どもの結婚式知っておくべき親子どもの結婚式知っておくべき親
の役割とあいさつの役割とあいさつの役割とあいさつの役割とあいさつ

清水 勝美∥監修清水 勝美∥監修清水 勝美∥監修清水 勝美∥監修 385.4385.4385.4385.4

遺書　関東連合崩壊の真実と、遺書　関東連合崩壊の真実と、遺書　関東連合崩壊の真実と、遺書　関東連合崩壊の真実と、
ある兄弟の絆ある兄弟の絆ある兄弟の絆ある兄弟の絆

瓜田 純士∥著瓜田 純士∥著瓜田 純士∥著瓜田 純士∥著 368.71368.71368.71368.71
和装の花嫁と列席者の装いバイ和装の花嫁と列席者の装いバイ和装の花嫁と列席者の装いバイ和装の花嫁と列席者の装いバイ
ブルブルブルブル

山野 愛子ジェー山野 愛子ジェー山野 愛子ジェー山野 愛子ジェー
ン∥監修ン∥監修ン∥監修ン∥監修

385.4385.4385.4385.4

隠された貧困　生活保護で救わ隠された貧困　生活保護で救わ隠された貧困　生活保護で救わ隠された貧困　生活保護で救わ
れる人たちれる人たちれる人たちれる人たち

大山 典宏∥著大山 典宏∥著大山 典宏∥著大山 典宏∥著 369.2369.2369.2369.2 「死」の百科事典「死」の百科事典「死」の百科事典「死」の百科事典
デボラ　ノイス∥デボラ　ノイス∥デボラ　ノイス∥デボラ　ノイス∥
著著著著

385.6385.6385.6385.6

上手に活用!介護保険&介護サー上手に活用!介護保険&介護サー上手に活用!介護保険&介護サー上手に活用!介護保険&介護サー
ビスビスビスビス

中村 聡樹∥監修中村 聡樹∥監修中村 聡樹∥監修中村 聡樹∥監修 369.26369.26369.26369.26
大好きに会いに行こう!　世界の大好きに会いに行こう!　世界の大好きに会いに行こう!　世界の大好きに会いに行こう!　世界の
お祭り&イベントガイドお祭り&イベントガイドお祭り&イベントガイドお祭り&イベントガイド

trippiece∥監修trippiece∥監修trippiece∥監修trippiece∥監修 386386386386

ルポ介護独身ルポ介護独身ルポ介護独身ルポ介護独身 山村 基毅∥著山村 基毅∥著山村 基毅∥著山村 基毅∥著 369.26369.26369.26369.26 スノーデンファイルスノーデンファイルスノーデンファイルスノーデンファイル
ルーク　ハーディルーク　ハーディルーク　ハーディルーク　ハーディ
ング∥著ング∥著ング∥著ング∥著

391.6391.6391.6391.6

よみがえれ釜石!よみがえれ釜石!よみがえれ釜石!よみがえれ釜石! 枝見 太朗∥著枝見 太朗∥著枝見 太朗∥著枝見 太朗∥著 369.31369.31369.31369.31 自然科学自然科学自然科学自然科学

東日本大震災と地方自治東日本大震災と地方自治東日本大震災と地方自治東日本大震災と地方自治 河村 和徳∥著河村 和徳∥著河村 和徳∥著河村 和徳∥著 369.31369.31369.31369.31 南極観測隊のしごと南極観測隊のしごと南極観測隊のしごと南極観測隊のしごと
国立極地研究所南極国立極地研究所南極国立極地研究所南極国立極地研究所南極
観測センター∥編観測センター∥編観測センター∥編観測センター∥編 402.98402.98402.98402.98

葉脈の街に明日を探して葉脈の街に明日を探して葉脈の街に明日を探して葉脈の街に明日を探して
菊池 和子∥写真菊池 和子∥写真菊池 和子∥写真菊池 和子∥写真
文文文文

369.31369.31369.31369.31 理科の辞典　カラー図説理科の辞典　カラー図説理科の辞典　カラー図説理科の辞典　カラー図説
太田／次郎∥総太田／次郎∥総太田／次郎∥総太田／次郎∥総
監修監修監修監修

403.3403.3403.3403.3

震災以降　東日本大震災レポー震災以降　東日本大震災レポー震災以降　東日本大震災レポー震災以降　東日本大震災レポー
ト「風化する光と影 Ⅱ」ト「風化する光と影 Ⅱ」ト「風化する光と影 Ⅱ」ト「風化する光と影 Ⅱ」

渋井 哲也∥編著渋井 哲也∥編著渋井 哲也∥編著渋井 哲也∥編著 369.31369.31369.31369.31
センス・オブ・ワンダーへのまなざセンス・オブ・ワンダーへのまなざセンス・オブ・ワンダーへのまなざセンス・オブ・ワンダーへのまなざ
しししし

多田 満∥著多田 満∥著多田 満∥著多田 満∥著 404404404404

東北コットンプロジェクト東北コットンプロジェクト東北コットンプロジェクト東北コットンプロジェクト 宮川 真紀∥文宮川 真紀∥文宮川 真紀∥文宮川 真紀∥文 369.31369.31369.31369.31 科学の宝箱　もっと!科学の宝箱　もっと!科学の宝箱　もっと!科学の宝箱　もっと! TBSラジオ∥編TBSラジオ∥編TBSラジオ∥編TBSラジオ∥編 404404404404

ドキュメント豪雨災害ドキュメント豪雨災害ドキュメント豪雨災害ドキュメント豪雨災害 稲泉 連∥著稲泉 連∥著稲泉 連∥著稲泉 連∥著 369.33369.33369.33369.33 xはたの<も>しいxはたの<も>しいxはたの<も>しいxはたの<も>しい
スティーヴン　ストスティーヴン　ストスティーヴン　ストスティーヴン　スト
ロガッツ∥著ロガッツ∥著ロガッツ∥著ロガッツ∥著

410.4410.4410.4410.4

8・15戦災と3・11震災8・15戦災と3・11震災8・15戦災と3・11震災8・15戦災と3・11震災 片野 勧∥著片野 勧∥著片野 勧∥著片野 勧∥著 369.37369.37369.37369.37 光る生物の話光る生物の話光る生物の話光る生物の話 下村 脩∥著下村 脩∥著下村 脩∥著下村 脩∥著 431.54431.54431.54431.54

子どもの福祉を改善する子どもの福祉を改善する子どもの福祉を改善する子どもの福祉を改善する ＯＥＣＤ∥編著ＯＥＣＤ∥編著ＯＥＣＤ∥編著ＯＥＣＤ∥編著 369.4369.4369.4369.4 こわくない有機化合物超入門こわくない有機化合物超入門こわくない有機化合物超入門こわくない有機化合物超入門 船山 信次∥著船山 信次∥著船山 信次∥著船山 信次∥著 437437437437

子どものための法律相談子どものための法律相談子どものための法律相談子どものための法律相談
第一東京弁護士会少第一東京弁護士会少第一東京弁護士会少第一東京弁護士会少
年法委員会∥編年法委員会∥編年法委員会∥編年法委員会∥編 369.4369.4369.4369.4 新しい宇宙のひみつQ&A新しい宇宙のひみつQ&A新しい宇宙のひみつQ&A新しい宇宙のひみつQ&A 的川 泰宣∥著的川 泰宣∥著的川 泰宣∥著的川 泰宣∥著 440440440440

学校給食アレルギー事故防止マ学校給食アレルギー事故防止マ学校給食アレルギー事故防止マ学校給食アレルギー事故防止マ
ニュアルニュアルニュアルニュアル

赤城 智美∥著赤城 智美∥著赤城 智美∥著赤城 智美∥著 374.94374.94374.94374.94
グリニッジ天文台が選んだ絶景グリニッジ天文台が選んだ絶景グリニッジ天文台が選んだ絶景グリニッジ天文台が選んだ絶景
天体写真天体写真天体写真天体写真

サー　パトリックサー　パトリックサー　パトリックサー　パトリック
ムーア∥監修ムーア∥監修ムーア∥監修ムーア∥監修

440.87440.87440.87440.87

給食歳時記給食歳時記給食歳時記給食歳時記 山合 かよ子∥著山合 かよ子∥著山合 かよ子∥著山合 かよ子∥著 374.94374.94374.94374.94
宇宙最大の謎に迫るビッグバン&宇宙最大の謎に迫るビッグバン&宇宙最大の謎に迫るビッグバン&宇宙最大の謎に迫るビッグバン&
ブラックホールブラックホールブラックホールブラックホール

沼澤 茂美∥共著沼澤 茂美∥共著沼澤 茂美∥共著沼澤 茂美∥共著 443.9443.9443.9443.9

「活用型学力」を育てる本「活用型学力」を育てる本「活用型学力」を育てる本「活用型学力」を育てる本 小宮山 博仁∥著小宮山 博仁∥著小宮山 博仁∥著小宮山 博仁∥著 375.1375.1375.1375.1 ムラムラする宇宙ムラムラする宇宙ムラムラする宇宙ムラムラする宇宙 吉田 直紀∥著吉田 直紀∥著吉田 直紀∥著吉田 直紀∥著 443.9443.9443.9443.9

仕事のカタログ　2015-16年版仕事のカタログ　2015-16年版仕事のカタログ　2015-16年版仕事のカタログ　2015-16年版
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天体衝突　斉一説から激変説へ天体衝突　斉一説から激変説へ天体衝突　斉一説から激変説へ天体衝突　斉一説から激変説へ
地球、生命、文明史地球、生命、文明史地球、生命、文明史地球、生命、文明史

松井 孝典∥著松井 孝典∥著松井 孝典∥著松井 孝典∥著 447.3447.3447.3447.3 街歩きポールウォーキング街歩きポールウォーキング街歩きポールウォーキング街歩きポールウォーキング 安藤 邦彦∥著安藤 邦彦∥著安藤 邦彦∥著安藤 邦彦∥著 498.35498.35498.35498.35

地下に潜む次の脅威地下に潜む次の脅威地下に潜む次の脅威地下に潜む次の脅威 NHK取材班∥著NHK取材班∥著NHK取材班∥著NHK取材班∥著 453453453453
子育てハッピーアドバイス笑顔子育てハッピーアドバイス笑顔子育てハッピーアドバイス笑顔子育てハッピーアドバイス笑顔
いっぱい食育の巻いっぱい食育の巻いっぱい食育の巻いっぱい食育の巻

松成 容子∥著松成 容子∥著松成 容子∥著松成 容子∥著 498.5498.5498.5498.5

沙漠の事典沙漠の事典沙漠の事典沙漠の事典
日本沙漠学会∥日本沙漠学会∥日本沙漠学会∥日本沙漠学会∥
編編編編

454.64454.64454.64454.64 498.5498.5498.5498.5

生命とは何だろう?生命とは何だろう?生命とは何だろう?生命とは何だろう? 長沼 毅∥著長沼 毅∥著長沼 毅∥著長沼 毅∥著 460460460460
朝食のとり方で病気にならない太朝食のとり方で病気にならない太朝食のとり方で病気にならない太朝食のとり方で病気にならない太
らないらないらないらない

金本 郁男∥著金本 郁男∥著金本 郁男∥著金本 郁男∥著 498.58498.58498.58498.58

スケッチで実験・観察 生物の描スケッチで実験・観察 生物の描スケッチで実験・観察 生物の描スケッチで実験・観察 生物の描
き方とコツき方とコツき方とコツき方とコツ

内山 裕之∥編著内山 裕之∥編著内山 裕之∥編著内山 裕之∥編著 460.7460.7460.7460.7
自分の好きな「糖質制限」レシピにした自分の好きな「糖質制限」レシピにした自分の好きな「糖質制限」レシピにした自分の好きな「糖質制限」レシピにした
ら、リバウンド知らずで、7キロら、リバウンド知らずで、7キロら、リバウンド知らずで、7キロら、リバウンド知らずで、7キロ瘦瘦瘦瘦せました!せました!せました!せました! 桐山 秀樹∥著桐山 秀樹∥著桐山 秀樹∥著桐山 秀樹∥著 498.58498.58498.58498.58

野外毒本野外毒本野外毒本野外毒本 羽根田 治∥著羽根田 治∥著羽根田 治∥著羽根田 治∥著 481.9481.9481.9481.9
食べるのを我慢できないのは、あな食べるのを我慢できないのは、あな食べるのを我慢できないのは、あな食べるのを我慢できないのは、あな
たの意志が弱いからではありません。たの意志が弱いからではありません。たの意志が弱いからではありません。たの意志が弱いからではありません。

白澤 卓二∥著白澤 卓二∥著白澤 卓二∥著白澤 卓二∥著 498.58498.58498.58498.58

ミミズ図鑑ミミズ図鑑ミミズ図鑑ミミズ図鑑 石塚 小太郎∥著石塚 小太郎∥著石塚 小太郎∥著石塚 小太郎∥著 483.93483.93483.93483.93
パリジェンヌ流デュカン・ダイエッパリジェンヌ流デュカン・ダイエッパリジェンヌ流デュカン・ダイエッパリジェンヌ流デュカン・ダイエッ
トトトト

ピエール　デュカピエール　デュカピエール　デュカピエール　デュカ
ン∥著ン∥著ン∥著ン∥著

498.58498.58498.58498.58

ときめくチョウ図鑑ときめくチョウ図鑑ときめくチョウ図鑑ときめくチョウ図鑑
今森 光彦∥写真今森 光彦∥写真今森 光彦∥写真今森 光彦∥写真
文文文文

486.8486.8486.8486.8 若杉ばあちゃん食養語録若杉ばあちゃん食養語録若杉ばあちゃん食養語録若杉ばあちゃん食養語録 若杉 友子∥著若杉 友子∥著若杉 友子∥著若杉 友子∥著 498.58498.58498.58498.58

ときめく小鳥図鑑ときめく小鳥図鑑ときめく小鳥図鑑ときめく小鳥図鑑 中村 文∥文中村 文∥文中村 文∥文中村 文∥文 488488488488
よくわかるQ&A改正薬事法のポイよくわかるQ&A改正薬事法のポイよくわかるQ&A改正薬事法のポイよくわかるQ&A改正薬事法のポイ
ントントントント

薬事法規研究会薬事法規研究会薬事法規研究会薬事法規研究会
∥編著∥編著∥編著∥編著

499.09499.09499.09499.09

コウモリの謎コウモリの謎コウモリの謎コウモリの謎 大沢 啓子∥著大沢 啓子∥著大沢 啓子∥著大沢 啓子∥著 489.42489.42489.42489.42 技術・実用書技術・実用書技術・実用書技術・実用書

いのちの不思議な物語いのちの不思議な物語いのちの不思議な物語いのちの不思議な物語 内藤 いづみ∥著内藤 いづみ∥著内藤 いづみ∥著内藤 いづみ∥著 490.14490.14490.14490.14
ロボコン　イケてない僕らのイカしロボコン　イケてない僕らのイカしロボコン　イケてない僕らのイカしロボコン　イケてない僕らのイカし
た特別授業た特別授業た特別授業た特別授業

ニール　バスコムニール　バスコムニール　バスコムニール　バスコム
∥著∥著∥著∥著

507.7507.7507.7507.7

移植医療移植医療移植医療移植医療 橳島 次郎∥著橳島 次郎∥著橳島 次郎∥著橳島 次郎∥著 490.15490.15490.15490.15 巨大ダムの“なぜ”を科学する巨大ダムの“なぜ”を科学する巨大ダムの“なぜ”を科学する巨大ダムの“なぜ”を科学する
西松建設「ダム」プロ西松建設「ダム」プロ西松建設「ダム」プロ西松建設「ダム」プロ
ジェクトチーム∥著ジェクトチーム∥著ジェクトチーム∥著ジェクトチーム∥著 517.7517.7517.7517.7

健康の悩みを解決する長生きの健康の悩みを解決する長生きの健康の悩みを解決する長生きの健康の悩みを解決する長生きの
スイッチスイッチスイッチスイッチ

了徳寺 健二∥著了徳寺 健二∥著了徳寺 健二∥著了徳寺 健二∥著 493.49493.49493.49493.49 一度は行きたい日本の美城一度は行きたい日本の美城一度は行きたい日本の美城一度は行きたい日本の美城
かみゆ歴史編集かみゆ歴史編集かみゆ歴史編集かみゆ歴史編集
部∥編部∥編部∥編部∥編

521.82521.82521.82521.82

摂食障害と寄りそって回復をめざ摂食障害と寄りそって回復をめざ摂食障害と寄りそって回復をめざ摂食障害と寄りそって回復をめざ
す本　実践編す本　実践編す本　実践編す本　実践編

切池 信夫∥監修切池 信夫∥監修切池 信夫∥監修切池 信夫∥監修 493.74493.74493.74493.74 古絵葉書でみる日本の城古絵葉書でみる日本の城古絵葉書でみる日本の城古絵葉書でみる日本の城
西ケ谷／恭弘∥西ケ谷／恭弘∥西ケ谷／恭弘∥西ケ谷／恭弘∥
監修監修監修監修

521.82521.82521.82521.82

認知症とわたしたち認知症とわたしたち認知症とわたしたち認知症とわたしたち
朝日新聞取材班朝日新聞取材班朝日新聞取材班朝日新聞取材班
∥著∥著∥著∥著

493.76493.76493.76493.76 江戸全170城最期の運命江戸全170城最期の運命江戸全170城最期の運命江戸全170城最期の運命 八幡 和郎∥著八幡 和郎∥著八幡 和郎∥著八幡 和郎∥著 521.82521.82521.82521.82

治さなくてよい認知症治さなくてよい認知症治さなくてよい認知症治さなくてよい認知症 上田 諭∥著上田 諭∥著上田 諭∥著上田 諭∥著 493.76493.76493.76493.76
死ぬまでに見たい世界の超高層死ぬまでに見たい世界の超高層死ぬまでに見たい世界の超高層死ぬまでに見たい世界の超高層
ビルビルビルビル

ジュディス　デュジュディス　デュジュディス　デュジュディス　デュ
プレ∥著プレ∥著プレ∥著プレ∥著

526.9526.9526.9526.9

ネット依存から子どもを救えネット依存から子どもを救えネット依存から子どもを救えネット依存から子どもを救え 遠藤 美季∥著遠藤 美季∥著遠藤 美季∥著遠藤 美季∥著 493.94493.94493.94493.94 昭和の電車昭和の電車昭和の電車昭和の電車 関 三平∥著関 三平∥著関 三平∥著関 三平∥著 536.02536.02536.02536.02

ネット依存症から子どもを救う本ネット依存症から子どもを救う本ネット依存症から子どもを救う本ネット依存症から子どもを救う本 樋口 進∥監修樋口 進∥監修樋口 進∥監修樋口 進∥監修 493.94493.94493.94493.94 宇宙エレベーターの本宇宙エレベーターの本宇宙エレベーターの本宇宙エレベーターの本
宇宙エレベー宇宙エレベー宇宙エレベー宇宙エレベー
ター協会∥編ター協会∥編ター協会∥編ター協会∥編

538.9538.9538.9538.9

子どもの夜ふかし脳への脅威子どもの夜ふかし脳への脅威子どもの夜ふかし脳への脅威子どもの夜ふかし脳への脅威 三池 輝久∥著三池 輝久∥著三池 輝久∥著三池 輝久∥著 493.94493.94493.94493.94
マスコミが絶対に伝えない「原発マスコミが絶対に伝えない「原発マスコミが絶対に伝えない「原発マスコミが絶対に伝えない「原発
ゼロ」の真実ゼロ」の真実ゼロ」の真実ゼロ」の真実

三橋 貴明∥著三橋 貴明∥著三橋 貴明∥著三橋 貴明∥著 540.93540.93540.93540.93

子宮頸がん子宮頸がん子宮頸がん子宮頸がん 小田 瑞恵∥著小田 瑞恵∥著小田 瑞恵∥著小田 瑞恵∥著 495.43495.43495.43495.43
WordPressで作る今日からはじめWordPressで作る今日からはじめWordPressで作る今日からはじめWordPressで作る今日からはじめ
るウェブサイトるウェブサイトるウェブサイトるウェブサイト

久松 慎一∥著久松 慎一∥著久松 慎一∥著久松 慎一∥著 547.48547.48547.48547.48

これで安心!中高年の目の病気これで安心!中高年の目の病気これで安心!中高年の目の病気これで安心!中高年の目の病気
湯澤 美都子∥監湯澤 美都子∥監湯澤 美都子∥監湯澤 美都子∥監
修修修修

496.3496.3496.3496.3 556.4556.4556.4556.4

歯みがき革命!歯みがき革命!歯みがき革命!歯みがき革命! 我妻 美夕紀∥著我妻 美夕紀∥著我妻 美夕紀∥著我妻 美夕紀∥著 497.24497.24497.24497.24
基礎からきちんとわかる!手作り石基礎からきちんとわかる!手作り石基礎からきちんとわかる!手作り石基礎からきちんとわかる!手作り石
けんマイスターブックけんマイスターブックけんマイスターブックけんマイスターブック

小知和 ゆう∥著小知和 ゆう∥著小知和 ゆう∥著小知和 ゆう∥著 576.53576.53576.53576.53

健康長寿とかみ合わせ健康長寿とかみ合わせ健康長寿とかみ合わせ健康長寿とかみ合わせ 尾澤 文貞∥著尾澤 文貞∥著尾澤 文貞∥著尾澤 文貞∥著 497.6497.6497.6497.6
紙つなげ!彼らが本の紙を造って紙つなげ!彼らが本の紙を造って紙つなげ!彼らが本の紙を造って紙つなげ!彼らが本の紙を造って
いるいるいるいる

佐々 涼子∥著佐々 涼子∥著佐々 涼子∥著佐々 涼子∥著 585.07585.07585.07585.07

その「あご」ずれてます。その「あご」ずれてます。その「あご」ずれてます。その「あご」ずれてます。 戸栗 和慶∥著戸栗 和慶∥著戸栗 和慶∥著戸栗 和慶∥著 497.6497.6497.6497.6 マティーニからはじまる夜マティーニからはじまる夜マティーニからはじまる夜マティーニからはじまる夜 東 理夫∥著東 理夫∥著東 理夫∥著東 理夫∥著 588.5588.5588.5588.5

納得の老後納得の老後納得の老後納得の老後 村上 紀美子∥著村上 紀美子∥著村上 紀美子∥著村上 紀美子∥著 498498498498
あなただけの「似合う服」に出会うあなただけの「似合う服」に出会うあなただけの「似合う服」に出会うあなただけの「似合う服」に出会う
ための骨格診断ための骨格診断ための骨格診断ための骨格診断

山崎 真理子∥著山崎 真理子∥著山崎 真理子∥著山崎 真理子∥著 589.2589.2589.2589.2

薬のいらない生き方薬のいらない生き方薬のいらない生き方薬のいらない生き方
フレデリック　サフレデリック　サフレデリック　サフレデリック　サ
ルドマン∥著ルドマン∥著ルドマン∥著ルドマン∥著

498.3498.3498.3498.3 96歳のらくらく家事暦96歳のらくらく家事暦96歳のらくらく家事暦96歳のらくらく家事暦 吉沢 久子∥著吉沢 久子∥著吉沢 久子∥著吉沢 久子∥著 590.4590.4590.4590.4

1日5分であらゆる不調が治る体1日5分であらゆる不調が治る体1日5分であらゆる不調が治る体1日5分であらゆる不調が治る体
幹ヨガ健康法幹ヨガ健康法幹ヨガ健康法幹ヨガ健康法

亀井 佐千雄∥著亀井 佐千雄∥著亀井 佐千雄∥著亀井 佐千雄∥著 498.34498.34498.34498.34
Seriaで作るプチリメイク雑貨&インSeriaで作るプチリメイク雑貨&インSeriaで作るプチリメイク雑貨&インSeriaで作るプチリメイク雑貨&イン
テリアテリアテリアテリア

峰川 あゆみ∥著峰川 あゆみ∥著峰川 あゆみ∥著峰川 あゆみ∥著 592.7592.7592.7592.7

おいしい食べ方いけない食べ方おいしい食べ方いけない食べ方おいしい食べ方いけない食べ方おいしい食べ方いけない食べ方

にっぽんの客船にっぽんの客船にっぽんの客船にっぽんの客船
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和服寸法直しとそのまんまリ和服寸法直しとそのまんまリ和服寸法直しとそのまんまリ和服寸法直しとそのまんまリ
フォームフォームフォームフォーム

駒井 ゆき子∥著駒井 ゆき子∥著駒井 ゆき子∥著駒井 ゆき子∥著 593.36593.36593.36593.36 憂食論憂食論憂食論憂食論 柏井 壽∥著柏井 壽∥著柏井 壽∥著柏井 壽∥著 596.04596.04596.04596.04

L-4Lの大きなサイズのおしゃれL-4Lの大きなサイズのおしゃれL-4Lの大きなサイズのおしゃれL-4Lの大きなサイズのおしゃれ
服服服服

福井 和∥著福井 和∥著福井 和∥著福井 和∥著 593.36593.36593.36593.36
脳年齢25歳!?佐藤可士和の頭が脳年齢25歳!?佐藤可士和の頭が脳年齢25歳!?佐藤可士和の頭が脳年齢25歳!?佐藤可士和の頭が
冴える食生活冴える食生活冴える食生活冴える食生活

佐藤 可士和∥著佐藤 可士和∥著佐藤 可士和∥著佐藤 可士和∥著 596.04596.04596.04596.04

ちくちく楽しむ刺し子のかわいいちくちく楽しむ刺し子のかわいいちくちく楽しむ刺し子のかわいいちくちく楽しむ刺し子のかわいい
花ふきん花ふきん花ふきん花ふきん

吉田 久美子∥監吉田 久美子∥監吉田 久美子∥監吉田 久美子∥監
修修修修

594.2594.2594.2594.2 みんなの晩ごはん日記みんなの晩ごはん日記みんなの晩ごはん日記みんなの晩ごはん日記 SE編集部∥編SE編集部∥編SE編集部∥編SE編集部∥編 596.04596.04596.04596.04

594.3594.3594.3594.3 「ばぁばの料理」最終講義「ばぁばの料理」最終講義「ばぁばの料理」最終講義「ばぁばの料理」最終講義 鈴木 登紀子∥著鈴木 登紀子∥著鈴木 登紀子∥著鈴木 登紀子∥著 596.21596.21596.21596.21

針と糸なしで「ボンド」で貼って作針と糸なしで「ボンド」で貼って作針と糸なしで「ボンド」で貼って作針と糸なしで「ボンド」で貼って作
るバッグとこものるバッグとこものるバッグとこものるバッグとこもの

朝倉 史∥著朝倉 史∥著朝倉 史∥著朝倉 史∥著 594.7594.7594.7594.7
すぐできる!おいしい中華の家庭すぐできる!おいしい中華の家庭すぐできる!おいしい中華の家庭すぐできる!おいしい中華の家庭
料理料理料理料理

周 富徳∥著周 富徳∥著周 富徳∥著周 富徳∥著 596.22596.22596.22596.22

手作りバッグのきほん手作りバッグのきほん手作りバッグのきほん手作りバッグのきほん 小幡 小織∥著小幡 小織∥著小幡 小織∥著小幡 小織∥著 594.7594.7594.7594.7 周富徳ベスト100中華周富徳ベスト100中華周富徳ベスト100中華周富徳ベスト100中華 周 富徳∥著周 富徳∥著周 富徳∥著周 富徳∥著 596.22596.22596.22596.22

ポジャギづくりポジャギづくりポジャギづくりポジャギづくり 金 賢姫∥著金 賢姫∥著金 賢姫∥著金 賢姫∥著 594.9594.9594.9594.9 いちばんやさしいタイ料理いちばんやさしいタイ料理いちばんやさしいタイ料理いちばんやさしいタイ料理
パカマス　タンシリピパカマス　タンシリピパカマス　タンシリピパカマス　タンシリピ
ンヨー∥監修　料理ンヨー∥監修　料理ンヨー∥監修　料理ンヨー∥監修　料理 596.22596.22596.22596.22

「あのコの可愛さは普通じゃない」「あのコの可愛さは普通じゃない」「あのコの可愛さは普通じゃない」「あのコの可愛さは普通じゃない」
と噂される女になると噂される女になると噂される女になると噂される女になる

神崎 恵∥著神崎 恵∥著神崎 恵∥著神崎 恵∥著 595595595595 家で作れる<本格>中国料理家で作れる<本格>中国料理家で作れる<本格>中国料理家で作れる<本格>中国料理 波多野 亮子∥著波多野 亮子∥著波多野 亮子∥著波多野 亮子∥著 596.22596.22596.22596.22

ショートネイルレッスンBOOKショートネイルレッスンBOOKショートネイルレッスンBOOKショートネイルレッスンBOOK
根本 佐和子∥監根本 佐和子∥監根本 佐和子∥監根本 佐和子∥監
修修修修

595.4595.4595.4595.4 餃子・焼売・中華まん餃子・焼売・中華まん餃子・焼売・中華まん餃子・焼売・中華まん 茂手木 章∥著茂手木 章∥著茂手木 章∥著茂手木 章∥著 596.22596.22596.22596.22

肌美人になるスキンケアの基本肌美人になるスキンケアの基本肌美人になるスキンケアの基本肌美人になるスキンケアの基本 友利 新∥監修友利 新∥監修友利 新∥監修友利 新∥監修 595.5595.5595.5595.5
もてなし上手のオードブル・レシもてなし上手のオードブル・レシもてなし上手のオードブル・レシもてなし上手のオードブル・レシ
ピピピピ

秋元 さくら∥著秋元 さくら∥著秋元 さくら∥著秋元 さくら∥著 596.23596.23596.23596.23

SPICE CAFEのスパイス料理SPICE CAFEのスパイス料理SPICE CAFEのスパイス料理SPICE CAFEのスパイス料理 伊藤 一城∥著伊藤 一城∥著伊藤 一城∥著伊藤 一城∥著 596596596596 おうちでハワイアンごはん60おうちでハワイアンごはん60おうちでハワイアンごはん60おうちでハワイアンごはん60 藤沢 セリカ∥著藤沢 セリカ∥著藤沢 セリカ∥著藤沢 セリカ∥著 596.23596.23596.23596.23

ネバネバごはん!ネバネバごはん!ネバネバごはん!ネバネバごはん! 岩崎 啓子∥著岩崎 啓子∥著岩崎 啓子∥著岩崎 啓子∥著 596596596596
信州おばあちゃんのおいしいお信州おばあちゃんのおいしいお信州おばあちゃんのおいしいお信州おばあちゃんのおいしいお
茶うけ茶うけ茶うけ茶うけ

大平 一枝∥著大平 一枝∥著大平 一枝∥著大平 一枝∥著 596.3596.3596.3596.3

冷凍保存で使いきりレシピ冷凍保存で使いきりレシピ冷凍保存で使いきりレシピ冷凍保存で使いきりレシピ 岩崎 啓子∥著岩崎 啓子∥著岩崎 啓子∥著岩崎 啓子∥著 596596596596
東大教授が考えたおいしい!海藻東大教授が考えたおいしい!海藻東大教授が考えたおいしい!海藻東大教授が考えたおいしい!海藻
レシピ73レシピ73レシピ73レシピ73

小柳津 広志∥共小柳津 広志∥共小柳津 広志∥共小柳津 広志∥共
著著著著

596.3596.3596.3596.3

料理のネタ帳料理のネタ帳料理のネタ帳料理のネタ帳 グッチ裕三∥著グッチ裕三∥著グッチ裕三∥著グッチ裕三∥著 596596596596
食事のはじめに食べる!作りおき食事のはじめに食べる!作りおき食事のはじめに食べる!作りおき食事のはじめに食べる!作りおき
健康サラダ健康サラダ健康サラダ健康サラダ

岩崎 啓子∥著岩崎 啓子∥著岩崎 啓子∥著岩崎 啓子∥著 596.37596.37596.37596.37

決定版料理の腕が上がる!基本決定版料理の腕が上がる!基本決定版料理の腕が上がる!基本決定版料理の腕が上がる!基本
のおかずのおかずのおかずのおかず

久保 香菜子∥著久保 香菜子∥著久保 香菜子∥著久保 香菜子∥著 596596596596
デパ地下&デリで人気!ごちそうサデパ地下&デリで人気!ごちそうサデパ地下&デリで人気!ごちそうサデパ地下&デリで人気!ごちそうサ
ラダ100ラダ100ラダ100ラダ100

植松 良枝∥著植松 良枝∥著植松 良枝∥著植松 良枝∥著 596.37596.37596.37596.37

23人の定番わが家レシピ23人の定番わが家レシピ23人の定番わが家レシピ23人の定番わが家レシピ
暮しの手帖編集暮しの手帖編集暮しの手帖編集暮しの手帖編集
部∥著部∥著部∥著部∥著

596596596596 きちんと、野菜の小鉢きちんと、野菜の小鉢きちんと、野菜の小鉢きちんと、野菜の小鉢 久保 香菜子∥著久保 香菜子∥著久保 香菜子∥著久保 香菜子∥著 596.37596.37596.37596.37

最後の築地最後の築地最後の築地最後の築地
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 たまな食堂のごちそうごはんたまな食堂のごちそうごはんたまな食堂のごちそうごはんたまな食堂のごちそうごはん たまな食堂∥著たまな食堂∥著たまな食堂∥著たまな食堂∥著 596.37596.37596.37596.37

こてらみやのしあわせ週末ごはんこてらみやのしあわせ週末ごはんこてらみやのしあわせ週末ごはんこてらみやのしあわせ週末ごはん こてら みや∥著こてら みや∥著こてら みや∥著こてら みや∥著 596596596596
人気農家レストランが教える四季人気農家レストランが教える四季人気農家レストランが教える四季人気農家レストランが教える四季
の料理保存のワザの料理保存のワザの料理保存のワザの料理保存のワザ

西村 文子∥著西村 文子∥著西村 文子∥著西村 文子∥著 596.37596.37596.37596.37

もっと使える絶品マリネもっと使える絶品マリネもっと使える絶品マリネもっと使える絶品マリネ 坂田 阿希子∥著坂田 阿希子∥著坂田 阿希子∥著坂田 阿希子∥著 596596596596
四季の野菜と玄米でつくるスッキ四季の野菜と玄米でつくるスッキ四季の野菜と玄米でつくるスッキ四季の野菜と玄米でつくるスッキ
リ美腸ごはんリ美腸ごはんリ美腸ごはんリ美腸ごはん

山口 眞利枝∥著山口 眞利枝∥著山口 眞利枝∥著山口 眞利枝∥著 596.37596.37596.37596.37

初女さんのお料理初女さんのお料理初女さんのお料理初女さんのお料理 佐藤 初女∥著佐藤 初女∥著佐藤 初女∥著佐藤 初女∥著 596596596596 簡単!1品弁当簡単!1品弁当簡単!1品弁当簡単!1品弁当
smart+mini編集smart+mini編集smart+mini編集smart+mini編集
部∥編部∥編部∥編部∥編

596.4596.4596.4596.4

簡単!ヘルシー!ひとり分ごはん簡単!ヘルシー!ひとり分ごはん簡単!ヘルシー!ひとり分ごはん簡単!ヘルシー!ひとり分ごはん
ひとり暮らしをとこひとり暮らしをとこひとり暮らしをとこひとり暮らしをとこ
とん楽しむ!∥編とん楽しむ!∥編とん楽しむ!∥編とん楽しむ!∥編

596596596596 青空Picnic弁当青空Picnic弁当青空Picnic弁当青空Picnic弁当 長谷川 りえ∥著長谷川 りえ∥著長谷川 りえ∥著長谷川 りえ∥著 596.4596.4596.4596.4

日本全国ご当地スーパー隠れた日本全国ご当地スーパー隠れた日本全国ご当地スーパー隠れた日本全国ご当地スーパー隠れた
絶品、見～つけた!絶品、見～つけた!絶品、見～つけた!絶品、見～つけた!

菅原 佳己∥著菅原 佳己∥著菅原 佳己∥著菅原 佳己∥著 596596596596 596.4596.4596.4596.4

1つ作って×3世代おかず1つ作って×3世代おかず1つ作って×3世代おかず1つ作って×3世代おかず 舘野 鏡子∥著舘野 鏡子∥著舘野 鏡子∥著舘野 鏡子∥著 596596596596 Junkoさんのデコ★ゼリー&寒天Junkoさんのデコ★ゼリー&寒天Junkoさんのデコ★ゼリー&寒天Junkoさんのデコ★ゼリー&寒天 Junko∥著Junko∥著Junko∥著Junko∥著 596.65596.65596.65596.65

こんなに使える手作りコチュジャこんなに使える手作りコチュジャこんなに使える手作りコチュジャこんなに使える手作りコチュジャ
ンンンン

な すんじゃ∥著な すんじゃ∥著な すんじゃ∥著な すんじゃ∥著 596596596596 かんたんデザートかんたんデザートかんたんデザートかんたんデザート 白崎 裕子∥著白崎 裕子∥著白崎 裕子∥著白崎 裕子∥著 596.65596.65596.65596.65

つまみつまみつまみつまみ 飛田 和緒∥著飛田 和緒∥著飛田 和緒∥著飛田 和緒∥著 596596596596 一年中おいしいアイスデザート一年中おいしいアイスデザート一年中おいしいアイスデザート一年中おいしいアイスデザート 福田 里香∥著福田 里香∥著福田 里香∥著福田 里香∥著 596.65596.65596.65596.65

596596596596 ウィーン菓子工房リリエンベルグウィーン菓子工房リリエンベルグウィーン菓子工房リリエンベルグウィーン菓子工房リリエンベルグ 横溝 春雄∥著横溝 春雄∥著横溝 春雄∥著横溝 春雄∥著 596.65596.65596.65596.65

596596596596 珈琲事典珈琲事典珈琲事典珈琲事典 田口 護∥監修田口 護∥監修田口 護∥監修田口 護∥監修 596.7596.7596.7596.7

M・Lサイズが選べる春夏おばあちゃまのニットM・Lサイズが選べる春夏おばあちゃまのニットM・Lサイズが選べる春夏おばあちゃまのニットM・Lサイズが選べる春夏おばあちゃまのニット

「おいしい」の、段取り「おいしい」の、段取り「おいしい」の、段取り「おいしい」の、段取り

資生堂社員食堂の「健美食」インナービューティー資生堂社員食堂の「健美食」インナービューティー資生堂社員食堂の「健美食」インナービューティー資生堂社員食堂の「健美食」インナービューティー

3歳からのカッコいいお弁当3歳からのカッコいいお弁当3歳からのカッコいいお弁当3歳からのカッコいいお弁当
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グリーンスムージーをはじめようグリーンスムージーをはじめようグリーンスムージーをはじめようグリーンスムージーをはじめよう 仲里 園子∥著仲里 園子∥著仲里 園子∥著仲里 園子∥著 596.7596.7596.7596.7 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンユニバーサル・スタジオ・ジャパンユニバーサル・スタジオ・ジャパンユニバーサル・スタジオ・ジャパン
テーマパーク研テーマパーク研テーマパーク研テーマパーク研
究会∥著究会∥著究会∥著究会∥著

689.5689.5689.5689.5

小児科医が教える子どもが病気のと小児科医が教える子どもが病気のと小児科医が教える子どもが病気のと小児科医が教える子どもが病気のと
きどうすればいいかがわかる本きどうすればいいかがわかる本きどうすればいいかがわかる本きどうすればいいかがわかる本

鳥海 佳代子∥著鳥海 佳代子∥著鳥海 佳代子∥著鳥海 佳代子∥著 598.3598.3598.3598.3 女性電信手の歴史女性電信手の歴史女性電信手の歴史女性電信手の歴史
トーマス　C.ジェトーマス　C.ジェトーマス　C.ジェトーマス　C.ジェ
プセン∥著プセン∥著プセン∥著プセン∥著

694.2694.2694.2694.2

家庭の医学家庭の医学家庭の医学家庭の医学 野村 馨∥総監修野村 馨∥総監修野村 馨∥総監修野村 馨∥総監修 598.3598.3598.3598.3 芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ芸術・スポーツ

赤ちゃんの心と出会う赤ちゃんの心と出会う赤ちゃんの心と出会う赤ちゃんの心と出会う 仁志田 博司∥著仁志田 博司∥著仁志田 博司∥著仁志田 博司∥著 599599599599 中国絵画入門中国絵画入門中国絵画入門中国絵画入門 宇佐美 文理∥著宇佐美 文理∥著宇佐美 文理∥著宇佐美 文理∥著 722.2722.2722.2722.2

産業産業産業産業 印象派の水辺印象派の水辺印象派の水辺印象派の水辺
赤瀬川 原平∥編赤瀬川 原平∥編赤瀬川 原平∥編赤瀬川 原平∥編
著著著著

723.05723.05723.05723.05

スパイスの歴史スパイスの歴史スパイスの歴史スパイスの歴史
フレッド　ツァラ∥フレッド　ツァラ∥フレッド　ツァラ∥フレッド　ツァラ∥
著著著著

619.91619.91619.91619.91 マネと印象派の巨匠たちマネと印象派の巨匠たちマネと印象派の巨匠たちマネと印象派の巨匠たち 島田 紀夫∥監修島田 紀夫∥監修島田 紀夫∥監修島田 紀夫∥監修 723.05723.05723.05723.05

育てて楽しむ手のひら園芸育てて楽しむ手のひら園芸育てて楽しむ手のひら園芸育てて楽しむ手のひら園芸
榛原 昭矢∥文榛原 昭矢∥文榛原 昭矢∥文榛原 昭矢∥文
写真写真写真写真

620620620620 空想工房の絵本空想工房の絵本空想工房の絵本空想工房の絵本 安野 光雅∥著安野 光雅∥著安野 光雅∥著安野 光雅∥著 723.1723.1723.1723.1

くらしのくだもの12か月くらしのくだもの12か月くらしのくだもの12か月くらしのくだもの12か月
銀座千疋屋∥監銀座千疋屋∥監銀座千疋屋∥監銀座千疋屋∥監
修修修修

625625625625
ガタロ　捨てられしものを描き続ガタロ　捨てられしものを描き続ガタロ　捨てられしものを描き続ガタロ　捨てられしものを描き続
けてけてけてけて

ガタロ∥絵ガタロ∥絵ガタロ∥絵ガタロ∥絵 723.1723.1723.1723.1

地球に生きるあなたの使命地球に生きるあなたの使命地球に生きるあなたの使命地球に生きるあなたの使命 木村 秋則∥著木村 秋則∥著木村 秋則∥著木村 秋則∥著 625.21625.21625.21625.21
やなせたかしみんなの夢まもるたやなせたかしみんなの夢まもるたやなせたかしみんなの夢まもるたやなせたかしみんなの夢まもるた
めめめめ

やなせ たかし∥やなせ たかし∥やなせ たかし∥やなせ たかし∥
著著著著

726.1726.1726.1726.1

四季の花色大図鑑四季の花色大図鑑四季の花色大図鑑四季の花色大図鑑 講談社∥編講談社∥編講談社∥編講談社∥編 627.04627.04627.04627.04 水丸劇場水丸劇場水丸劇場水丸劇場 安西 水丸∥著安西 水丸∥著安西 水丸∥著安西 水丸∥著 726.5726.5726.5726.5

イラストでわかりやすい!緑のカーイラストでわかりやすい!緑のカーイラストでわかりやすい!緑のカーイラストでわかりやすい!緑のカー
テンの育て方テンの育て方テンの育て方テンの育て方

島田 有紀子∥監島田 有紀子∥監島田 有紀子∥監島田 有紀子∥監
修修修修

629.75629.75629.75629.75 未来のだるまちゃんへ未来のだるまちゃんへ未来のだるまちゃんへ未来のだるまちゃんへ かこ さとし∥著かこ さとし∥著かこ さとし∥著かこ さとし∥著 726.6726.6726.6726.6

犬たちを救え!犬たちを救え!犬たちを救え!犬たちを救え!
ペン　ファージンペン　ファージンペン　ファージンペン　ファージン
グ∥著グ∥著グ∥著グ∥著

645.6645.6645.6645.6 絵本作家のアトリエ　3絵本作家のアトリエ　3絵本作家のアトリエ　3絵本作家のアトリエ　3
福音館書店母の福音館書店母の福音館書店母の福音館書店母の
友編集部∥著友編集部∥著友編集部∥著友編集部∥著

726.6726.6726.6726.6

わたし、解体はじめましたわたし、解体はじめましたわたし、解体はじめましたわたし、解体はじめました 畠山 千春∥著畠山 千春∥著畠山 千春∥著畠山 千春∥著 648.22648.22648.22648.22 切り絵アート切り絵アート切り絵アート切り絵アート
藤野 ひろのぶ∥藤野 ひろのぶ∥藤野 ひろのぶ∥藤野 ひろのぶ∥
著著著著

726.9726.9726.9726.9

日本の海から魚が消える日日本の海から魚が消える日日本の海から魚が消える日日本の海から魚が消える日 小松 正之∥著小松 正之∥著小松 正之∥著小松 正之∥著 662.1662.1662.1662.1 727.8727.8727.8727.8

田んぼと水辺の生き物田んぼと水辺の生き物田んぼと水辺の生き物田んぼと水辺の生き物
松沢 陽士∥写真松沢 陽士∥写真松沢 陽士∥写真松沢 陽士∥写真
文文文文

666.2666.2666.2666.2
読むだけで「うまい」と言われる字読むだけで「うまい」と言われる字読むだけで「うまい」と言われる字読むだけで「うまい」と言われる字
が書ける本が書ける本が書ける本が書ける本

根本 知∥著根本 知∥著根本 知∥著根本 知∥著 728.9728.9728.9728.9

相手に伝わるビジネスメール「正相手に伝わるビジネスメール「正相手に伝わるビジネスメール「正相手に伝わるビジネスメール「正
しい」表現辞典しい」表現辞典しい」表現辞典しい」表現辞典

クレスコパートクレスコパートクレスコパートクレスコパート
ナーズ∥著ナーズ∥著ナーズ∥著ナーズ∥著

670.91670.91670.91670.91 ビゴーを読むビゴーを読むビゴーを読むビゴーを読む 清水 勲∥編著清水 勲∥編著清水 勲∥編著清水 勲∥編著 732.35732.35732.35732.35

674.3674.3674.3674.3 746746746746

674.7674.7674.7674.7 新たなる道へ新たなる道へ新たなる道へ新たなる道へ
ベルンハルトベルンハルトベルンハルトベルンハルト
Ｍ．シュミッド∥Ｍ．シュミッド∥Ｍ．シュミッド∥Ｍ．シュミッド∥
著著著著

748748748748

かんたんなのに、ほとんどの人がやっていなかんたんなのに、ほとんどの人がやっていなかんたんなのに、ほとんどの人がやっていなかんたんなのに、ほとんどの人がやっていな
いお店にファンをつくるウェブ発信の新ルーいお店にファンをつくるウェブ発信の新ルーいお店にファンをつくるウェブ発信の新ルーいお店にファンをつくるウェブ発信の新ルー
ルルルル

仲島 ちひろ∥著仲島 ちひろ∥著仲島 ちひろ∥著仲島 ちひろ∥著 675675675675 西洋活字の歴史西洋活字の歴史西洋活字の歴史西洋活字の歴史
スタン　ナイト∥スタン　ナイト∥スタン　ナイト∥スタン　ナイト∥
著著著著

749.41749.41749.41749.41

知られざる鉄道決定版知られざる鉄道決定版知られざる鉄道決定版知られざる鉄道決定版 岡本 憲之∥著岡本 憲之∥著岡本 憲之∥著岡本 憲之∥著 686.21686.21686.21686.21
新聞紙とガムテープでこんなのつ新聞紙とガムテープでこんなのつ新聞紙とガムテープでこんなのつ新聞紙とガムテープでこんなのつ
くれた!くれた!くれた!くれた!

関口 光太郎∥著関口 光太郎∥著関口 光太郎∥著関口 光太郎∥著 750750750750

日本100名線日本100名線日本100名線日本100名線 谷崎 竜∥著谷崎 竜∥著谷崎 竜∥著谷崎 竜∥著 686.21686.21686.21686.21
親子で作る!自然素材のかんたん親子で作る!自然素材のかんたん親子で作る!自然素材のかんたん親子で作る!自然素材のかんたん
雑貨&おもちゃ雑貨&おもちゃ雑貨&おもちゃ雑貨&おもちゃ

光橋 翠∥監修光橋 翠∥監修光橋 翠∥監修光橋 翠∥監修 750750750750

686.21686.21686.21686.21 やきものの里めぐりやきものの里めぐりやきものの里めぐりやきものの里めぐり 永峰 美佳∥著永峰 美佳∥著永峰 美佳∥著永峰 美佳∥著 751.1751.1751.1751.1

被災鉄道被災鉄道被災鉄道被災鉄道 芦原 伸∥著芦原 伸∥著芦原 伸∥著芦原 伸∥著 686.21686.21686.21686.21 ヨーロッパのかわいい刺ヨーロッパのかわいい刺ヨーロッパのかわいい刺ヨーロッパのかわいい刺繡繡繡繡
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

753.7753.7753.7753.7

航空と観光航空と観光航空と観光航空と観光
杉田／由紀子∥杉田／由紀子∥杉田／由紀子∥杉田／由紀子∥
著著著著

687687687687 カゴアミドリのかごの本カゴアミドリのかごの本カゴアミドリのかごの本カゴアミドリのかごの本 伊藤 征一郎∥著伊藤 征一郎∥著伊藤 征一郎∥著伊藤 征一郎∥著 754.6754.6754.6754.6

マレーシア航空機はなぜ消えたマレーシア航空機はなぜ消えたマレーシア航空機はなぜ消えたマレーシア航空機はなぜ消えた 杉江 弘∥著杉江 弘∥著杉江 弘∥著杉江 弘∥著 687.7687.7687.7687.7
気持ちがもっと伝わるかわいいふ気持ちがもっと伝わるかわいいふ気持ちがもっと伝わるかわいいふ気持ちがもっと伝わるかわいいふ
せんクラフトせんクラフトせんクラフトせんクラフト

しまだ ひろみ∥しまだ ひろみ∥しまだ ひろみ∥しまだ ひろみ∥
著著著著

754.9754.9754.9754.9

いい旅のススメ。いい旅のススメ。いい旅のススメ。いい旅のススメ。 高萩 徳宗∥著高萩 徳宗∥著高萩 徳宗∥著高萩 徳宗∥著 689.04689.04689.04689.04 はじめての彫紙アートはじめての彫紙アートはじめての彫紙アートはじめての彫紙アート 林 敬三∥監修林 敬三∥監修林 敬三∥監修林 敬三∥監修 754.9754.9754.9754.9

東京ディズニーランド&シーファミ東京ディズニーランド&シーファミ東京ディズニーランド&シーファミ東京ディズニーランド&シーファミ
リー裏技ガイド　2014～15年版リー裏技ガイド　2014～15年版リー裏技ガイド　2014～15年版リー裏技ガイド　2014～15年版

TDL&TDS裏技TDL&TDS裏技TDL&TDS裏技TDL&TDS裏技
調査隊∥編調査隊∥編調査隊∥編調査隊∥編

689.5689.5689.5689.5
はじめてでも組めるくす玉おりがはじめてでも組めるくす玉おりがはじめてでも組めるくす玉おりがはじめてでも組めるくす玉おりが
みみみみ

布施 知子∥著布施 知子∥著布施 知子∥著布施 知子∥著 754.9754.9754.9754.9

あたらしい和のデザインあたらしい和のデザインあたらしい和のデザインあたらしい和のデザイン

一目で伝わる構図とレイアウト一目で伝わる構図とレイアウト一目で伝わる構図とレイアウト一目で伝わる構図とレイアウト

新幹線50年史新幹線50年史新幹線50年史新幹線50年史

文字のつくりかた文字のつくりかた文字のつくりかた文字のつくりかた

最新デジタル一眼超入門　実践編最新デジタル一眼超入門　実践編最新デジタル一眼超入門　実践編最新デジタル一眼超入門　実践編
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かんたん楽しい手づくりカードかんたん楽しい手づくりカードかんたん楽しい手づくりカードかんたん楽しい手づくりカード
BOOKBOOKBOOKBOOK

やまもと えみこ∥やまもと えみこ∥やまもと えみこ∥やまもと えみこ∥
著著著著

754.9754.9754.9754.9 言語言語言語言語

野の花の立体切り紙野の花の立体切り紙野の花の立体切り紙野の花の立体切り紙
やまもと えみこ∥やまもと えみこ∥やまもと えみこ∥やまもと えみこ∥
著著著著

754.9754.9754.9754.9
日本語が世界を平和にするこれ日本語が世界を平和にするこれ日本語が世界を平和にするこれ日本語が世界を平和にするこれ
だけの理由だけの理由だけの理由だけの理由

金谷 武洋∥著金谷 武洋∥著金谷 武洋∥著金谷 武洋∥著 810.4810.4810.4810.4

759759759759
「うまい!」と言わせる文章の裏ワ「うまい!」と言わせる文章の裏ワ「うまい!」と言わせる文章の裏ワ「うまい!」と言わせる文章の裏ワ
ザザザザ

石黒 圭∥著石黒 圭∥著石黒 圭∥著石黒 圭∥著 816816816816

60歳からいきいきと輝く音楽生活60歳からいきいきと輝く音楽生活60歳からいきいきと輝く音楽生活60歳からいきいきと輝く音楽生活
のすすめのすすめのすすめのすすめ

新堀 寛己∥著新堀 寛己∥著新堀 寛己∥著新堀 寛己∥著 760.4760.4760.4760.4
漢字の成り立ち　『説文解字』か漢字の成り立ち　『説文解字』か漢字の成り立ち　『説文解字』か漢字の成り立ち　『説文解字』か
ら最先端の研究までら最先端の研究までら最先端の研究までら最先端の研究まで

落合 淳思∥著落合 淳思∥著落合 淳思∥著落合 淳思∥著 821.2821.2821.2821.2

リヒャルト・シュトラウスリヒャルト・シュトラウスリヒャルト・シュトラウスリヒャルト・シュトラウス 岡田 暁生∥著岡田 暁生∥著岡田 暁生∥著岡田 暁生∥著 762.34762.34762.34762.34 できる人の英語勉強法できる人の英語勉強法できる人の英語勉強法できる人の英語勉強法 安河内 哲也∥著安河内 哲也∥著安河内 哲也∥著安河内 哲也∥著 830.7830.7830.7830.7

グレン・グールド　孤高のコングレン・グールド　孤高のコングレン・グールド　孤高のコングレン・グールド　孤高のコン
サート・ピアニストサート・ピアニストサート・ピアニストサート・ピアニスト

中川 右介∥著中川 右介∥著中川 右介∥著中川 右介∥著 762.51762.51762.51762.51 文学文学文学文学

グレン・グールドと32人のピアニスグレン・グールドと32人のピアニスグレン・グールドと32人のピアニスグレン・グールドと32人のピアニス
トトトト

真嶋 雄大∥著真嶋 雄大∥著真嶋 雄大∥著真嶋 雄大∥著 762.51762.51762.51762.51 文学理論講義文学理論講義文学理論講義文学理論講義
ピーター　バリーピーター　バリーピーター　バリーピーター　バリー
∥著∥著∥著∥著

901901901901

はじめてのウクレレメンテナンスはじめてのウクレレメンテナンスはじめてのウクレレメンテナンスはじめてのウクレレメンテナンス
ブックブックブックブック

IWAO∥著IWAO∥著IWAO∥著IWAO∥著 763.58763.58763.58763.58 わたしのミステリーわたしのミステリーわたしのミステリーわたしのミステリー 逢坂 剛∥著逢坂 剛∥著逢坂 剛∥著逢坂 剛∥著 902.3902.3902.3902.3

はじめよう!ミュージックベルはじめよう!ミュージックベルはじめよう!ミュージックベルはじめよう!ミュージックベル 竹内 圭子∥編著竹内 圭子∥編著竹内 圭子∥編著竹内 圭子∥編著 763.86763.86763.86763.86 路地裏の迷宮踏査路地裏の迷宮踏査路地裏の迷宮踏査路地裏の迷宮踏査 杉江 松恋∥著杉江 松恋∥著杉江 松恋∥著杉江 松恋∥著 902.3902.3902.3902.3

キース・ジャレットの頭のなかキース・ジャレットの頭のなかキース・ジャレットの頭のなかキース・ジャレットの頭のなか 中山 康樹∥著中山 康樹∥著中山 康樹∥著中山 康樹∥著 764.7764.7764.7764.7 子や孫に贈る童話100子や孫に贈る童話100子や孫に贈る童話100子や孫に贈る童話100 牧野 節子∥著牧野 節子∥著牧野 節子∥著牧野 節子∥著 909.3909.3909.3909.3

キース・ジャレットを聴け!キース・ジャレットを聴け!キース・ジャレットを聴け!キース・ジャレットを聴け! 中山 康樹∥著中山 康樹∥著中山 康樹∥著中山 康樹∥著 764.7764.7764.7764.7 私がデビューしたころ私がデビューしたころ私がデビューしたころ私がデビューしたころ
東京創元社編集東京創元社編集東京創元社編集東京創元社編集
部∥編部∥編部∥編部∥編

910.26910.26910.26910.26

哀しすぎるぞ、ロッパ哀しすぎるぞ、ロッパ哀しすぎるぞ、ロッパ哀しすぎるぞ、ロッパ 山本 一生∥著山本 一生∥著山本 一生∥著山本 一生∥著 775.2775.2775.2775.2 ひみつの王国ひみつの王国ひみつの王国ひみつの王国 尾崎 真理子∥著尾崎 真理子∥著尾崎 真理子∥著尾崎 真理子∥著 910.27910.27910.27910.27

世界文学をDVD映画で楽しもう!世界文学をDVD映画で楽しもう!世界文学をDVD映画で楽しもう!世界文学をDVD映画で楽しもう! 大串 夏身∥著大串 夏身∥著大串 夏身∥著大串 夏身∥著 778.04778.04778.04778.04
石井桃子の翻訳はなぜ子どもを石井桃子の翻訳はなぜ子どもを石井桃子の翻訳はなぜ子どもを石井桃子の翻訳はなぜ子どもを
ひきつけるのかひきつけるのかひきつけるのかひきつけるのか

竹内 美紀∥著竹内 美紀∥著竹内 美紀∥著竹内 美紀∥著 910.27910.27910.27910.27

歩いて行く二人　岸惠子 吉永小歩いて行く二人　岸惠子 吉永小歩いて行く二人　岸惠子 吉永小歩いて行く二人　岸惠子 吉永小
百合百合百合百合

岸 惠子∥著岸 惠子∥著岸 惠子∥著岸 惠子∥著 778.21778.21778.21778.21 江國香織を読む江國香織を読む江國香織を読む江國香織を読む 福田 和也∥著福田 和也∥著福田 和也∥著福田 和也∥著 910.27910.27910.27910.27

アカデミー賞大全甦るあの感動アカデミー賞大全甦るあの感動アカデミー賞大全甦るあの感動アカデミー賞大全甦るあの感動
SCREEN編集部SCREEN編集部SCREEN編集部SCREEN編集部
∥編集∥編集∥編集∥編集

778.25778.25778.25778.25 万葉集と日本人万葉集と日本人万葉集と日本人万葉集と日本人 小川 靖彦∥著小川 靖彦∥著小川 靖彦∥著小川 靖彦∥著 911.12911.12911.12911.12

オードリーのローマオードリーのローマオードリーのローマオードリーのローマ
ルドヴィカ　ダミルドヴィカ　ダミルドヴィカ　ダミルドヴィカ　ダミ
アーニ∥編集アーニ∥編集アーニ∥編集アーニ∥編集

778.25778.25778.25778.25 万葉びとの宴万葉びとの宴万葉びとの宴万葉びとの宴 上野 誠∥著上野 誠∥著上野 誠∥著上野 誠∥著 911.13911.13911.13911.13

花子とアン（連続テレビ小説）花子とアン（連続テレビ小説）花子とアン（連続テレビ小説）花子とアン（連続テレビ小説）
Part1Part1Part1Part1

村岡 恵理∥原案村岡 恵理∥原案村岡 恵理∥原案村岡 恵理∥原案 778.8778.8778.8778.8 ゼロから始める俳句入門ゼロから始める俳句入門ゼロから始める俳句入門ゼロから始める俳句入門 大高 翔∥監修大高 翔∥監修大高 翔∥監修大高 翔∥監修 911.31911.31911.31911.31

一生つかえる!サッカーのみかた一生つかえる!サッカーのみかた一生つかえる!サッカーのみかた一生つかえる!サッカーのみかた 徳永 尊信∥著徳永 尊信∥著徳永 尊信∥著徳永 尊信∥著 783.47783.47783.47783.47 子どもと楽しむ俳句教室子どもと楽しむ俳句教室子どもと楽しむ俳句教室子どもと楽しむ俳句教室 金子 兜太∥監修金子 兜太∥監修金子 兜太∥監修金子 兜太∥監修 911.31911.31911.31911.31

あなたの知らない85のネイマールあなたの知らない85のネイマールあなたの知らない85のネイマールあなたの知らない85のネイマール
ネイマール　ジュネイマール　ジュネイマール　ジュネイマール　ジュ
ニオール∥著ニオール∥著ニオール∥著ニオール∥著

783.47783.47783.47783.47 サラリーマン川柳よくばり傑作選サラリーマン川柳よくばり傑作選サラリーマン川柳よくばり傑作選サラリーマン川柳よくばり傑作選 やく みつる∥選やく みつる∥選やく みつる∥選やく みつる∥選 911.47911.47911.47911.47

最後のプレイボール　甲子園だ最後のプレイボール　甲子園だ最後のプレイボール　甲子園だ最後のプレイボール　甲子園だ
けが高校野球ではないけが高校野球ではないけが高校野球ではないけが高校野球ではない

岩崎 夏海∥監修岩崎 夏海∥監修岩崎 夏海∥監修岩崎 夏海∥監修 783.7783.7783.7783.7 百年の薔薇百年の薔薇百年の薔薇百年の薔薇 芥川 瑠璃子∥著芥川 瑠璃子∥著芥川 瑠璃子∥著芥川 瑠璃子∥著 911.52911.52911.52911.52

私、勝ちにいきます　自分で動く私、勝ちにいきます　自分で動く私、勝ちにいきます　自分で動く私、勝ちにいきます　自分で動く
から、人も動くから、人も動くから、人も動くから、人も動く

竹内 智香∥著竹内 智香∥著竹内 智香∥著竹内 智香∥著 784.39784.39784.39784.39 長唄の世界へようこそ長唄の世界へようこそ長唄の世界へようこそ長唄の世界へようこそ 細谷 朋子∥著細谷 朋子∥著細谷 朋子∥著細谷 朋子∥著 911.65911.65911.65911.65

雲の上に住む人　富士山須走口雲の上に住む人　富士山須走口雲の上に住む人　富士山須走口雲の上に住む人　富士山須走口
七合目の山小屋から七合目の山小屋から七合目の山小屋から七合目の山小屋から

関 次廣∥著関 次廣∥著関 次廣∥著関 次廣∥著 786.1786.1786.1786.1 ブルーシートブルーシートブルーシートブルーシート 飴屋 法水∥著飴屋 法水∥著飴屋 法水∥著飴屋 法水∥著 912.6912.6912.6912.6

786.3786.3786.3786.3 『枕草子』の歴史学『枕草子』の歴史学『枕草子』の歴史学『枕草子』の歴史学 五味 文彦∥著五味 文彦∥著五味 文彦∥著五味 文彦∥著 914.3914.3914.3914.3

岩手「いい川」渓流ヤマメ・イワナ岩手「いい川」渓流ヤマメ・イワナ岩手「いい川」渓流ヤマメ・イワナ岩手「いい川」渓流ヤマメ・イワナ
釣り場釣り場釣り場釣り場

つり人社書籍編つり人社書籍編つり人社書籍編つり人社書籍編
集部∥編集部∥編集部∥編集部∥編

787.15787.15787.15787.15 辛口・幸福論辛口・幸福論辛口・幸福論辛口・幸福論 曽野 綾子∥著曽野 綾子∥著曽野 綾子∥著曽野 綾子∥著 917917917917

勝運をつかむ　対局も、ビジネスも、勝運をつかむ　対局も、ビジネスも、勝運をつかむ　対局も、ビジネスも、勝運をつかむ　対局も、ビジネスも、
勝ち続ける人には理由がある。勝ち続ける人には理由がある。勝ち続ける人には理由がある。勝ち続ける人には理由がある。

谷川 浩司∥著谷川 浩司∥著谷川 浩司∥著谷川 浩司∥著 796.02796.02796.02796.02 陸游の詩と生き方陸游の詩と生き方陸游の詩と生き方陸游の詩と生き方 小池 延俊∥著小池 延俊∥著小池 延俊∥著小池 延俊∥著 921.5921.5921.5921.5

家庭用ゲーム機コンプリートガイ家庭用ゲーム機コンプリートガイ家庭用ゲーム機コンプリートガイ家庭用ゲーム機コンプリートガイ
ドドドド

山崎 功∥著山崎 功∥著山崎 功∥著山崎 功∥著 798.5798.5798.5798.5 死の都の風景死の都の風景死の都の風景死の都の風景
オトー　ドフ　クルオトー　ドフ　クルオトー　ドフ　クルオトー　ドフ　クル
カ∥著カ∥著カ∥著カ∥著

929.74929.74929.74929.74

愛しのアガサ・クリスティー愛しのアガサ・クリスティー愛しのアガサ・クリスティー愛しのアガサ・クリスティー
ヒラリー・マカスキヒラリー・マカスキヒラリー・マカスキヒラリー・マカスキ
ル∥著ル∥著ル∥著ル∥著

930.28930.28930.28930.28

はじめてのキャンピングはじめてのキャンピングはじめてのキャンピングはじめてのキャンピング

ドールハウス教本　vol.1ドールハウス教本　vol.1ドールハウス教本　vol.1ドールハウス教本　vol.1
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「赤毛のアン」の秘密「赤毛のアン」の秘密「赤毛のアン」の秘密「赤毛のアン」の秘密 小倉 千加子∥著小倉 千加子∥著小倉 千加子∥著小倉 千加子∥著 933.7933.7933.7933.7 夫からのモラル・ハラスメント夫からのモラル・ハラスメント夫からのモラル・ハラスメント夫からのモラル・ハラスメント まっち～∥著まっち～∥著まっち～∥著まっち～∥著 916916916916

快読『赤毛のアン』快読『赤毛のアン』快読『赤毛のアン』快読『赤毛のアン』 菱田 信彦∥著菱田 信彦∥著菱田 信彦∥著菱田 信彦∥著 933.7933.7933.7933.7 8時15分8時15分8時15分8時15分 美甘 章子∥著美甘 章子∥著美甘 章子∥著美甘 章子∥著 916916916916

私のもらった文学賞私のもらった文学賞私のもらった文学賞私のもらった文学賞
トーマス　ベルントーマス　ベルントーマス　ベルントーマス　ベルン
ハルト∥著ハルト∥著ハルト∥著ハルト∥著

944.7944.7944.7944.7 病み上がりの夜空に病み上がりの夜空に病み上がりの夜空に病み上がりの夜空に 矢幡 洋∥著矢幡 洋∥著矢幡 洋∥著矢幡 洋∥著 916916916916

ドン・キホーテ　前篇1～3ドン・キホーテ　前篇1～3ドン・キホーテ　前篇1～3ドン・キホーテ　前篇1～3
セルバンテス∥セルバンテス∥セルバンテス∥セルバンテス∥
作作作作

963963963963 小説（日本）小説（日本）小説（日本）小説（日本）

ドン・キホーテ　後篇1～3ドン・キホーテ　後篇1～3ドン・キホーテ　後篇1～3ドン・キホーテ　後篇1～3
セルバンテス∥セルバンテス∥セルバンテス∥セルバンテス∥
作作作作

963963963963 男一代之改革男一代之改革男一代之改革男一代之改革 青木 淳悟∥著青木 淳悟∥著青木 淳悟∥著青木 淳悟∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

ドストエフスキードストエフスキードストエフスキードストエフスキー
ヴィリジル　タナヴィリジル　タナヴィリジル　タナヴィリジル　タナ
ズ∥著ズ∥著ズ∥著ズ∥著

980.2980.2980.2980.2 燕岳殺人の暦燕岳殺人の暦燕岳殺人の暦燕岳殺人の暦 梓 林太郎∥著梓 林太郎∥著梓 林太郎∥著梓 林太郎∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

ロシアの昔話ロシアの昔話ロシアの昔話ロシアの昔話
内田 莉莎子∥編内田 莉莎子∥編内田 莉莎子∥編内田 莉莎子∥編
訳訳訳訳

983983983983 女の子は、明日も。女の子は、明日も。女の子は、明日も。女の子は、明日も。 飛鳥井 千砂∥著飛鳥井 千砂∥著飛鳥井 千砂∥著飛鳥井 千砂∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュエッセイ、日記・紀行、ルポルタージュエッセイ、日記・紀行、ルポルタージュエッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ 黄金(きん)の烏黄金(きん)の烏黄金(きん)の烏黄金(きん)の烏 阿部 智里∥著阿部 智里∥著阿部 智里∥著阿部 智里∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

ソボちゃんソボちゃんソボちゃんソボちゃん 有吉 玉青∥著有吉 玉青∥著有吉 玉青∥著有吉 玉青∥著 914.6914.6914.6914.6 もう教祖しかない!もう教祖しかない!もう教祖しかない!もう教祖しかない! 天祢 涼∥著天祢 涼∥著天祢 涼∥著天祢 涼∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

もじ笑うもじ笑うもじ笑うもじ笑う 石田 千∥著石田 千∥著石田 千∥著石田 千∥著 914.6914.6914.6914.6 ゼロの迎撃ゼロの迎撃ゼロの迎撃ゼロの迎撃 安生 正∥著安生 正∥著安生 正∥著安生 正∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

私の海私の海私の海私の海 石原 慎太郎∥著石原 慎太郎∥著石原 慎太郎∥著石原 慎太郎∥著 914.6914.6914.6914.6 杉下右京のアリバイ杉下右京のアリバイ杉下右京のアリバイ杉下右京のアリバイ 碇 卯人∥著碇 卯人∥著碇 卯人∥著碇 卯人∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

ゆるやかな生き方ゆるやかな生き方ゆるやかな生き方ゆるやかな生き方 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 御子を抱く御子を抱く御子を抱く御子を抱く 石持 浅海∥著石持 浅海∥著石持 浅海∥著石持 浅海∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

おいしい街と本と人おいしい街と本と人おいしい街と本と人おいしい街と本と人 今江 祥智∥著今江 祥智∥著今江 祥智∥著今江 祥智∥著 914.6914.6914.6914.6 憎悪のパレード憎悪のパレード憎悪のパレード憎悪のパレード 石田 衣良∥著石田 衣良∥著石田 衣良∥著石田 衣良∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

さるのこしかけさるのこしかけさるのこしかけさるのこしかけ さくら ももこ∥著さくら ももこ∥著さくら ももこ∥著さくら ももこ∥著 914.6914.6914.6914.6 南島小説二題南島小説二題南島小説二題南島小説二題
いとう せいこう∥いとう せいこう∥いとう せいこう∥いとう せいこう∥
著著著著

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

もものかんづめもものかんづめもものかんづめもものかんづめ さくら  ももこ∥著さくら  ももこ∥著さくら  ももこ∥著さくら  ももこ∥著 914.6914.6914.6914.6 野望の憑依者(よりまし)野望の憑依者(よりまし)野望の憑依者(よりまし)野望の憑依者(よりまし) 伊東 潤∥著伊東 潤∥著伊東 潤∥著伊東 潤∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

屋久島発、晴耕雨読屋久島発、晴耕雨読屋久島発、晴耕雨読屋久島発、晴耕雨読 長井 三郎∥著長井 三郎∥著長井 三郎∥著長井 三郎∥著 914.6914.6914.6914.6 フラッシュモブフラッシュモブフラッシュモブフラッシュモブ 遠藤 武文∥著遠藤 武文∥著遠藤 武文∥著遠藤 武文∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

一私小説書きの独語一私小説書きの独語一私小説書きの独語一私小説書きの独語 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 O介O介O介O介 大鋸 一正∥著大鋸 一正∥著大鋸 一正∥著大鋸 一正∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

日本人に生まれて、まあよかった日本人に生まれて、まあよかった日本人に生まれて、まあよかった日本人に生まれて、まあよかった 平川 祐弘∥著平川 祐弘∥著平川 祐弘∥著平川 祐弘∥著 914.6914.6914.6914.6 雨の狩人雨の狩人雨の狩人雨の狩人 大沢 在昌∥著大沢 在昌∥著大沢 在昌∥著大沢 在昌∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

歳月パラパラ歳月パラパラ歳月パラパラ歳月パラパラ 眉村 卓∥著眉村 卓∥著眉村 卓∥著眉村 卓∥著 914.6914.6914.6914.6 死の天使はドミノを倒す死の天使はドミノを倒す死の天使はドミノを倒す死の天使はドミノを倒す 太田 忠司∥著太田 忠司∥著太田 忠司∥著太田 忠司∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

96歳。今日を喜ぶ。一人をたのし96歳。今日を喜ぶ。一人をたのし96歳。今日を喜ぶ。一人をたのし96歳。今日を喜ぶ。一人をたのし
むむむむ

吉沢 久子∥著吉沢 久子∥著吉沢 久子∥著吉沢 久子∥著 914.6914.6914.6914.6 猫弁と魔女裁判猫弁と魔女裁判猫弁と魔女裁判猫弁と魔女裁判 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

ビールビールビールビール
赤塚 不二夫∥ほ赤塚 不二夫∥ほ赤塚 不二夫∥ほ赤塚 不二夫∥ほ
か著か著か著か著

914.68914.68914.68914.68 蜂に魅かれた容疑者蜂に魅かれた容疑者蜂に魅かれた容疑者蜂に魅かれた容疑者 大倉 崇裕∥著大倉 崇裕∥著大倉 崇裕∥著大倉 崇裕∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

ちいさな城下町ちいさな城下町ちいさな城下町ちいさな城下町 安西 水丸∥著安西 水丸∥著安西 水丸∥著安西 水丸∥著 915.6915.6915.6915.6 太閤の能楽師太閤の能楽師太閤の能楽師太閤の能楽師 奥山 景布子∥著奥山 景布子∥著奥山 景布子∥著奥山 景布子∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

源郷のアジア源郷のアジア源郷のアジア源郷のアジア 佐伯 敏光∥著佐伯 敏光∥著佐伯 敏光∥著佐伯 敏光∥著 915.6915.6915.6915.6 トワイライト・シャッフルトワイライト・シャッフルトワイライト・シャッフルトワイライト・シャッフル 乙川 優三郎∥著乙川 優三郎∥著乙川 優三郎∥著乙川 優三郎∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

シャバはつらいよシャバはつらいよシャバはつらいよシャバはつらいよ 大野 更紗∥著大野 更紗∥著大野 更紗∥著大野 更紗∥著 916916916916 それは甘くないかなあ、森くん。それは甘くないかなあ、森くん。それは甘くないかなあ、森くん。それは甘くないかなあ、森くん。 小野寺 史宜∥著小野寺 史宜∥著小野寺 史宜∥著小野寺 史宜∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

きみは赤ちゃんきみは赤ちゃんきみは赤ちゃんきみは赤ちゃん 川上 未映子∥著川上 未映子∥著川上 未映子∥著川上 未映子∥著 916916916916 シェルターケイジシェルターケイジシェルターケイジシェルターケイジ
織守 きょうや∥織守 きょうや∥織守 きょうや∥織守 きょうや∥
著著著著

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

炎を越えて炎を越えて炎を越えて炎を越えて 杉原 美津子∥著杉原 美津子∥著杉原 美津子∥著杉原 美津子∥著 916916916916 アクアマリンの神殿アクアマリンの神殿アクアマリンの神殿アクアマリンの神殿 海堂 尊∥著海堂 尊∥著海堂 尊∥著海堂 尊∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

恵恵 日中の海を越えた愛恵恵 日中の海を越えた愛恵恵 日中の海を越えた愛恵恵 日中の海を越えた愛 恵恵∥著恵恵∥著恵恵∥著恵恵∥著 916916916916
勝ち逃げの女王　君たちに明日勝ち逃げの女王　君たちに明日勝ち逃げの女王　君たちに明日勝ち逃げの女王　君たちに明日
はない4はない4はない4はない4

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
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平凡平凡平凡平凡 角田 光代∥著角田 光代∥著角田 光代∥著角田 光代∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 ぱりぱりぱりぱりぱりぱりぱりぱり 瀧羽 麻子∥著瀧羽 麻子∥著瀧羽 麻子∥著瀧羽 麻子∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

短編を七つ、書いた順短編を七つ、書いた順短編を七つ、書いた順短編を七つ、書いた順 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 麒麟の舌を持つ男麒麟の舌を持つ男麒麟の舌を持つ男麒麟の舌を持つ男 田中 経一∥著田中 経一∥著田中 経一∥著田中 経一∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

クラウド　上下クラウド　上下クラウド　上下クラウド　上下 門谷 憲二∥著門谷 憲二∥著門谷 憲二∥著門谷 憲二∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 内通者内通者内通者内通者 堂場 瞬一∥著堂場 瞬一∥著堂場 瞬一∥著堂場 瞬一∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

ひかげ旅館へいらっしゃいひかげ旅館へいらっしゃいひかげ旅館へいらっしゃいひかげ旅館へいらっしゃい 加藤 元∥著加藤 元∥著加藤 元∥著加藤 元∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 ウェーブウェーブウェーブウェーブ 時武 ぼたん∥著時武 ぼたん∥著時武 ぼたん∥著時武 ぼたん∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

ムラカミのホームランムラカミのホームランムラカミのホームランムラカミのホームラン 川崎 徹∥著川崎 徹∥著川崎 徹∥著川崎 徹∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 幕末まらそん侍幕末まらそん侍幕末まらそん侍幕末まらそん侍 土橋 章宏∥著土橋 章宏∥著土橋 章宏∥著土橋 章宏∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

水底の棘水底の棘水底の棘水底の棘 川瀬 七緒∥著川瀬 七緒∥著川瀬 七緒∥著川瀬 七緒∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 AAAA 中村 文則∥著中村 文則∥著中村 文則∥著中村 文則∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

隣之怪　第6夜隣之怪　第6夜隣之怪　第6夜隣之怪　第6夜 木原 浩勝∥著木原 浩勝∥著木原 浩勝∥著木原 浩勝∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 はぐれ雀はぐれ雀はぐれ雀はぐれ雀 中嶋 隆∥著中嶋 隆∥著中嶋 隆∥著中嶋 隆∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

魔性のダンサー ローラ・モンテス魔性のダンサー ローラ・モンテス魔性のダンサー ローラ・モンテス魔性のダンサー ローラ・モンテス 桐生 操∥著桐生 操∥著桐生 操∥著桐生 操∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 怪談狩り赤い顔怪談狩り赤い顔怪談狩り赤い顔怪談狩り赤い顔 中山 市朗∥著中山 市朗∥著中山 市朗∥著中山 市朗∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

芥川症芥川症芥川症芥川症 久坂部 羊∥著久坂部 羊∥著久坂部 羊∥著久坂部 羊∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 海うそ海うそ海うそ海うそ 梨木 香歩∥著梨木 香歩∥著梨木 香歩∥著梨木 香歩∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

真っ白な図面とタイムマシン真っ白な図面とタイムマシン真っ白な図面とタイムマシン真っ白な図面とタイムマシン
Goose house∥原Goose house∥原Goose house∥原Goose house∥原
案案案案

N913.6N913.6N913.6N913.6 松姫はゆく松姫はゆく松姫はゆく松姫はゆく 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

たまものたまものたまものたまもの 小池 昌代∥著小池 昌代∥著小池 昌代∥著小池 昌代∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6
十津川警部日本縦断長篇ベスト十津川警部日本縦断長篇ベスト十津川警部日本縦断長篇ベスト十津川警部日本縦断長篇ベスト
選集37　外房線60秒の罠選集37　外房線60秒の罠選集37　外房線60秒の罠選集37　外房線60秒の罠

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

硝子の探偵と銀の密室硝子の探偵と銀の密室硝子の探偵と銀の密室硝子の探偵と銀の密室 小島 正樹∥著小島 正樹∥著小島 正樹∥著小島 正樹∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6
十津川警部日本縦断長篇ベスト十津川警部日本縦断長篇ベスト十津川警部日本縦断長篇ベスト十津川警部日本縦断長篇ベスト
選集38　尾道・倉敷殺人ルート選集38　尾道・倉敷殺人ルート選集38　尾道・倉敷殺人ルート選集38　尾道・倉敷殺人ルート

西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著西村 京太郎∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

エンダーズ・デッドリードライヴエンダーズ・デッドリードライヴエンダーズ・デッドリードライヴエンダーズ・デッドリードライヴ 後藤 勝∥著後藤 勝∥著後藤 勝∥著後藤 勝∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 新・東京駅殺人事件新・東京駅殺人事件新・東京駅殺人事件新・東京駅殺人事件 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

人生は彼女の腹筋人生は彼女の腹筋人生は彼女の腹筋人生は彼女の腹筋 駒沢 敏器∥著駒沢 敏器∥著駒沢 敏器∥著駒沢 敏器∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 ミッション建国ミッション建国ミッション建国ミッション建国 楡 周平∥著楡 周平∥著楡 周平∥著楡 周平∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

知の孤島知の孤島知の孤島知の孤島 小前 亮∥著小前 亮∥著小前 亮∥著小前 亮∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 結婚結婚結婚結婚 橋本 治∥著橋本 治∥著橋本 治∥著橋本 治∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

胡蝶殺し胡蝶殺し胡蝶殺し胡蝶殺し 近藤 史恵∥著近藤 史恵∥著近藤 史恵∥著近藤 史恵∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 許されざるもの許されざるもの許されざるもの許されざるもの 樋口 明雄∥著樋口 明雄∥著樋口 明雄∥著樋口 明雄∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

まるまるの毬まるまるの毬まるまるの毬まるまるの毬 西條 奈加∥著西條 奈加∥著西條 奈加∥著西條 奈加∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 金魚鉢の夏金魚鉢の夏金魚鉢の夏金魚鉢の夏 樋口 有介∥著樋口 有介∥著樋口 有介∥著樋口 有介∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

日本一の女日本一の女日本一の女日本一の女 斉木 香津∥著斉木 香津∥著斉木 香津∥著斉木 香津∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 還暦少年還暦少年還暦少年還暦少年 平山 讓∥著平山 讓∥著平山 讓∥著平山 讓∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

おれたちの故郷おれたちの故郷おれたちの故郷おれたちの故郷 佐川 光晴∥著佐川 光晴∥著佐川 光晴∥著佐川 光晴∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 波風波風波風波風 藤岡 陽子∥著藤岡 陽子∥著藤岡 陽子∥著藤岡 陽子∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

失踪都市失踪都市失踪都市失踪都市 笹本 稜平∥著笹本 稜平∥著笹本 稜平∥著笹本 稜平∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 悟浄出立悟浄出立悟浄出立悟浄出立 万城目 学∥著万城目 学∥著万城目 学∥著万城目 学∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

藍のエチュード藍のエチュード藍のエチュード藍のエチュード 里見 蘭∥著里見 蘭∥著里見 蘭∥著里見 蘭∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 敬語で旅する四人の男敬語で旅する四人の男敬語で旅する四人の男敬語で旅する四人の男 麻宮 ゆり子∥著麻宮 ゆり子∥著麻宮 ゆり子∥著麻宮 ゆり子∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

月蝕楽園月蝕楽園月蝕楽園月蝕楽園 朱川 湊人∥著朱川 湊人∥著朱川 湊人∥著朱川 湊人∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 推定脅威推定脅威推定脅威推定脅威 未須本 有生∥著未須本 有生∥著未須本 有生∥著未須本 有生∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

ビタースイートワルツビタースイートワルツビタースイートワルツビタースイートワルツ 小路 幸也∥著小路 幸也∥著小路 幸也∥著小路 幸也∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 山女日記山女日記山女日記山女日記 湊 かなえ∥著湊 かなえ∥著湊 かなえ∥著湊 かなえ∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

そして奔流へそして奔流へそして奔流へそして奔流へ 白川 道∥著白川 道∥著白川 道∥著白川 道∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 風を待つ日風を待つ日風を待つ日風を待つ日 村木 嵐∥著村木 嵐∥著村木 嵐∥著村木 嵐∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

総理大臣暗殺クラブ総理大臣暗殺クラブ総理大臣暗殺クラブ総理大臣暗殺クラブ 白河 三兎∥著白河 三兎∥著白河 三兎∥著白河 三兎∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 偽恋愛小説家偽恋愛小説家偽恋愛小説家偽恋愛小説家 森 晶麿∥著森 晶麿∥著森 晶麿∥著森 晶麿∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

アンダーカバーアンダーカバーアンダーカバーアンダーカバー 真保 裕一∥著真保 裕一∥著真保 裕一∥著真保 裕一∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 棟居刑事の永遠(とわ)の狩人棟居刑事の永遠(とわ)の狩人棟居刑事の永遠(とわ)の狩人棟居刑事の永遠(とわ)の狩人 森村 誠一∥著森村 誠一∥著森村 誠一∥著森村 誠一∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6

勁草の人勁草の人勁草の人勁草の人 高杉 良∥著高杉 良∥著高杉 良∥著高杉 良∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 うどんの時間うどんの時間うどんの時間うどんの時間 山下 貴光∥著山下 貴光∥著山下 貴光∥著山下 貴光∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6
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つばきつばきつばきつばき 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 魔聖の迷宮　グイン・サーガ133魔聖の迷宮　グイン・サーガ133魔聖の迷宮　グイン・サーガ133魔聖の迷宮　グイン・サーガ133 五代 ゆう∥著五代 ゆう∥著五代 ゆう∥著五代 ゆう∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

芸者でGO!芸者でGO!芸者でGO!芸者でGO! 山本 幸久∥著山本 幸久∥著山本 幸久∥著山本 幸久∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6
弓張ノ月　居眠り磐音江戸双紙弓張ノ月　居眠り磐音江戸双紙弓張ノ月　居眠り磐音江戸双紙弓張ノ月　居眠り磐音江戸双紙
46464646

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

プラトニック・プラネッツプラトニック・プラネッツプラトニック・プラネッツプラトニック・プラネッツ 雪舟 えま∥著雪舟 えま∥著雪舟 えま∥著雪舟 えま∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 夜の床屋夜の床屋夜の床屋夜の床屋 沢村 浩輔∥著沢村 浩輔∥著沢村 浩輔∥著沢村 浩輔∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

吾輩ハ猫ニナル吾輩ハ猫ニナル吾輩ハ猫ニナル吾輩ハ猫ニナル 横山 悠太∥著横山 悠太∥著横山 悠太∥著横山 悠太∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6
神従の獣～ジェヴォーダン異聞神従の獣～ジェヴォーダン異聞神従の獣～ジェヴォーダン異聞神従の獣～ジェヴォーダン異聞
～　欧州妖異譚9～　欧州妖異譚9～　欧州妖異譚9～　欧州妖異譚9

篠原 美季∥著篠原 美季∥著篠原 美季∥著篠原 美季∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

オロマップオロマップオロマップオロマップ 吉村 龍一∥著吉村 龍一∥著吉村 龍一∥著吉村 龍一∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6
迷子と迷子のアクセサリー店　家迷子と迷子のアクセサリー店　家迷子と迷子のアクセサリー店　家迷子と迷子のアクセサリー店　家
なき少年と彷徨う国なき少年と彷徨う国なき少年と彷徨う国なき少年と彷徨う国

高里 椎奈∥著高里 椎奈∥著高里 椎奈∥著高里 椎奈∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

誉れの赤誉れの赤誉れの赤誉れの赤 吉川 永青∥著吉川 永青∥著吉川 永青∥著吉川 永青∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6
ハナシがちがう!　笑酔亭梅寿謎ハナシがちがう!　笑酔亭梅寿謎ハナシがちがう!　笑酔亭梅寿謎ハナシがちがう!　笑酔亭梅寿謎
解噺解噺解噺解噺

田中 啓文∥著田中 啓文∥著田中 啓文∥著田中 啓文∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

ナウ・ローディングナウ・ローディングナウ・ローディングナウ・ローディング 詠坂 雄二∥著詠坂 雄二∥著詠坂 雄二∥著詠坂 雄二∥著 N913.6N913.6N913.6N913.6 太陽が死んだ夜太陽が死んだ夜太陽が死んだ夜太陽が死んだ夜 月原 渉∥著月原 渉∥著月原 渉∥著月原 渉∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

代表作時代小説　平成26年度代表作時代小説　平成26年度代表作時代小説　平成26年度代表作時代小説　平成26年度
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

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

白蓮れんれん白蓮れんれん白蓮れんれん白蓮れんれん 林 真理子∥著林 真理子∥著林 真理子∥著林 真理子∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

小説（外国）小説（外国）小説（外国）小説（外国）
ジャックナイフ・ガール　桐崎マヤジャックナイフ・ガール　桐崎マヤジャックナイフ・ガール　桐崎マヤジャックナイフ・ガール　桐崎マヤ
の疾走の疾走の疾走の疾走

深町 秋生∥著深町 秋生∥著深町 秋生∥著深町 秋生∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

死者たちの七日間死者たちの七日間死者たちの七日間死者たちの七日間 余 華∥著余 華∥著余 華∥著余 華∥著 F923.7F923.7F923.7F923.7
招きの音に乱れ飛べ　少年陰陽招きの音に乱れ飛べ　少年陰陽招きの音に乱れ飛べ　少年陰陽招きの音に乱れ飛べ　少年陰陽
師42師42師42師42

結城 光流∥著結城 光流∥著結城 光流∥著結城 光流∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

シンイ-信義-　2シンイ-信義-　2シンイ-信義-　2シンイ-信義-　2 ソン ジナ∥著ソン ジナ∥著ソン ジナ∥著ソン ジナ∥著
F929.1F929.1F929.1F929.1
3333

さよならの儀式　年刊日本SF傑さよならの儀式　年刊日本SF傑さよならの儀式　年刊日本SF傑さよならの儀式　年刊日本SF傑
作選作選作選作選

大森 望∥編大森 望∥編大森 望∥編大森 望∥編
BN913BN913BN913BN913
.68.68.68.68

カッコウの呼び声上下カッコウの呼び声上下カッコウの呼び声上下カッコウの呼び声上下
ロバート  ガルブロバート  ガルブロバート  ガルブロバート  ガルブ
レイス∥著レイス∥著レイス∥著レイス∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7 ベヒモス　クラーケンと潜水艦ベヒモス　クラーケンと潜水艦ベヒモス　クラーケンと潜水艦ベヒモス　クラーケンと潜水艦
スコット  ウエススコット  ウエススコット  ウエススコット  ウエス
ターフェルド∥著ターフェルド∥著ターフェルド∥著ターフェルド∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

北斎と応為　上下北斎と応為　上下北斎と応為　上下北斎と応為　上下
キャサリン  ゴヴィキャサリン  ゴヴィキャサリン  ゴヴィキャサリン  ゴヴィ
エ∥著エ∥著エ∥著エ∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7 スィールの娘　マビノギオン物語2スィールの娘　マビノギオン物語2スィールの娘　マビノギオン物語2スィールの娘　マビノギオン物語2
エヴァンジェリンエヴァンジェリンエヴァンジェリンエヴァンジェリン
ウォルトン∥著ウォルトン∥著ウォルトン∥著ウォルトン∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

This is the LifeThis is the LifeThis is the LifeThis is the Life
アレックス  シアアレックス  シアアレックス  シアアレックス  シア
ラー∥著ラー∥著ラー∥著ラー∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7 三つの棺三つの棺三つの棺三つの棺
ジョン  ディクスンジョン  ディクスンジョン  ディクスンジョン  ディクスン
カー∥著カー∥著カー∥著カー∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

服用禁止服用禁止服用禁止服用禁止
アントニイ  バーアントニイ  バーアントニイ  バーアントニイ  バー
クリー∥著クリー∥著クリー∥著クリー∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7
落ちこぼれネクロマンサーと死せ落ちこぼれネクロマンサーと死せ落ちこぼれネクロマンサーと死せ落ちこぼれネクロマンサーと死せ
る美女る美女る美女る美女

メラニー  カードメラニー  カードメラニー  カードメラニー  カード
∥著∥著∥著∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

狂った殺人狂った殺人狂った殺人狂った殺人
フィリップ  マクドフィリップ  マクドフィリップ  マクドフィリップ  マクド
ナルド∥著ナルド∥著ナルド∥著ナルド∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7 規格外ホテル規格外ホテル規格外ホテル規格外ホテル
デボラ  クーンツデボラ  クーンツデボラ  クーンツデボラ  クーンツ
∥著∥著∥著∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

熱帯雨林の彼方へ熱帯雨林の彼方へ熱帯雨林の彼方へ熱帯雨林の彼方へ
カレン  テイ  ヤカレン  テイ  ヤカレン  テイ  ヤカレン  テイ  ヤ
マシタ∥著マシタ∥著マシタ∥著マシタ∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7 駄作駄作駄作駄作
ジェシー  ケラージェシー  ケラージェシー  ケラージェシー  ケラー
マン∥著マン∥著マン∥著マン∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

SF的な宇宙で安全に暮らすってSF的な宇宙で安全に暮らすってSF的な宇宙で安全に暮らすってSF的な宇宙で安全に暮らすって
いうこというこというこということ

チャールズ  ユウチャールズ  ユウチャールズ  ユウチャールズ  ユウ
∥著∥著∥著∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7 ガニメデ支配ガニメデ支配ガニメデ支配ガニメデ支配 P.K.ディック∥著P.K.ディック∥著P.K.ディック∥著P.K.ディック∥著
BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

忘却の声　上下忘却の声　上下忘却の声　上下忘却の声　上下
アリス  ラプラントアリス  ラプラントアリス  ラプラントアリス  ラプラント
∥著∥著∥著∥著

F933.7F933.7F933.7F933.7
小さな黒い箱　ディック短篇傑作小さな黒い箱　ディック短篇傑作小さな黒い箱　ディック短篇傑作小さな黒い箱　ディック短篇傑作
選選選選

フィリップ  K.フィリップ  K.フィリップ  K.フィリップ  K.
ディック∥著ディック∥著ディック∥著ディック∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

窓から逃げた100歳老人窓から逃げた100歳老人窓から逃げた100歳老人窓から逃げた100歳老人
ヨナス  ヨナソンヨナス  ヨナソンヨナス  ヨナソンヨナス  ヨナソン
∥著∥著∥著∥著

F949.8F949.8F949.8F949.8
3333

星影の娘と真紅の帝国　上下星影の娘と真紅の帝国　上下星影の娘と真紅の帝国　上下星影の娘と真紅の帝国　上下
レイニ  テイラーレイニ  テイラーレイニ  テイラーレイニ  テイラー
∥著∥著∥著∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

チュチュ　世紀末風俗奇譚チュチュ　世紀末風俗奇譚チュチュ　世紀末風俗奇譚チュチュ　世紀末風俗奇譚
プランセス  サップランセス  サップランセス  サップランセス  サッ
フォー∥著フォー∥著フォー∥著フォー∥著

F953.6F953.6F953.6F953.6
太陽の召喚者　魔法師グリーシャ太陽の召喚者　魔法師グリーシャ太陽の召喚者　魔法師グリーシャ太陽の召喚者　魔法師グリーシャ
の騎士団1の騎士団1の騎士団1の騎士団1

リー  バーデュゴリー  バーデュゴリー  バーデュゴリー  バーデュゴ
∥著∥著∥著∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

火曜日の手紙火曜日の手紙火曜日の手紙火曜日の手紙
エレーヌ  グレミヨエレーヌ  グレミヨエレーヌ  グレミヨエレーヌ  グレミヨ
ン∥著ン∥著ン∥著ン∥著

F953.7F953.7F953.7F953.7
本を隠すなら本の中に　本の町本を隠すなら本の中に　本の町本を隠すなら本の中に　本の町本を隠すなら本の中に　本の町
の殺人3の殺人3の殺人3の殺人3

ローナ  バレットローナ  バレットローナ  バレットローナ  バレット
∥著∥著∥著∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

ローマで消えた女たちローマで消えた女たちローマで消えた女たちローマで消えた女たち
ドナート  カッリードナート  カッリードナート  カッリードナート  カッリー
ジ∥著ジ∥著ジ∥著ジ∥著

F973F973F973F973 孤児たちの軍隊　2孤児たちの軍隊　2孤児たちの軍隊　2孤児たちの軍隊　2
ロバート  ブートロバート  ブートロバート  ブートロバート  ブート
ナー∥著ナー∥著ナー∥著ナー∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

文庫文庫文庫文庫 そして、きみが教えてくれたことそして、きみが教えてくれたことそして、きみが教えてくれたことそして、きみが教えてくれたこと
コリーン  フーコリーン  フーコリーン  フーコリーン  フー
ヴァー∥著ヴァー∥著ヴァー∥著ヴァー∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

ちょっと徳右衛門　幕府役人事情ちょっと徳右衛門　幕府役人事情ちょっと徳右衛門　幕府役人事情ちょっと徳右衛門　幕府役人事情 稲葉 稔∥著稲葉 稔∥著稲葉 稔∥著稲葉 稔∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

華氏451度華氏451度華氏451度華氏451度
レイ  ブラッドベリレイ  ブラッドベリレイ  ブラッドベリレイ  ブラッドベリ
∥著∥著∥著∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

心霊探偵八雲　ANOTHER心霊探偵八雲　ANOTHER心霊探偵八雲　ANOTHER心霊探偵八雲　ANOTHER
FILES祈りの柩FILES祈りの柩FILES祈りの柩FILES祈りの柩

神永 学∥著神永 学∥著神永 学∥著神永 学∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

潮風に殺意が漂う　上下潮風に殺意が漂う　上下潮風に殺意が漂う　上下潮風に殺意が漂う　上下
スーザン  ブロッスーザン  ブロッスーザン  ブロッスーザン  ブロッ
クマン∥著クマン∥著クマン∥著クマン∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

化学探偵Mr.キュリー　2化学探偵Mr.キュリー　2化学探偵Mr.キュリー　2化学探偵Mr.キュリー　2 喜多 喜久∥著喜多 喜久∥著喜多 喜久∥著喜多 喜久∥著
BN913BN913BN913BN913
.6.6.6.6

犯罪心理捜査官セバスチャン犯罪心理捜査官セバスチャン犯罪心理捜査官セバスチャン犯罪心理捜査官セバスチャン
上下上下上下上下

M.ヨート∥著M.ヨート∥著M.ヨート∥著M.ヨート∥著
BF933.BF933.BF933.BF933.
7777
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思い出のマーニー思い出のマーニー思い出のマーニー思い出のマーニー
ジョーン  G.ロビジョーン  G.ロビジョーン  G.ロビジョーン  G.ロビ
ンソン∥著ンソン∥著ンソン∥著ンソン∥著

BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

大おばさんの不思議なレシピ大おばさんの不思議なレシピ大おばさんの不思議なレシピ大おばさんの不思議なレシピ 柏葉 幸子∥作柏葉 幸子∥作柏葉 幸子∥作柏葉 幸子∥作 KNKNKNKN

裏切り者の街角　イヴ&ローク33裏切り者の街角　イヴ&ローク33裏切り者の街角　イヴ&ローク33裏切り者の街角　イヴ&ローク33 J.D.ロブ∥著J.D.ロブ∥著J.D.ロブ∥著J.D.ロブ∥著
BF933.BF933.BF933.BF933.
7777

氷の上のプリンセス　2氷の上のプリンセス　2氷の上のプリンセス　2氷の上のプリンセス　2 風野 潮∥作風野 潮∥作風野 潮∥作風野 潮∥作 KNKNKNKN

おばけのソッチとぞびぞびキャンおばけのソッチとぞびぞびキャンおばけのソッチとぞびぞびキャンおばけのソッチとぞびぞびキャン
ディーディーディーディー

角野 栄子∥さく角野 栄子∥さく角野 栄子∥さく角野 栄子∥さく KNKNKNKN

C4C4C4C4 子リスのカリンとキッコ子リスのカリンとキッコ子リスのカリンとキッコ子リスのカリンとキッコ 金治 直美∥作金治 直美∥作金治 直美∥作金治 直美∥作 KNKNKNKN

郷土資料郷土資料郷土資料郷土資料 少年動物誌少年動物誌少年動物誌少年動物誌 河合 雅雄∥作河合 雅雄∥作河合 雅雄∥作河合 雅雄∥作 KNKNKNKN

仙台の珍談奇談仙台の珍談奇談仙台の珍談奇談仙台の珍談奇談 田村  昭∥編著田村  昭∥編著田村  昭∥編著田村  昭∥編著 M049M049M049M049 はりねずみのルーチカはりねずみのルーチカはりねずみのルーチカはりねずみのルーチカ
かんの ゆうこ∥かんの ゆうこ∥かんの ゆうこ∥かんの ゆうこ∥
作作作作

KNKNKNKN

参考資料参考資料参考資料参考資料（貸出はできません。館内でごらんください）（貸出はできません。館内でごらんください）（貸出はできません。館内でごらんください）（貸出はできません。館内でごらんください） 流れのほとり流れのほとり流れのほとり流れのほとり 神沢 利子∥作神沢 利子∥作神沢 利子∥作神沢 利子∥作 KNKNKNKN

R023.1R023.1R023.1R023.1 ともだちのまほうともだちのまほうともだちのまほうともだちのまほう 北川 チハル∥作北川 チハル∥作北川 チハル∥作北川 チハル∥作 KNKNKNKN

世界の統計　2014世界の統計　2014世界の統計　2014世界の統計　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

R350.9R350.9R350.9R350.9
私立霊界高校　NOBUNAGA降私立霊界高校　NOBUNAGA降私立霊界高校　NOBUNAGA降私立霊界高校　NOBUNAGA降
臨臨臨臨

楠木 誠一郎∥著楠木 誠一郎∥著楠木 誠一郎∥著楠木 誠一郎∥著 KNKNKNKN

児童書（ものがたり）児童書（ものがたり）児童書（ものがたり）児童書（ものがたり） 超常現象Qの時間　1超常現象Qの時間　1超常現象Qの時間　1超常現象Qの時間　1 九段 まもる∥作九段 まもる∥作九段 まもる∥作九段 まもる∥作 KNKNKNKN

忍たま乱太郎59　あたらしいトカ忍たま乱太郎59　あたらしいトカ忍たま乱太郎59　あたらしいトカ忍たま乱太郎59　あたらしいトカ
ゲの段ゲの段ゲの段ゲの段

尼子 騒兵衛∥原尼子 騒兵衛∥原尼子 騒兵衛∥原尼子 騒兵衛∥原
作作作作

KNKNKNKN ほねほねザウルス　4・6･9･12ほねほねザウルス　4・6･9･12ほねほねザウルス　4・6･9･12ほねほねザウルス　4・6･9･12
カバヤ食品株式会カバヤ食品株式会カバヤ食品株式会カバヤ食品株式会
社∥原案  監修社∥原案  監修社∥原案  監修社∥原案  監修

KNKNKNKN

おきゃくさまはルルとララおきゃくさまはルルとララおきゃくさまはルルとララおきゃくさまはルルとララ
あんびる やすこあんびる やすこあんびる やすこあんびる やすこ
∥著∥著∥著∥著

KNKNKNKN ゆびぬき小路の秘密ゆびぬき小路の秘密ゆびぬき小路の秘密ゆびぬき小路の秘密 小風 さち∥作小風 さち∥作小風 さち∥作小風 さち∥作 KNKNKNKN

ルルとララのコットンのマカロンルルとララのコットンのマカロンルルとララのコットンのマカロンルルとララのコットンのマカロン
あんびる やすこあんびる やすこあんびる やすこあんびる やすこ
∥作  絵∥作  絵∥作  絵∥作  絵

KNKNKNKN 図書室のふしぎな出会い図書室のふしぎな出会い図書室のふしぎな出会い図書室のふしぎな出会い 小原 麻由美∥作小原 麻由美∥作小原 麻由美∥作小原 麻由美∥作 KNKNKNKN

あやとりの記あやとりの記あやとりの記あやとりの記 石牟礼 道子∥作石牟礼 道子∥作石牟礼 道子∥作石牟礼 道子∥作 KNKNKNKN がっこうのおばけずかんがっこうのおばけずかんがっこうのおばけずかんがっこうのおばけずかん 斉藤 洋∥作斉藤 洋∥作斉藤 洋∥作斉藤 洋∥作 KNKNKNKN

わたしちゃんわたしちゃんわたしちゃんわたしちゃん 石井 睦美∥作石井 睦美∥作石井 睦美∥作石井 睦美∥作 KNKNKNKN 西遊後記　1･2西遊後記　1･2西遊後記　1･2西遊後記　1･2 斉藤 洋∥作斉藤 洋∥作斉藤 洋∥作斉藤 洋∥作 KNKNKNKN

妖怪の弟はじめました妖怪の弟はじめました妖怪の弟はじめました妖怪の弟はじめました 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 七夕の月七夕の月七夕の月七夕の月
佐々木 ひとみ∥佐々木 ひとみ∥佐々木 ひとみ∥佐々木 ひとみ∥
作作作作

KNKNKNKN

くらやみの谷の小人たちくらやみの谷の小人たちくらやみの谷の小人たちくらやみの谷の小人たち
いぬい とみこ∥いぬい とみこ∥いぬい とみこ∥いぬい とみこ∥
作作作作

KNKNKNKN 小さな町の風景小さな町の風景小さな町の風景小さな町の風景 杉 みき子∥作杉 みき子∥作杉 みき子∥作杉 みき子∥作 KNKNKNKN

木かげの家の小人たち木かげの家の小人たち木かげの家の小人たち木かげの家の小人たち
いぬい とみこ∥いぬい とみこ∥いぬい とみこ∥いぬい とみこ∥
作作作作

KNKNKNKN ぼくらのコブラ記念日ぼくらのコブラ記念日ぼくらのコブラ記念日ぼくらのコブラ記念日 宗田 理∥作宗田 理∥作宗田 理∥作宗田 理∥作 KNKNKNKN

ブサ犬クーキーは幸運のお守り?ブサ犬クーキーは幸運のお守り?ブサ犬クーキーは幸運のお守り?ブサ犬クーキーは幸運のお守り? 今井 恭子∥作今井 恭子∥作今井 恭子∥作今井 恭子∥作 KNKNKNKN さよなら宇宙人さよなら宇宙人さよなら宇宙人さよなら宇宙人 高科 正信∥作高科 正信∥作高科 正信∥作高科 正信∥作 KNKNKNKN

ひまり2.3ミリの夏ひまり2.3ミリの夏ひまり2.3ミリの夏ひまり2.3ミリの夏 大野 圭子∥作大野 圭子∥作大野 圭子∥作大野 圭子∥作 KNKNKNKN グーグーバイキンググーグーバイキンググーグーバイキンググーグーバイキング
たちの けいこ∥たちの けいこ∥たちの けいこ∥たちの けいこ∥
作作作作

KNKNKNKN

夏休みに、翡翠をさがした夏休みに、翡翠をさがした夏休みに、翡翠をさがした夏休みに、翡翠をさがした 岡田 依世子∥作岡田 依世子∥作岡田 依世子∥作岡田 依世子∥作 KNKNKNKN ハングリーゴーストとぼくらの夏ハングリーゴーストとぼくらの夏ハングリーゴーストとぼくらの夏ハングリーゴーストとぼくらの夏 長江 優子∥著長江 優子∥著長江 優子∥著長江 優子∥著 KNKNKNKN

ラビントットと空の魚　第3話ラビントットと空の魚　第3話ラビントットと空の魚　第3話ラビントットと空の魚　第3話 越智 典子∥作越智 典子∥作越智 典子∥作越智 典子∥作 KNKNKNKN ワカンネークエストワカンネークエストワカンネークエストワカンネークエスト 中松 まるは∥作中松 まるは∥作中松 まるは∥作中松 まるは∥作 KNKNKNKN

虫のお知らせ虫のお知らせ虫のお知らせ虫のお知らせ おの りえん∥作おの りえん∥作おの りえん∥作おの りえん∥作 KNKNKNKN しえりの秘密のシール帳しえりの秘密のシール帳しえりの秘密のシール帳しえりの秘密のシール帳 濱野 京子∥著濱野 京子∥著濱野 京子∥著濱野 京子∥著 KNKNKNKN

怪談オウマガドキ学園　8怪談オウマガドキ学園　8怪談オウマガドキ学園　8怪談オウマガドキ学園　8
常光 徹∥責任編常光 徹∥責任編常光 徹∥責任編常光 徹∥責任編
集集集集

KNKNKNKN
かいけつゾロリの大まじんをさがかいけつゾロリの大まじんをさがかいけつゾロリの大まじんをさがかいけつゾロリの大まじんをさが
せ!!せ!!せ!!せ!!

原 ゆたか∥さく原 ゆたか∥さく原 ゆたか∥さく原 ゆたか∥さく
ええええ

KNKNKNKN

モデルに聞いたこわい話　けんモデルに聞いたこわい話　けんモデルに聞いたこわい話　けんモデルに聞いたこわい話　けん
か編か編か編か編

カオル∥作カオル∥作カオル∥作カオル∥作 KNKNKNKN メランコリー・サガメランコリー・サガメランコリー・サガメランコリー・サガ ひこ  田中∥作ひこ  田中∥作ひこ  田中∥作ひこ  田中∥作 KNKNKNKN

モデルに聞いたこわい話　クラスモデルに聞いたこわい話　クラスモデルに聞いたこわい話　クラスモデルに聞いたこわい話　クラス
編編編編

カオル∥作カオル∥作カオル∥作カオル∥作 KNKNKNKN
IQ探偵ムー おばあちゃんと宝のIQ探偵ムー おばあちゃんと宝のIQ探偵ムー おばあちゃんと宝のIQ探偵ムー おばあちゃんと宝の
地図地図地図地図

深沢 美潮∥作深沢 美潮∥作深沢 美潮∥作深沢 美潮∥作 KNKNKNKN

ハカバ・トラベルえいぎょうちゅうハカバ・トラベルえいぎょうちゅうハカバ・トラベルえいぎょうちゅうハカバ・トラベルえいぎょうちゅう 柏葉 幸子∥作柏葉 幸子∥作柏葉 幸子∥作柏葉 幸子∥作 KNKNKNKN ブルーとオレンジブルーとオレンジブルーとオレンジブルーとオレンジ 福田 隆浩∥著福田 隆浩∥著福田 隆浩∥著福田 隆浩∥著 KNKNKNKN

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

ゼンリン住宅地図 仙台市 青葉区　201407ゼンリン住宅地図 仙台市 青葉区　201407ゼンリン住宅地図 仙台市 青葉区　201407ゼンリン住宅地図 仙台市 青葉区　201407

出版指標年報　2014年版出版指標年報　2014年版出版指標年報　2014年版出版指標年報　2014年版
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お姫さまドレスは知っているお姫さまドレスは知っているお姫さまドレスは知っているお姫さまドレスは知っている
藤本 ひとみ∥原藤本 ひとみ∥原藤本 ひとみ∥原藤本 ひとみ∥原
作作作作

KNKNKNKN サーティーナイン・クルーズ　17サーティーナイン・クルーズ　17サーティーナイン・クルーズ　17サーティーナイン・クルーズ　17 小浜 杳∥訳小浜 杳∥訳小浜 杳∥訳小浜 杳∥訳 KFKFKFKF

駅のふしぎな伝言板駅のふしぎな伝言板駅のふしぎな伝言板駅のふしぎな伝言板
ほしお さなえ∥ほしお さなえ∥ほしお さなえ∥ほしお さなえ∥
作作作作

KNKNKNKN ソーグのひと夏ソーグのひと夏ソーグのひと夏ソーグのひと夏
ロベール  サバロベール  サバロベール  サバロベール  サバ
ティエ∥作ティエ∥作ティエ∥作ティエ∥作

KFKFKFKF

白い自転車、おいかけて白い自転車、おいかけて白い自転車、おいかけて白い自転車、おいかけて 松井 ラフ∥作松井 ラフ∥作松井 ラフ∥作松井 ラフ∥作 KNKNKNKN ラバ通りの人びとラバ通りの人びとラバ通りの人びとラバ通りの人びと
ロベール  サバロベール  サバロベール  サバロベール  サバ
ティエ∥作ティエ∥作ティエ∥作ティエ∥作

KFKFKFKF

龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　2龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　2龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　2龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　2 宮下 恵茉∥作宮下 恵茉∥作宮下 恵茉∥作宮下 恵茉∥作 KNKNKNKN 三つのミント・キャンディー三つのミント・キャンディー三つのミント・キャンディー三つのミント・キャンディー
ロベール  サバロベール  サバロベール  サバロベール  サバ
ティエ∥作ティエ∥作ティエ∥作ティエ∥作

KFKFKFKF

職員室の日曜日職員室の日曜日職員室の日曜日職員室の日曜日 村上 しいこ∥作村上 しいこ∥作村上 しいこ∥作村上 しいこ∥作 KNKNKNKN きょうりゅうのきってきょうりゅうのきってきょうりゅうのきってきょうりゅうのきって
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

おばけのうらみはらしますおばけのうらみはらしますおばけのうらみはらしますおばけのうらみはらします むらい かよ∥著むらい かよ∥著むらい かよ∥著むらい かよ∥著 KNKNKNKN フローラとパウラと妖精の森　2フローラとパウラと妖精の森　2フローラとパウラと妖精の森　2フローラとパウラと妖精の森　2
タニヤ  シュテータニヤ  シュテータニヤ  シュテータニヤ  シュテー
ブナー∥著ブナー∥著ブナー∥著ブナー∥著

KFKFKFKF

しずかな日々しずかな日々しずかな日々しずかな日々 椰月 美智子∥作椰月 美智子∥作椰月 美智子∥作椰月 美智子∥作 KNKNKNKN いっすんぼうしの話いっすんぼうしの話いっすんぼうしの話いっすんぼうしの話
レオポルド  ショレオポルド  ショレオポルド  ショレオポルド  ショ
ヴォー∥作ヴォー∥作ヴォー∥作ヴォー∥作

KFKFKFKF

もどれっ!ルイもどれっ!ルイもどれっ!ルイもどれっ!ルイ 矢部 美智代∥作矢部 美智代∥作矢部 美智代∥作矢部 美智代∥作 KNKNKNKN ふたりはいい勝負ふたりはいい勝負ふたりはいい勝負ふたりはいい勝負
レオポルド  ショレオポルド  ショレオポルド  ショレオポルド  ショ
ヴォー∥作ヴォー∥作ヴォー∥作ヴォー∥作

KFKFKFKF

ジャカスカ号で地中海へジャカスカ号で地中海へジャカスカ号で地中海へジャカスカ号で地中海へ 山下 明生∥作山下 明生∥作山下 明生∥作山下 明生∥作 KNKNKNKN 子どもを食べる大きな木の話子どもを食べる大きな木の話子どもを食べる大きな木の話子どもを食べる大きな木の話
レオポルド  ショレオポルド  ショレオポルド  ショレオポルド  ショ
ヴォー∥作ヴォー∥作ヴォー∥作ヴォー∥作

KFKFKFKF

虫ロボのぼうけん虫ロボのぼうけん虫ロボのぼうけん虫ロボのぼうけん 吉野 万理子∥作吉野 万理子∥作吉野 万理子∥作吉野 万理子∥作 KNKNKNKN 年をとったワニの話年をとったワニの話年をとったワニの話年をとったワニの話
レオポルド  ショレオポルド  ショレオポルド  ショレオポルド  ショ
ヴォー∥作ヴォー∥作ヴォー∥作ヴォー∥作

KFKFKFKF

ブラック◆ダイヤモンド　4ブラック◆ダイヤモンド　4ブラック◆ダイヤモンド　4ブラック◆ダイヤモンド　4 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 名医ポポタムの話名医ポポタムの話名医ポポタムの話名医ポポタムの話
レオポルド  ショレオポルド  ショレオポルド  ショレオポルド  ショ
ヴォー∥作ヴォー∥作ヴォー∥作ヴォー∥作

KFKFKFKF

母さんが消えた夏母さんが消えた夏母さんが消えた夏母さんが消えた夏
キャロライン  アキャロライン  アキャロライン  アキャロライン  ア
ダーソン∥著ダーソン∥著ダーソン∥著ダーソン∥著

KFKFKFKF ガリヴァー旅行記　上下ガリヴァー旅行記　上下ガリヴァー旅行記　上下ガリヴァー旅行記　上下 J.スウィフト∥作J.スウィフト∥作J.スウィフト∥作J.スウィフト∥作 KFKFKFKF

世界一幸せなゴリラ、イバン世界一幸せなゴリラ、イバン世界一幸せなゴリラ、イバン世界一幸せなゴリラ、イバン
KatherineKatherineKatherineKatherine
Applegate∥著Applegate∥著Applegate∥著Applegate∥著

KFKFKFKF 宝島宝島宝島宝島
R.L.スティーブンR.L.スティーブンR.L.スティーブンR.L.スティーブン
ソン∥作ソン∥作ソン∥作ソン∥作

KFKFKFKF

アラジンと魔法のランプアラジンと魔法のランプアラジンと魔法のランプアラジンと魔法のランプ 川真田 純子∥訳川真田 純子∥訳川真田 純子∥訳川真田 純子∥訳 KFKFKFKF SWITCH　6SWITCH　6SWITCH　6SWITCH　6
アリ  スパークスアリ  スパークスアリ  スパークスアリ  スパークス
∥作∥作∥作∥作

KFKFKFKF

コヨーテ老人とともにコヨーテ老人とともにコヨーテ老人とともにコヨーテ老人とともに
ジェイム  デ  アジェイム  デ  アジェイム  デ  アジェイム  デ  ア
ングロ∥作  画ングロ∥作  画ングロ∥作  画ングロ∥作  画

KFKFKFKF ハイジ　上下ハイジ　上下ハイジ　上下ハイジ　上下 J.シュピーリ∥作J.シュピーリ∥作J.シュピーリ∥作J.シュピーリ∥作 KFKFKFKF

絵のない絵本絵のない絵本絵のない絵本絵のない絵本
ハンス  クリスチャンハンス  クリスチャンハンス  クリスチャンハンス  クリスチャン
アンデルセン∥著アンデルセン∥著アンデルセン∥著アンデルセン∥著 KFKFKFKF フェアリー・ガールズ　2フェアリー・ガールズ　2フェアリー・ガールズ　2フェアリー・ガールズ　2 キキ  ソープ∥作キキ  ソープ∥作キキ  ソープ∥作キキ  ソープ∥作 KFKFKFKF

親指姫親指姫親指姫親指姫
ハンス  クリスチャンハンス  クリスチャンハンス  クリスチャンハンス  クリスチャン
アンデルセン∥著アンデルセン∥著アンデルセン∥著アンデルセン∥著 KFKFKFKF はじまりのときはじまりのときはじまりのときはじまりのとき

タィン=ハ  ライ∥タィン=ハ  ライ∥タィン=ハ  ライ∥タィン=ハ  ライ∥
作作作作

KFKFKFKF

人魚姫人魚姫人魚姫人魚姫
ハンス  クリスチャンハンス  クリスチャンハンス  クリスチャンハンス  クリスチャン
アンデルセン∥著アンデルセン∥著アンデルセン∥著アンデルセン∥著 KFKFKFKF 魔女のお店魔女のお店魔女のお店魔女のお店

ルース  チュウ∥ルース  チュウ∥ルース  チュウ∥ルース  チュウ∥
作作作作

KFKFKFKF

雪の女王雪の女王雪の女王雪の女王
ハンス  クリスチャンハンス  クリスチャンハンス  クリスチャンハンス  クリスチャン
アンデルセン∥著アンデルセン∥著アンデルセン∥著アンデルセン∥著 KFKFKFKF ロビンソン・クルーソーロビンソン・クルーソーロビンソン・クルーソーロビンソン・クルーソー D.デフォー∥作D.デフォー∥作D.デフォー∥作D.デフォー∥作 KFKFKFKF

あしながおじさんあしながおじさんあしながおじさんあしながおじさん
J.ウェブスター∥J.ウェブスター∥J.ウェブスター∥J.ウェブスター∥
作  画作  画作  画作  画

KFKFKFKF この湖にボート禁止この湖にボート禁止この湖にボート禁止この湖にボート禁止
ジェフリー  トリージェフリー  トリージェフリー  トリージェフリー  トリー
ズ∥作ズ∥作ズ∥作ズ∥作

KFKFKFKF

幻のドラゴン号幻のドラゴン号幻のドラゴン号幻のドラゴン号
ジェームズ  A.ジェームズ  A.ジェームズ  A.ジェームズ  A.
オーウェン∥作オーウェン∥作オーウェン∥作オーウェン∥作

KFKFKFKF Nono見つけた!ぼくのコトバNono見つけた!ぼくのコトバNono見つけた!ぼくのコトバNono見つけた!ぼくのコトバ
ロメル  トレンロメル  トレンロメル  トレンロメル  トレン
ティーノ∥脚本ティーノ∥脚本ティーノ∥脚本ティーノ∥脚本

KFKFKFKF

世紀のマジック・ショー世紀のマジック・ショー世紀のマジック・ショー世紀のマジック・ショー
メアリー  ポープメアリー  ポープメアリー  ポープメアリー  ポープ
オズボーン∥著オズボーン∥著オズボーン∥著オズボーン∥著

KFKFKFKF 小さな反逆者小さな反逆者小さな反逆者小さな反逆者 C.W.ニコル∥作C.W.ニコル∥作C.W.ニコル∥作C.W.ニコル∥作 KFKFKFKF

若草物語若草物語若草物語若草物語
L.M.オールコットL.M.オールコットL.M.オールコットL.M.オールコット
∥作∥作∥作∥作

KFKFKFKF アーデン城の宝物アーデン城の宝物アーデン城の宝物アーデン城の宝物 E.ネズビット∥著E.ネズビット∥著E.ネズビット∥著E.ネズビット∥著 KFKFKFKF

ぼくと原始人ステッグぼくと原始人ステッグぼくと原始人ステッグぼくと原始人ステッグ
クライブ  キングクライブ  キングクライブ  キングクライブ  キング
∥作∥作∥作∥作

KFKFKFKF 夏の魔法夏の魔法夏の魔法夏の魔法
ジーン  バーズジーン  バーズジーン  バーズジーン  バーズ
オール∥作オール∥作オール∥作オール∥作

KFKFKFKF

本物のモナ・リザはどこに本物のモナ・リザはどこに本物のモナ・リザはどこに本物のモナ・リザはどこに
イワン  クーシャイワン  クーシャイワン  クーシャイワン  クーシャ
ン∥作ン∥作ン∥作ン∥作

KFKFKFKF 秘密の花園秘密の花園秘密の花園秘密の花園
F.H.バーネット∥F.H.バーネット∥F.H.バーネット∥F.H.バーネット∥
作作作作

KFKFKFKF

ヒックとドラゴン　11ヒックとドラゴン　11ヒックとドラゴン　11ヒックとドラゴン　11
ヒック  ホレンダスヒック  ホレンダスヒック  ホレンダスヒック  ホレンダス
ハドック三世∥作ハドック三世∥作ハドック三世∥作ハドック三世∥作

KFKFKFKF フットボール・アカデミー　6フットボール・アカデミー　6フットボール・アカデミー　6フットボール・アカデミー　6
トム  パーマー∥トム  パーマー∥トム  パーマー∥トム  パーマー∥
作作作作

KFKFKFKF

旅路の果て旅路の果て旅路の果て旅路の果て
メアリー  フランシメアリー  フランシメアリー  フランシメアリー  フランシ
ス  コーディ∥作ス  コーディ∥作ス  コーディ∥作ス  コーディ∥作

KFKFKFKF 人間だって空を飛べる人間だって空を飛べる人間だって空を飛べる人間だって空を飛べる
ヴァージニア  ハヴァージニア  ハヴァージニア  ハヴァージニア  ハ
ミルトン∥語り  編ミルトン∥語り  編ミルトン∥語り  編ミルトン∥語り  編

KFKFKFKF
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ウォーリアーズ　3-6ウォーリアーズ　3-6ウォーリアーズ　3-6ウォーリアーズ　3-6
エリン  ハンターエリン  ハンターエリン  ハンターエリン  ハンター
∥作∥作∥作∥作

KFKFKFKF おどろきの東京縄文人おどろきの東京縄文人おどろきの東京縄文人おどろきの東京縄文人 瀧井 宏臣∥著瀧井 宏臣∥著瀧井 宏臣∥著瀧井 宏臣∥著
K210.2K210.2K210.2K210.2
5555

魔法ねこベルベット　1魔法ねこベルベット　1魔法ねこベルベット　1魔法ねこベルベット　1
タビサ  ブラックタビサ  ブラックタビサ  ブラックタビサ  ブラック
∥作∥作∥作∥作

KFKFKFKF ガマ　遺品たちが物語る沖縄戦ガマ　遺品たちが物語る沖縄戦ガマ　遺品たちが物語る沖縄戦ガマ　遺品たちが物語る沖縄戦 豊田 正義∥著豊田 正義∥著豊田 正義∥著豊田 正義∥著 K219.9K219.9K219.9K219.9

サマセット四姉妹の大冒険サマセット四姉妹の大冒険サマセット四姉妹の大冒険サマセット四姉妹の大冒険
レズリー  M.M.ブレズリー  M.M.ブレズリー  M.M.ブレズリー  M.M.ブ
ルーム∥作ルーム∥作ルーム∥作ルーム∥作

KFKFKFKF TN君の伝記TN君の伝記TN君の伝記TN君の伝記 なだ いなだ∥作なだ いなだ∥作なだ いなだ∥作なだ いなだ∥作 K289.1K289.1K289.1K289.1

プレーンズ2プレーンズ2プレーンズ2プレーンズ2
スーザン  フランスーザン  フランスーザン  フランスーザン  フラン
シス∥作シス∥作シス∥作シス∥作

KFKFKFKF ツリークライミングはぼくの夢ツリークライミングはぼくの夢ツリークライミングはぼくの夢ツリークライミングはぼくの夢 あんず ゆき∥文あんず ゆき∥文あんず ゆき∥文あんず ゆき∥文 K289.3K289.3K289.3K289.3

第八森の子どもたち第八森の子どもたち第八森の子どもたち第八森の子どもたち
エルス  ペルフロエルス  ペルフロエルス  ペルフロエルス  ペルフロ
ム∥作ム∥作ム∥作ム∥作

KFKFKFKF アンネ・フランク物語アンネ・フランク物語アンネ・フランク物語アンネ・フランク物語
小山内 美江子∥小山内 美江子∥小山内 美江子∥小山内 美江子∥
作作作作

K289.3K289.3K289.3K289.3

二年間の休暇　上下二年間の休暇　上下二年間の休暇　上下二年間の休暇　上下 J.ベルヌ∥作J.ベルヌ∥作J.ベルヌ∥作J.ベルヌ∥作 KFKFKFKF 南島紀行南島紀行南島紀行南島紀行 斎藤 たま∥作斎藤 たま∥作斎藤 たま∥作斎藤 たま∥作
K291.9K291.9K291.9K291.9
7777

カンボジアの大地に生きてカンボジアの大地に生きてカンボジアの大地に生きてカンボジアの大地に生きて
ミンフォン  ホーミンフォン  ホーミンフォン  ホーミンフォン  ホー
∥作∥作∥作∥作

KFKFKFKF 冬のデナリ冬のデナリ冬のデナリ冬のデナリ 西前 四郎∥作西前 四郎∥作西前 四郎∥作西前 四郎∥作
K295.3K295.3K295.3K295.3
94949494

闇に逃げたろう人形闇に逃げたろう人形闇に逃げたろう人形闇に逃げたろう人形
ジョーン  ホルブジョーン  ホルブジョーン  ホルブジョーン  ホルブ
∥作∥作∥作∥作

KFKFKFKF 21世紀はどんな世界になるのか21世紀はどんな世界になるのか21世紀はどんな世界になるのか21世紀はどんな世界になるのか 眞 淳平∥著眞 淳平∥著眞 淳平∥著眞 淳平∥著 K304K304K304K304

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　5リー　5リー　5リー　5

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 親子でわかる!ニッポンの大問題親子でわかる!ニッポンの大問題親子でわかる!ニッポンの大問題親子でわかる!ニッポンの大問題
NHK「週刊ニュース深読NHK「週刊ニュース深読NHK「週刊ニュース深読NHK「週刊ニュース深読
み」制作チーム∥編み」制作チーム∥編み」制作チーム∥編み」制作チーム∥編 K304K304K304K304

ファオランの冒険　5ファオランの冒険　5ファオランの冒険　5ファオランの冒険　5
キャスリン  ラスキャスリン  ラスキャスリン  ラスキャスリン  ラス
キー∥著キー∥著キー∥著キー∥著

KFKFKFKF ちゃんとわかる消費税ちゃんとわかる消費税ちゃんとわかる消費税ちゃんとわかる消費税 斎藤 貴男∥著斎藤 貴男∥著斎藤 貴男∥著斎藤 貴男∥著
K345.7K345.7K345.7K345.7
1111

レスター先生の生徒たちレスター先生の生徒たちレスター先生の生徒たちレスター先生の生徒たち
チャールズ  ラムチャールズ  ラムチャールズ  ラムチャールズ  ラム
∥著∥著∥著∥著

KFKFKFKF
あの日起きたこと　東日本大震災あの日起きたこと　東日本大震災あの日起きたこと　東日本大震災あの日起きたこと　東日本大震災
ストーリー311ストーリー311ストーリー311ストーリー311

ひうら さとる∥原ひうら さとる∥原ひうら さとる∥原ひうら さとる∥原
作 絵作 絵作 絵作 絵

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

15の夏を抱きしめて15の夏を抱きしめて15の夏を抱きしめて15の夏を抱きしめて
ヤン  デ  レーウヤン  デ  レーウヤン  デ  レーウヤン  デ  レーウ
∥作∥作∥作∥作

KFKFKFKF カナダ・インディアンの世界からカナダ・インディアンの世界からカナダ・インディアンの世界からカナダ・インディアンの世界から 煎本 孝∥作煎本 孝∥作煎本 孝∥作煎本 孝∥作
K382.5K382.5K382.5K382.5
1111

ウルフ・サーガ　上下ウルフ・サーガ　上下ウルフ・サーガ　上下ウルフ・サーガ　上下
ケーテ  レヒアイケーテ  レヒアイケーテ  レヒアイケーテ  レヒアイ
ス∥作ス∥作ス∥作ス∥作

KFKFKFKF
子どもに伝えたい春夏秋冬 和の子どもに伝えたい春夏秋冬 和の子どもに伝えたい春夏秋冬 和の子どもに伝えたい春夏秋冬 和の
行事を楽しむ絵本行事を楽しむ絵本行事を楽しむ絵本行事を楽しむ絵本

三浦 康子∥著三浦 康子∥著三浦 康子∥著三浦 康子∥著 K386.1K386.1K386.1K386.1

空白の日記　上下空白の日記　上下空白の日記　上下空白の日記　上下
ケーテ  レヒアイケーテ  レヒアイケーテ  レヒアイケーテ  レヒアイ
ス∥作ス∥作ス∥作ス∥作

KFKFKFKF 語りつぐ人びと*アフリカの民話語りつぐ人びと*アフリカの民話語りつぐ人びと*アフリカの民話語りつぐ人びと*アフリカの民話
江口 一久∥ほか江口 一久∥ほか江口 一久∥ほか江口 一久∥ほか
著  訳著  訳著  訳著  訳

K388K388K388K388

勇者ライと3つの扉　1勇者ライと3つの扉　1勇者ライと3つの扉　1勇者ライと3つの扉　1
エミリー  ロッダ∥エミリー  ロッダ∥エミリー  ロッダ∥エミリー  ロッダ∥
著著著著

KFKFKFKF 雪の夜に語りつぐ雪の夜に語りつぐ雪の夜に語りつぐ雪の夜に語りつぐ 笠原 政雄∥語り笠原 政雄∥語り笠原 政雄∥語り笠原 政雄∥語り K388K388K388K388

暗号クラブ　4暗号クラブ　4暗号クラブ　4暗号クラブ　4
ペニー  ワーナーペニー  ワーナーペニー  ワーナーペニー  ワーナー
∥著∥著∥著∥著

KFKFKFKF 語りつぐ人びと*インドの民話語りつぐ人びと*インドの民話語りつぐ人びと*インドの民話語りつぐ人びと*インドの民話 長 弘毅∥著  訳長 弘毅∥著  訳長 弘毅∥著  訳長 弘毅∥著  訳 K388K388K388K388

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） 大迫力!日本の妖怪大百科大迫力!日本の妖怪大百科大迫力!日本の妖怪大百科大迫力!日本の妖怪大百科 山口 敏太郎∥著山口 敏太郎∥著山口 敏太郎∥著山口 敏太郎∥著 K388.1K388.1K388.1K388.1

お父さんが教える図書館の使いお父さんが教える図書館の使いお父さんが教える図書館の使いお父さんが教える図書館の使い
かたかたかたかた

赤木 かん子∥著赤木 かん子∥著赤木 かん子∥著赤木 かん子∥著 K015K015K015K015
ふしぎ?おどろき!科学のお話　1ふしぎ?おどろき!科学のお話　1ふしぎ?おどろき!科学のお話　1ふしぎ?おどろき!科学のお話　1
～6年生～6年生～6年生～6年生

ガリレオ工房∥監ガリレオ工房∥監ガリレオ工房∥監ガリレオ工房∥監
修修修修

K404K404K404K404

考える読書　第59回小学校低・考える読書　第59回小学校低・考える読書　第59回小学校低・考える読書　第59回小学校低・
中・高学年の部中・高学年の部中・高学年の部中・高学年の部

全国学校図書館全国学校図書館全国学校図書館全国学校図書館
協議会∥編協議会∥編協議会∥編協議会∥編

K019.2K019.2K019.2K019.2
5555

NHK子ども科学電話相談　8NHK子ども科学電話相談　8NHK子ども科学電話相談　8NHK子ども科学電話相談　8 NHKラジオセンター「子ども科学NHKラジオセンター「子ども科学NHKラジオセンター「子ども科学NHKラジオセンター「子ども科学
電話相談」制作班∥編電話相談」制作班∥編電話相談」制作班∥編電話相談」制作班∥編 K404K404K404K404

考える読書　第59回中学・高校・考える読書　第59回中学・高校・考える読書　第59回中学・高校・考える読書　第59回中学・高校・
勤労青少年の部勤労青少年の部勤労青少年の部勤労青少年の部

全国学校図書館全国学校図書館全国学校図書館全国学校図書館
協議会∥編協議会∥編協議会∥編協議会∥編

K019.2K019.2K019.2K019.2
5555

ジュニア空想科学読本　2ジュニア空想科学読本　2ジュニア空想科学読本　2ジュニア空想科学読本　2 柳田 理科雄∥著柳田 理科雄∥著柳田 理科雄∥著柳田 理科雄∥著 K404K404K404K404

あのとき、この本あのとき、この本あのとき、この本あのとき、この本
「この絵本が好「この絵本が好「この絵本が好「この絵本が好
き!」編集部∥編き!」編集部∥編き!」編集部∥編き!」編集部∥編

K019.2K019.2K019.2K019.2
5555

ぼくはプロ・ナチュラリストぼくはプロ・ナチュラリストぼくはプロ・ナチュラリストぼくはプロ・ナチュラリスト 佐々木 洋∥著佐々木 洋∥著佐々木 洋∥著佐々木 洋∥著 K407K407K407K407

みのタン!　教科横断型の学力をみのタン!　教科横断型の学力をみのタン!　教科横断型の学力をみのタン!　教科横断型の学力を
つける「学習読みもの」つける「学習読みもの」つける「学習読みもの」つける「学習読みもの」

花まる学習会∥花まる学習会∥花まる学習会∥花まる学習会∥
共編共編共編共編

K031K031K031K031
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　宇宙る　宇宙る　宇宙る　宇宙

長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修 K408K408K408K408

新聞社・出版社で働く人たち新聞社・出版社で働く人たち新聞社・出版社で働く人たち新聞社・出版社で働く人たち 山下 久猛∥著山下 久猛∥著山下 久猛∥著山下 久猛∥著 K070K070K070K070
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　自然る　自然る　自然る　自然

長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修 K408K408K408K408

学校の怪談　「E」丑三つ時の大学校の怪談　「E」丑三つ時の大学校の怪談　「E」丑三つ時の大学校の怪談　「E」丑三つ時の大
鏡鏡鏡鏡

常光 徹∥著常光 徹∥著常光 徹∥著常光 徹∥著 K147K147K147K147
宇宙人に会いたい!　天文学者が宇宙人に会いたい!　天文学者が宇宙人に会いたい!　天文学者が宇宙人に会いたい!　天文学者が
探る地球外生命のなぞ探る地球外生命のなぞ探る地球外生命のなぞ探る地球外生命のなぞ

平林 久∥著平林 久∥著平林 久∥著平林 久∥著 K440K440K440K440

10分で読める一流の人の名言10分で読める一流の人の名言10分で読める一流の人の名言10分で読める一流の人の名言
100100100100

西沢 泰生∥著西沢 泰生∥著西沢 泰生∥著西沢 泰生∥著 K159.8K159.8K159.8K159.8 危険動物との戦い方マニュアル危険動物との戦い方マニュアル危険動物との戦い方マニュアル危険動物との戦い方マニュアル
今泉 忠明∥監修今泉 忠明∥監修今泉 忠明∥監修今泉 忠明∥監修
著著著著

K480K480K480K480

はじめてのギリシア神話はじめてのギリシア神話はじめてのギリシア神話はじめてのギリシア神話 尾高 薫∥文尾高 薫∥文尾高 薫∥文尾高 薫∥文 K164K164K164K164
K480.7K480.7K480.7K480.7
6666

伝説の海賊&大事件事典伝説の海賊&大事件事典伝説の海賊&大事件事典伝説の海賊&大事件事典
ながた みかこ∥ながた みかこ∥ながた みかこ∥ながた みかこ∥
著著著著

K209K209K209K209 深海生物大百科深海生物大百科深海生物大百科深海生物大百科 長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修長沼 毅∥監修
K481.7K481.7K481.7K481.7
4444

コツがまるわかり!生き物の飼いかた　1～4・6～8コツがまるわかり!生き物の飼いかた　1～4・6～8コツがまるわかり!生き物の飼いかた　1～4・6～8コツがまるわかり!生き物の飼いかた　1～4・6～8
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積みすぎた箱舟積みすぎた箱舟積みすぎた箱舟積みすぎた箱舟
ジェラルド　ダレジェラルド　ダレジェラルド　ダレジェラルド　ダレ
ル∥作ル∥作ル∥作ル∥作

K482.4K482.4K482.4K482.4
46464646

幼ものがたり幼ものがたり幼ものがたり幼ものがたり 石井 桃子∥作石井 桃子∥作石井 桃子∥作石井 桃子∥作
K910.2K910.2K910.2K910.2
68686868

もしもカブトムシと相撲をとったもしもカブトムシと相撲をとったもしもカブトムシと相撲をとったもしもカブトムシと相撲をとった
ら!?ら!?ら!?ら!?

川島 逸郎∥監修川島 逸郎∥監修川島 逸郎∥監修川島 逸郎∥監修 K486K486K486K486 半分のふるさと半分のふるさと半分のふるさと半分のふるさと イ サンクム∥作イ サンクム∥作イ サンクム∥作イ サンクム∥作 K916K916K916K916

K486K486K486K486
スワン　学習障害のある少女の挑スワン　学習障害のある少女の挑スワン　学習障害のある少女の挑スワン　学習障害のある少女の挑
戦戦戦戦

漆原 智良∥文漆原 智良∥文漆原 智良∥文漆原 智良∥文 K916K916K916K916

世界のチョウ世界のチョウ世界のチョウ世界のチョウ 今森 光彦∥著今森 光彦∥著今森 光彦∥著今森 光彦∥著 K486.8K486.8K486.8K486.8
ハムレット　シェイクスピア名作劇ハムレット　シェイクスピア名作劇ハムレット　シェイクスピア名作劇ハムレット　シェイクスピア名作劇
場1場1場1場1

斉藤　 洋∥文斉藤　 洋∥文斉藤　 洋∥文斉藤　 洋∥文 K932.5K932.5K932.5K932.5

箱船にのった鳥たち箱船にのった鳥たち箱船にのった鳥たち箱船にのった鳥たち
キット　チャブ∥キット　チャブ∥キット　チャブ∥キット　チャブ∥
作　画作　画作　画作　画

K488K488K488K488 絵本絵本絵本絵本

ナックの声が聞きたくて!ナックの声が聞きたくて!ナックの声が聞きたくて!ナックの声が聞きたくて! 村山 司∥著村山 司∥著村山 司∥著村山 司∥著 K489.6K489.6K489.6K489.6 えんそくくろくまえんそくくろくまえんそくくろくまえんそくくろくま
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ｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ

K490K490K490K490 ピンクだいすき!ピンクだいすき!ピンクだいすき!ピンクだいすき!
ピレット  ラウド∥ピレット  ラウド∥ピレット  ラウド∥ピレット  ラウド∥
ぶん えぶん えぶん えぶん え

EｱｵEｱｵEｱｵEｱｵ

「キモさ」の解剖室「キモさ」の解剖室「キモさ」の解剖室「キモさ」の解剖室 春日 武彦∥著春日 武彦∥著春日 武彦∥著春日 武彦∥著 K493.7K493.7K493.7K493.7 びっくりはなびびっくりはなびびっくりはなびびっくりはなび 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

K493.9K493.9K493.9K493.9
31313131

のりものいろいろかくれんぼのりものいろいろかくれんぼのりものいろいろかくれんぼのりものいろいろかくれんぼ
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

わたしたちはいのちの守人わたしたちはいのちの守人わたしたちはいのちの守人わたしたちはいのちの守人 岩貞 るみこ∥著岩貞 るみこ∥著岩貞 るみこ∥著岩貞 るみこ∥著
K498.1K498.1K498.1K498.1
4444

はたらくのりものえほんはたらくのりものえほんはたらくのりものえほんはたらくのりものえほん
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

「おさかなポスト」が教えてくれる「おさかなポスト」が教えてくれる「おさかなポスト」が教えてくれる「おさかなポスト」が教えてくれる
ことことことこと

たけたに ちほみたけたに ちほみたけたに ちほみたけたに ちほみ
∥文∥文∥文∥文

K519.8K519.8K519.8K519.8
136136136136

だれですか?だれですか?だれですか?だれですか?
デイヴィッドデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッド
ウォーカー∥著ウォーカー∥著ウォーカー∥著ウォーカー∥著

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

ぼくは「つばめ」のデザイナーぼくは「つばめ」のデザイナーぼくは「つばめ」のデザイナーぼくは「つばめ」のデザイナー
水戸岡 鋭治∥作水戸岡 鋭治∥作水戸岡 鋭治∥作水戸岡 鋭治∥作
絵絵絵絵

K536K536K536K536 なにしてる?なにしてる?なにしてる?なにしてる?
デイヴィッドデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッド
ウォーカー∥著ウォーカー∥著ウォーカー∥著ウォーカー∥著

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

宇宙飛行士入門宇宙飛行士入門宇宙飛行士入門宇宙飛行士入門 渡辺 勝巳∥監修渡辺 勝巳∥監修渡辺 勝巳∥監修渡辺 勝巳∥監修 K538.9K538.9K538.9K538.9 なんていう?なんていう?なんていう?なんていう?
デイヴィッドデイヴィッドデイヴィッドデイヴィッド
ウォーカー∥著ウォーカー∥著ウォーカー∥著ウォーカー∥著

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

かんたん!かわいい!ひとりでできかんたん!かわいい!ひとりでできかんたん!かわいい!ひとりでできかんたん!かわいい!ひとりででき
る!ボンボンのマスコットる!ボンボンのマスコットる!ボンボンのマスコットる!ボンボンのマスコット

寺西 恵里子∥著寺西 恵里子∥著寺西 恵里子∥著寺西 恵里子∥著 K594.9K594.9K594.9K594.9 NUMBERSNUMBERSNUMBERSNUMBERS コローロ∥著コローロ∥著コローロ∥著コローロ∥著 EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

13歳からの料理のきほん3413歳からの料理のきほん3413歳からの料理のきほん3413歳からの料理のきほん34
アントラム栢木利アントラム栢木利アントラム栢木利アントラム栢木利
美∥著美∥著美∥著美∥著

K596K596K596K596 ふわふわふーふわふわふーふわふわふーふわふわふー 神泉 薫∥文神泉 薫∥文神泉 薫∥文神泉 薫∥文 EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

10歳からのお料理教室10歳からのお料理教室10歳からのお料理教室10歳からのお料理教室 大瀬 由生子∥著大瀬 由生子∥著大瀬 由生子∥著大瀬 由生子∥著 K596K596K596K596 おかおないないおかおないないおかおないないおかおないない
いとう せつこ∥いとう せつこ∥いとう せつこ∥いとう せつこ∥
文文文文

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

中高生のための「かたづけ」の本中高生のための「かたづけ」の本中高生のための「かたづけ」の本中高生のための「かたづけ」の本 杉田 明子∥著杉田 明子∥著杉田 明子∥著杉田 明子∥著 K597.5K597.5K597.5K597.5 かじをけすじどうしゃかじをけすじどうしゃかじをけすじどうしゃかじをけすじどうしゃ
鈴木  まもる∥さ鈴木  まもる∥さ鈴木  まもる∥さ鈴木  まもる∥さ
く  えく  えく  えく  え

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

K626.0K626.0K626.0K626.0
38383838

どうろをつくるじどうしゃどうろをつくるじどうしゃどうろをつくるじどうしゃどうろをつくるじどうしゃ
鈴木  まもる∥さ鈴木  まもる∥さ鈴木  まもる∥さ鈴木  まもる∥さ
く  えく  えく  えく  え

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

K709.0K709.0K709.0K709.0
38383838

はたらくじどうしゃはたらくじどうしゃはたらくじどうしゃはたらくじどうしゃ
鈴木  まもる∥さ鈴木  まもる∥さ鈴木  まもる∥さ鈴木  まもる∥さ
く  えく  えく  えく  え

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

へくそ花も花盛りへくそ花も花盛りへくそ花も花盛りへくそ花も花盛り
大道 あや∥語り大道 あや∥語り大道 あや∥語り大道 あや∥語り
画画画画

K723.1K723.1K723.1K723.1 ビルをつくるじどうしゃビルをつくるじどうしゃビルをつくるじどうしゃビルをつくるじどうしゃ
鈴木 まもる∥さく鈴木 まもる∥さく鈴木 まもる∥さく鈴木 まもる∥さく
ええええ

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

マンガミュージアムへ行こうマンガミュージアムへ行こうマンガミュージアムへ行こうマンガミュージアムへ行こう 伊藤 遊∥著伊藤 遊∥著伊藤 遊∥著伊藤 遊∥著
K726.1K726.1K726.1K726.1
01010101

くまさんはいくまさんはいくまさんはいくまさんはい
長野 ヒデ子∥さ長野 ヒデ子∥さ長野 ヒデ子∥さ長野 ヒデ子∥さ
くくくく

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

ほねほねザウルス大図鑑ほねほねザウルス大図鑑ほねほねザウルス大図鑑ほねほねザウルス大図鑑
カバヤ食品株式カバヤ食品株式カバヤ食品株式カバヤ食品株式
会社∥監修会社∥監修会社∥監修会社∥監修

K759K759K759K759 おくちをあーんおくちをあーんおくちをあーんおくちをあーん
きむら／ゆういちきむら／ゆういちきむら／ゆういちきむら／ゆういち
∥作∥作∥作∥作

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

マジック入門マジック入門マジック入門マジック入門
メアリー　ポープメアリー　ポープメアリー　ポープメアリー　ポープ
オズボーン∥著オズボーン∥著オズボーン∥著オズボーン∥著

K779.3K779.3K779.3K779.3 おさかなちゃんのおいでおいでおさかなちゃんのおいでおいでおさかなちゃんのおいでおいでおさかなちゃんのおいでおいで
ヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネ
ヒテン∥作  絵ヒテン∥作  絵ヒテン∥作  絵ヒテン∥作  絵

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

クリスティアーノ・ロナウドクリスティアーノ・ロナウドクリスティアーノ・ロナウドクリスティアーノ・ロナウド
マイケル　パートマイケル　パートマイケル　パートマイケル　パート
∥著∥著∥著∥著

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

おさかなちゃんのぴんぽ～んおさかなちゃんのぴんぽ～んおさかなちゃんのぴんぽ～んおさかなちゃんのぴんぽ～ん
ヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネヒド  ファン  ヘネ
ヒテン∥作  絵ヒテン∥作  絵ヒテン∥作  絵ヒテン∥作  絵

EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

野球クイズ　上級編野球クイズ　上級編野球クイズ　上級編野球クイズ　上級編
スポーツクイズ研スポーツクイズ研スポーツクイズ研スポーツクイズ研
究会∥編究会∥編究会∥編究会∥編

K783.7K783.7K783.7K783.7 もしもーしもしもーしもしもーしもしもーし 山岡 ひかる∥作山岡 ひかる∥作山岡 ひかる∥作山岡 ひかる∥作 EｱｶEｱｶEｱｶEｱｶ

ずかん文字ずかん文字ずかん文字ずかん文字 八杉 佳穂∥監修八杉 佳穂∥監修八杉 佳穂∥監修八杉 佳穂∥監修 K801.1K801.1K801.1K801.1 くだものだーれ?くだものだーれ?くだものだーれ?くだものだーれ?
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

お父さんが教える作文の書きかお父さんが教える作文の書きかお父さんが教える作文の書きかお父さんが教える作文の書きか
たたたた

赤木 かん子∥著赤木 かん子∥著赤木 かん子∥著赤木 かん子∥著 K816K816K816K816 はぐろとんぼはぐろとんぼはぐろとんぼはぐろとんぼ 吉谷 昭憲∥さく吉谷 昭憲∥さく吉谷 昭憲∥さく吉谷 昭憲∥さく
EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

なぜ?どうして?からだとこころNEWぎもんランキングなぜ?どうして?からだとこころNEWぎもんランキングなぜ?どうして?からだとこころNEWぎもんランキングなぜ?どうして?からだとこころNEWぎもんランキング

よくわかるこどものアレルギー　1～6よくわかるこどものアレルギー　1～6よくわかるこどものアレルギー　1～6よくわかるこどものアレルギー　1～6

野菜・くだもの　新・ポケット版学研の図鑑野菜・くだもの　新・ポケット版学研の図鑑野菜・くだもの　新・ポケット版学研の図鑑野菜・くだもの　新・ポケット版学研の図鑑

世界遺産　新・ポケット版学研の図鑑世界遺産　新・ポケット版学研の図鑑世界遺産　新・ポケット版学研の図鑑世界遺産　新・ポケット版学研の図鑑

昆虫のクイズ図鑑昆虫のクイズ図鑑昆虫のクイズ図鑑昆虫のクイズ図鑑
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ごんごろじゃがいもごんごろじゃがいもごんごろじゃがいもごんごろじゃがいも
いわさ ゆうこ∥さいわさ ゆうこ∥さいわさ ゆうこ∥さいわさ ゆうこ∥さ
くくくく

EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

おばけとかくれんぼおばけとかくれんぼおばけとかくれんぼおばけとかくれんぼ 新井 洋行∥作新井 洋行∥作新井 洋行∥作新井 洋行∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

かぜにおされるかぜにおされるかぜにおされるかぜにおされる
ヴィッキー  カッヴィッキー  カッヴィッキー  カッヴィッキー  カッ
ブ∥著ブ∥著ブ∥著ブ∥著

EｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝEｵﾚﾝ
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ

むすんでひらいてむすんでひらいてむすんでひらいてむすんでひらいて
新井 洋行∥構成新井 洋行∥構成新井 洋行∥構成新井 洋行∥構成
絵絵絵絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ひつじのショーン ねずみとかくれひつじのショーン ねずみとかくれひつじのショーン ねずみとかくれひつじのショーン ねずみとかくれ
んぼんぼんぼんぼ

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 うみの100かいだてのいえうみの100かいだてのいえうみの100かいだてのいえうみの100かいだてのいえ
いわい としお∥いわい としお∥いわい としお∥いわい としお∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

スーパーぶたさんですよスーパーぶたさんですよスーパーぶたさんですよスーパーぶたさんですよ
モー  ウィレムズモー  ウィレムズモー  ウィレムズモー  ウィレムズ
∥作∥作∥作∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ だれのおよめさんに…?だれのおよめさんに…?だれのおよめさんに…?だれのおよめさんに…?
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ﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

びっくりごっこですよびっくりごっこですよびっくりごっこですよびっくりごっこですよ
モー  ウィレムズモー  ウィレムズモー  ウィレムズモー  ウィレムズ
∥作∥作∥作∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ らっこのラッキーらっこのラッキーらっこのラッキーらっこのラッキー
いりやま さとし∥いりやま さとし∥いりやま さとし∥いりやま さとし∥
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

ミッケ!　1～8ミッケ!　1～8ミッケ!　1～8ミッケ!　1～8
ウォルター　ウィッウォルター　ウィッウォルター　ウィッウォルター　ウィッ
ク∥写真ク∥写真ク∥写真ク∥写真

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ おやすみのあおおやすみのあおおやすみのあおおやすみのあお 植田 真∥著植田 真∥著植田 真∥著植田 真∥著 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

うちのいぬうちのいぬうちのいぬうちのいぬ
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 だいすきなおばあちゃんだいすきなおばあちゃんだいすきなおばあちゃんだいすきなおばあちゃん 日野原 重明∥文日野原 重明∥文日野原 重明∥文日野原 重明∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ダンスをならうダンスをならうダンスをならうダンスをならう
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 とてもおおきなサンマのひらきとてもおおきなサンマのひらきとてもおおきなサンマのひらきとてもおおきなサンマのひらき
岡田 よしたか∥岡田 よしたか∥岡田 よしたか∥岡田 よしたか∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

きみのすきなどうぶつなあに?きみのすきなどうぶつなあに?きみのすきなどうぶつなあに?きみのすきなどうぶつなあに?
エリック  カールエリック  カールエリック  カールエリック  カール
∥ほかぶん え∥ほかぶん え∥ほかぶん え∥ほかぶん え

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ぴょんぴょんガエルくんぴょんぴょんガエルくんぴょんぴょんガエルくんぴょんぴょんガエルくん
岡田 よしたか∥岡田 よしたか∥岡田 よしたか∥岡田 よしたか∥
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

ちびのミイがやってきた!ちびのミイがやってきた!ちびのミイがやってきた!ちびのミイがやってきた!
トーベ  ヤンソントーベ  ヤンソントーベ  ヤンソントーベ  ヤンソン
∥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 ふしぎなたまごふしぎなたまごふしぎなたまごふしぎなたまご
たかし よいち∥たかし よいち∥たかし よいち∥たかし よいち∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ぐっすりメーメさんとあらくれアぐっすりメーメさんとあらくれアぐっすりメーメさんとあらくれアぐっすりメーメさんとあらくれア
リーリーリーリー

マウリ  クンナスマウリ  クンナスマウリ  クンナスマウリ  クンナス
∥作∥作∥作∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ まげすけさんとしゃべるどうぐまげすけさんとしゃべるどうぐまげすけさんとしゃべるどうぐまげすけさんとしゃべるどうぐ
太田 大輔∥作太田 大輔∥作太田 大輔∥作太田 大輔∥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

ぐっすりメーメさんのロックばんざぐっすりメーメさんのロックばんざぐっすりメーメさんのロックばんざぐっすりメーメさんのロックばんざ
い!い!い!い!

マウリ  クンナスマウリ  クンナスマウリ  クンナスマウリ  クンナス
∥作∥作∥作∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ かんなじじおどりかんなじじおどりかんなじじおどりかんなじじおどり 加藤 休ミ∥作加藤 休ミ∥作加藤 休ミ∥作加藤 休ミ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ぐっすりメーメさんの世界旅行ぐっすりメーメさんの世界旅行ぐっすりメーメさんの世界旅行ぐっすりメーメさんの世界旅行
マウリ  クンナスマウリ  クンナスマウリ  クンナスマウリ  クンナス
∥作∥作∥作∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ でんせつでんがらでんえもんでんせつでんがらでんえもんでんせつでんがらでんえもんでんせつでんがらでんえもん 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

ダーウィンが見たものダーウィンが見たものダーウィンが見たものダーウィンが見たもの
ミック マニング∥ミック マニング∥ミック マニング∥ミック マニング∥
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 ぼくからみるとぼくからみるとぼくからみるとぼくからみると
高木 仁三郎∥ぶ高木 仁三郎∥ぶ高木 仁三郎∥ぶ高木 仁三郎∥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

しまうまのズーはじめてのおとまりしまうまのズーはじめてのおとまりしまうまのズーはじめてのおとまりしまうまのズーはじめてのおとまり ミシェル  ゲ∥さくミシェル  ゲ∥さくミシェル  ゲ∥さくミシェル  ゲ∥さく EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ぼくぱぐぼくぱぐぼくぱぐぼくぱぐ
かなざわ まゆこかなざわ まゆこかなざわ まゆこかなざわ まゆこ
∥作∥作∥作∥作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

よるのとしょかんよるのとしょかんよるのとしょかんよるのとしょかん
カズノ  コハラ∥カズノ  コハラ∥カズノ  コハラ∥カズノ  コハラ∥
作作作作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ まなつのみみずまなつのみみずまなつのみみずまなつのみみず すとう あさえ∥作すとう あさえ∥作すとう あさえ∥作すとう あさえ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ちいさなタグはおおいそがしちいさなタグはおおいそがしちいさなタグはおおいそがしちいさなタグはおおいそがし
スティーヴン  サスティーヴン  サスティーヴン  サスティーヴン  サ
ヴェッジ∥さくヴェッジ∥さくヴェッジ∥さくヴェッジ∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ よつばののはらよつばののはらよつばののはらよつばののはら 田中 てるみ∥文田中 てるみ∥文田中 てるみ∥文田中 てるみ∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

はじめはタマゴはじめはタマゴはじめはタマゴはじめはタマゴ
ローラ  ヴァッカロローラ  ヴァッカロローラ  ヴァッカロローラ  ヴァッカロ
シーガー∥さくシーガー∥さくシーガー∥さくシーガー∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ カレーちゃんカレーちゃんカレーちゃんカレーちゃん
きたがわ めぐみきたがわ めぐみきたがわ めぐみきたがわ めぐみ
∥作∥作∥作∥作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

クジラにあいたいときはクジラにあいたいときはクジラにあいたいときはクジラにあいたいときは
ジュリー  フォリジュリー  フォリジュリー  フォリジュリー  フォリ
アーノ∥文アーノ∥文アーノ∥文アーノ∥文

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ なんでもいいからだっこして!なんでもいいからだっこして!なんでもいいからだっこして!なんでもいいからだっこして!
きただ てつや∥きただ てつや∥きただ てつや∥きただ てつや∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ヨナタンは名たんていヨナタンは名たんていヨナタンは名たんていヨナタンは名たんてい
デイヴィッド  グロデイヴィッド  グロデイヴィッド  グロデイヴィッド  グロ
スマン∥文スマン∥文スマン∥文スマン∥文

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ おばけトリックアート　1おばけトリックアート　1おばけトリックアート　1おばけトリックアート　1 北岡 明佳∥監修北岡 明佳∥監修北岡 明佳∥監修北岡 明佳∥監修 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

おやゆびひめおやゆびひめおやゆびひめおやゆびひめ
ハンス  クリスチャンハンス  クリスチャンハンス  クリスチャンハンス  クリスチャン
アンデルセン∥作アンデルセン∥作アンデルセン∥作アンデルセン∥作 EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ すずむしすずむしすずむしすずむし 久留島 武彦∥作久留島 武彦∥作久留島 武彦∥作久留島 武彦∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

あのひのクジラあのひのクジラあのひのクジラあのひのクジラ
ベンジー  デイベンジー  デイベンジー  デイベンジー  デイ
ヴィス∥作ヴィス∥作ヴィス∥作ヴィス∥作

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ
恐竜トリケラトプスとカルノタウル恐竜トリケラトプスとカルノタウル恐竜トリケラトプスとカルノタウル恐竜トリケラトプスとカルノタウル
スススス

黒川 みつひろ∥黒川 みつひろ∥黒川 みつひろ∥黒川 みつひろ∥
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

おどかさないでよ、ガオくん!おどかさないでよ、ガオくん!おどかさないでよ、ガオくん!おどかさないでよ、ガオくん!
トマス  テイラートマス  テイラートマス  テイラートマス  テイラー
∥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 むしホテルへようこそむしホテルへようこそむしホテルへようこそむしホテルへようこそ
きねかわ いつかきねかわ いつかきねかわ いつかきねかわ いつか
∥ぶん∥ぶん∥ぶん∥ぶん

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

おばけ、がっこうへいくおばけ、がっこうへいくおばけ、がっこうへいくおばけ、がっこうへいく
ジャック  デュケノジャック  デュケノジャック  デュケノジャック  デュケノ
ワ∥さくワ∥さくワ∥さくワ∥さく

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ おじいちゃんのかけらおじいちゃんのかけらおじいちゃんのかけらおじいちゃんのかけら
たかはし あきこ∥たかはし あきこ∥たかはし あきこ∥たかはし あきこ∥
文文文文

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ラリーはうそつきラリーはうそつきラリーはうそつきラリーはうそつき
クリスティアーネクリスティアーネクリスティアーネクリスティアーネ
ジョーンズ∥ぶんジョーンズ∥ぶんジョーンズ∥ぶんジョーンズ∥ぶん

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ クイクイちゃんクイクイちゃんクイクイちゃんクイクイちゃん 牧野 夏子∥文牧野 夏子∥文牧野 夏子∥文牧野 夏子∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

悟空、やっぱりきみがすき!悟空、やっぱりきみがすき!悟空、やっぱりきみがすき!悟空、やっぱりきみがすき! 向 華∥作向 華∥作向 華∥作向 華∥作 EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ チェブラーシカチェブラーシカチェブラーシカチェブラーシカ
エドゥアルド  ウスエドゥアルド  ウスエドゥアルド  ウスエドゥアルド  ウス
ペンスキー∥原作ペンスキー∥原作ペンスキー∥原作ペンスキー∥原作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

パパのところへパパのところへパパのところへパパのところへ
ローレンス  シメローレンス  シメローレンス  シメローレンス  シメ
ル∥文ル∥文ル∥文ル∥文

EﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛEﾊｲｲﾛ ポコポコミックスジュースポコポコミックスジュースポコポコミックスジュースポコポコミックスジュース
さかい さちえ∥さかい さちえ∥さかい さちえ∥さかい さちえ∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
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ポッタとポッテ ランプのあかりポッタとポッテ ランプのあかりポッタとポッテ ランプのあかりポッタとポッテ ランプのあかり さとう まりこ∥さくさとう まりこ∥さくさとう まりこ∥さくさとう まりこ∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ あめのひのホネホネさんあめのひのホネホネさんあめのひのホネホネさんあめのひのホネホネさん
にしむら あつこにしむら あつこにしむら あつこにしむら あつこ
∥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

おおきなスイカおおきなスイカおおきなスイカおおきなスイカ 庄野 ナホコ∥作庄野 ナホコ∥作庄野 ナホコ∥作庄野 ナホコ∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ おひめさまようちえんのアイドルおひめさまようちえんのアイドルおひめさまようちえんのアイドルおひめさまようちえんのアイドル のぶみ∥さくのぶみ∥さくのぶみ∥さくのぶみ∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

ようかいえんにいらっしゃいようかいえんにいらっしゃいようかいえんにいらっしゃいようかいえんにいらっしゃい
白土 あつこ∥作白土 あつこ∥作白土 あつこ∥作白土 あつこ∥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 いぬのこたろういぬのこたろういぬのこたろういぬのこたろう
ばば 多絵∥さくばば 多絵∥さくばば 多絵∥さくばば 多絵∥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

12にんのいちにち12にんのいちにち12にんのいちにち12にんのいちにち 杉田 比呂美∥作杉田 比呂美∥作杉田 比呂美∥作杉田 比呂美∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ おねしょのかみさまおねしょのかみさまおねしょのかみさまおねしょのかみさま 長谷川 義史∥作長谷川 義史∥作長谷川 義史∥作長谷川 義史∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

いわしくんいわしくんいわしくんいわしくん 菅原 たくや∥作菅原 たくや∥作菅原 たくや∥作菅原 たくや∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
おとぎれっしゃしゅっぱつしんこおとぎれっしゃしゅっぱつしんこおとぎれっしゃしゅっぱつしんこおとぎれっしゃしゅっぱつしんこ
う!う!う!う!

間瀬 なおかた∥間瀬 なおかた∥間瀬 なおかた∥間瀬 なおかた∥
作  絵作  絵作  絵作  絵

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

うなぎのうーちゃんだいぼうけんうなぎのうーちゃんだいぼうけんうなぎのうーちゃんだいぼうけんうなぎのうーちゃんだいぼうけん くろき まり∥文くろき まり∥文くろき まり∥文くろき まり∥文 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ だるまなんだだるまなんだだるまなんだだるまなんだ
おおなり 修司∥おおなり 修司∥おおなり 修司∥おおなり 修司∥
文文文文

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

おかしがたべたい!おかしがたべたい!おかしがたべたい!おかしがたべたい!
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 ムームムームムームムーム
かわむら げんきかわむら げんきかわむら げんきかわむら げんき
∥作∥作∥作∥作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

氷の巨人コーリン氷の巨人コーリン氷の巨人コーリン氷の巨人コーリン
サカリアス  トペリサカリアス  トペリサカリアス  トペリサカリアス  トペリ
ウス∥原作ウス∥原作ウス∥原作ウス∥原作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ うそうそうそうそ
中川 ひろたか∥中川 ひろたか∥中川 ひろたか∥中川 ひろたか∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

あんやと!ばあちゃんあんやと!ばあちゃんあんやと!ばあちゃんあんやと!ばあちゃん 小坂 直樹∥作小坂 直樹∥作小坂 直樹∥作小坂 直樹∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ おっとあぶないかわのなかおっとあぶないかわのなかおっとあぶないかわのなかおっとあぶないかわのなか
きむら ゆういち∥きむら ゆういち∥きむら ゆういち∥きむら ゆういち∥
文文文文

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

カエルのおでかけカエルのおでかけカエルのおでかけカエルのおでかけ 高畠 那生∥作高畠 那生∥作高畠 那生∥作高畠 那生∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ おひるねちゃんとできるかなおひるねちゃんとできるかなおひるねちゃんとできるかなおひるねちゃんとできるかな
宮野 聡子∥作宮野 聡子∥作宮野 聡子∥作宮野 聡子∥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

セッセとヨッコラ ヒョゴーどうくつのセッセとヨッコラ ヒョゴーどうくつのセッセとヨッコラ ヒョゴーどうくつのセッセとヨッコラ ヒョゴーどうくつの
たんけんたんけんたんけんたんけん

高畠 那生∥作高畠 那生∥作高畠 那生∥作高畠 那生∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ こかげでほっこかげでほっこかげでほっこかげでほっ
みなみ じゅんこみなみ じゅんこみなみ じゅんこみなみ じゅんこ
∥さく  え∥さく  え∥さく  え∥さく  え

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ

そよかぜさんそよかぜさんそよかぜさんそよかぜさん
たちもと みちこ∥たちもと みちこ∥たちもと みちこ∥たちもと みちこ∥
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 アイタイアイタイアイタイアイタイ 長谷川 集平∥作長谷川 集平∥作長谷川 集平∥作長谷川 集平∥作 EﾑﾗｻｷEﾑﾗｻｷEﾑﾗｻｷEﾑﾗｻｷ

プリンちゃんとモンブランばあばプリンちゃんとモンブランばあばプリンちゃんとモンブランばあばプリンちゃんとモンブランばあば
なかがわ ちひろなかがわ ちひろなかがわ ちひろなかがわ ちひろ
∥ぶん∥ぶん∥ぶん∥ぶん

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ 布絵本  布絵本  布絵本  布絵本  

ぼくはヨハネス・フェルメールぼくはヨハネス・フェルメールぼくはヨハネス・フェルメールぼくはヨハネス・フェルメール 林 綾野∥さく林 綾野∥さく林 綾野∥さく林 綾野∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ T1T1T1T1

木にとまりたかった木のはなし木にとまりたかった木のはなし木にとまりたかった木のはなし木にとまりたかった木のはなし 黒柳 徹子∥作黒柳 徹子∥作黒柳 徹子∥作黒柳 徹子∥作 EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ DVDDVDDVDDVD

おばけのいちにちおばけのいちにちおばけのいちにちおばけのいちにち 長 新太∥さく長 新太∥さく長 新太∥さく長 新太∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
ハーブ&ドロシー アートの森の小ハーブ&ドロシー アートの森の小ハーブ&ドロシー アートの森の小ハーブ&ドロシー アートの森の小
さな巨人さな巨人さな巨人さな巨人

佐々木 芽生∥監佐々木 芽生∥監佐々木 芽生∥監佐々木 芽生∥監
督 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ督 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ督 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ督 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ

V707.9V707.9V707.9V707.9

ゆっくりのんのちゃんゆっくりのんのちゃんゆっくりのんのちゃんゆっくりのんのちゃん
わたり むつこ∥わたり むつこ∥わたり むつこ∥わたり むつこ∥
作作作作

EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
ハーブ&ドロシー ふたりからの贈ハーブ&ドロシー ふたりからの贈ハーブ&ドロシー ふたりからの贈ハーブ&ドロシー ふたりからの贈
りものりものりものりもの

佐々木 芽生∥監佐々木 芽生∥監佐々木 芽生∥監佐々木 芽生∥監
督 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ督 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ督 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ督 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ

V707.9V707.9V707.9V707.9

あまがえるのあおちゃんあまがえるのあおちゃんあまがえるのあおちゃんあまがえるのあおちゃん 高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ 隠し砦の三悪人隠し砦の三悪人隠し砦の三悪人隠し砦の三悪人 黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督
V778.2V778.2V778.2V778.2
1111

ありこちゃんのおてつだいありこちゃんのおてつだいありこちゃんのおてつだいありこちゃんのおてつだい 高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ 七人の侍七人の侍七人の侍七人の侍 黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督
V778.2V778.2V778.2V778.2
1111

かたつむりののんちゃんかたつむりののんちゃんかたつむりののんちゃんかたつむりののんちゃん 高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ 小早川家の秋小早川家の秋小早川家の秋小早川家の秋
小津 安二郎∥監小津 安二郎∥監小津 安二郎∥監小津 安二郎∥監
督督督督

V778.2V778.2V778.2V778.2
1111

かぶとむしのぶんちゃんかぶとむしのぶんちゃんかぶとむしのぶんちゃんかぶとむしのぶんちゃん 高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ 生きる生きる生きる生きる 黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督
V778.2V778.2V778.2V778.2
1111

かまきりのかまくんかまきりのかまくんかまきりのかまくんかまきりのかまくん 高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ 赤ひげ赤ひげ赤ひげ赤ひげ 黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督
V778.2V778.2V778.2V778.2
1111

ころちゃんはだんごむしころちゃんはだんごむしころちゃんはだんごむしころちゃんはだんごむし 高家  博成∥さく高家  博成∥さく高家  博成∥さく高家  博成∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ 蜘蛛巣城蜘蛛巣城蜘蛛巣城蜘蛛巣城 黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督
V778.2V778.2V778.2V778.2
1111

ちょうちょのしろちゃんちょうちょのしろちゃんちょうちょのしろちゃんちょうちょのしろちゃん 高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ 天国と地獄天国と地獄天国と地獄天国と地獄 黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督黒澤 明∥監督
V778.2V778.2V778.2V778.2
1111

てんとうむしのてんてんちゃんてんとうむしのてんてんちゃんてんとうむしのてんてんちゃんてんとうむしのてんてんちゃん 高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ DVD（児童向け）DVD（児童向け）DVD（児童向け）DVD（児童向け）

とんぼのあかねちゃんとんぼのあかねちゃんとんぼのあかねちゃんとんぼのあかねちゃん 高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ
KV210KV210KV210KV210
.1.1.1.1

ばったのぴょんこちゃんばったのぴょんこちゃんばったのぴょんこちゃんばったのぴょんこちゃん 高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく高家 博成∥さく EﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘEﾐﾄﾞﾘ TAOTAO　1～4TAOTAO　1～4TAOTAO　1～4TAOTAO　1～4
TARAKO∥声のTARAKO∥声のTARAKO∥声のTARAKO∥声の
出演出演出演出演

KV778KV778KV778KV778
.77.77.77.77

布絵本  おやつ布絵本  おやつ布絵本  おやつ布絵本  おやつ

まんが日本史　1～3まんが日本史　1～3まんが日本史　1～3まんが日本史　1～3
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