
購入図書案内　　1月号
齋藤ゼミ「才能」に気づく
19の自己分析

齋藤 孝∥著 159

神さまとのおしゃべり さとう みつろう∥著 159

社会人1年目からのエクセル Studioノマド∥著 07.63 ホ・オポノポノ
イハレアカラ
ヒューレン∥監修

159

実践型レファレンス・サービス入門 斎藤 文男∥著 015.2
ホリエモンとオタキングが、カネに執着
するおまえの生き方を変えてやる!

堀江 貴文∥著 159

塩尻の新図書館を創った人たち 内野 安彦∥著 016.2152 定時帰宅。 日野 瑛太郎∥著 159.4

はじめよう学校図書館　10 017 美の宿るところ 藤原 美智子∥著 159.6

学校図書館に司書がいたら 村上 恭子∥著 017.3 イタい女になる人ならない人
やました ひでこ
∥著

159.6

独学でよかった 佐藤 忠男∥著 019.04
人生を考えるのに
遅すぎるということはない

安藤 忠雄∥著 159.7

読む技術 塚田 泰彦∥著 019.12 日本の霊山読み解き事典 西海 賢二∥編 163.1

読む力が未来をひらく 脇 明子∥著 019.2 国分寺を歩く
かみゆ歴史
編集部∥編

185.91

18歳の読書論　続 和田 渡∥著 019.2 高野山 松長 有慶∥著 188.55

100冊の絵本と親子の3000日 福沢 周亮∥編 019.53 親鸞「四つの謎」を解く 梅原 猛∥著 188.72

検閲の帝国 紅野 謙介∥編 023.8 ナザレの人イエス D.ゼレ∥著 192.8

誰がタブーをつくるのか? 永江 朗∥著 023.8 沈黙の声を聴く 絹川 久子∥著 193.62

雑学子どもにウケるたのしい日本 坪内 忠太∥著 049 よくわかるクリスマス 嶺重 淑∥編 196.3

言志　Vol.01(2014.10)
チャンネル桜
∥責任編集

051.3

ぶらりあるきベトナムの博物館 中村 浩∥著 069.0223 マヤ・アンデス・琉球 青山 和夫∥著 202.5

ジャーナリズムの現場から 大鹿 靖明∥編著 070.4 逆説の日本史　21 井沢 元彦∥著 210.04

「米中韓」と日本の歴史 金谷 俊一郎∥著 210.18

哲学散歩 木田 元∥著 104 名家老たちの危機の戦略戦術 加来 耕三∥著 210.5

マンガでやさしくわかるアドラー心理学 岩井 俊憲∥著 140 ひと目でわかる「慰安婦問題」の真実 水間 政憲∥著 210.7

発想の種IMAGINE　育成編 川崎 健二∥編著 141.5 日本-喪失と再起の物語　上・下
デイヴィッド
ピリング∥著

210.76

発想の種IMAGINE　発見編 川崎 健二∥編著 141.5 the Chronicle　２ 210.76

卒アル写真で将来はわかる
マシュー
ハーテンステイン∥著 141.9 寿辞(よごと)

長谷川 健郎
∥写真

212.6

ベリッシモなおモテめし
ベリッシモ
フランチェスコ∥著 152.1 チベットに舞う日本刀 楊 海英∥著 222.6

生きる意味109 長南 瑞生∥著 159 熊の歴史
ミシェル
パストゥロー∥著

230

粋な生き方 帯津 良一∥著 159 皇后陛下美智子さま心のかけ橋 渡邊 満子∥著 288.44
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黒幕 伊藤 博敏∥著 289.1 政治学大図鑑
ポール　ケリー
∥ほか著 311

織田信長<天下人>の実像 金子 拓∥著 289.1 日本に巣喰う4つの“怪物”
カレル　ヴァン
ウォルフレン∥著 312.1

天人 後藤 正治∥著 289.1 甦る上杉慎吉 原田 武夫∥著 313.61

バカでも資産1億円 杉村 太蔵∥著 289.1 世界が驚いた科学捜査事件簿
ナイジェル
マクレリー∥著 317.75

吉田松陰の妹・文のことが
マンガで3時間でわかる本 津田 太愚∥著 289.1 夕張再生市長 鈴木 直道∥著 318.22

新訳信長の言葉 童門 冬二∥著 289.1 縮小都市の挑戦 矢作 弘∥著 318.95

森田実の一期一縁 森田 実∥著 289.1 私の「情報分析術」超入門 佐藤 優∥著 319.04

祖父はアーモン・ゲート
ジェニファー
テーゲ∥著 289.3

「反日中韓」を操るのは、
じつは同盟国・アメリカだった!

馬渕 睦夫∥著 319.04

おだまり、ローズ
ロジーナ
ハリソン∥著 289.3 世界を操る支配者の正体 馬渕 睦夫∥著 319.04

なぜか頭からはなれない
奇妙な絶景spot50 渋川 育由∥編 290.87

日本はなぜ、「基地」と「原発」を
止められないのか 矢部 宏治∥著 319.11

世界の城塞都市 千田 嘉博∥監修 290.9
日本はなぜ、「基地」と「原発」を
止められないのか 矢部 宏治∥著 319.11

一度きりの人生、絶対に行きたい
夢の旅50 A Works∥編集 290.93 出使日記の時代 岡本 隆司∥著 319.22

たった3泊4日で行ける
世界の絶景・楽園ガイド

週末海外研究会
∥編 290.93 国家と秘密 久保 亨∥著 326.81

世界動物の旅 290.93 司法書士白書　2014年版
日本司法書士会
連合会∥編 327.17

民話と伝承の絶景36 石橋 睦美∥著 291.09 未承認国家と覇権なき世界 廣瀬 陽子∥著 329.11

るるぶ青森　　’15 291.21 「世界標準」のお金の教養講座 泉 正人∥著 330

週末ぶらっと黄海旅行記 平井 敏晴∥著 292.1 父が息子に語るマクロ経済学 齊藤 誠∥著 331

中朝鉄路写真紀行
小竹 直人∥
写真　文

292.2 グローバル経済史入門 杉山 伸也∥著 332.06

かわいいチェンマイ案内 島本 美由紀∥著 292.37 日本の奈落 植草 一秀∥著 332.11

シルバー夫婦のきままな
ヨーロッパ・サイクリング記

高桑 明∥著 293.09 反グローバリズムの克服 八代 尚宏∥著 333

パリジェンヌにはなったけれど… とのまりこ∥著 293.5 コーポレート・ガバナンス 花崎 正晴∥著 335.4

写真で旅する北欧の事典 萩原 健太郎∥著 293.89 経営計画の作り方・進め方 宮内 健次∥著 336.1

るるぶボストン 295.31 あなたも人気講師になれる本 大谷 由里子∥著 336.47

交渉は創造である
マイケル
ウィーラー∥著

336.49

日本に住む英国人が
イギリスに戻らない本当の理由

井形 慶子∥著 302.1
外資系コンサルが実践する
資料作成の基本

吉澤 準特∥著 336.55

想像力と複眼的思考 内田 雅敏∥著 304 3色ペンで読む決算書 吉田 勧司∥著 336.83

「新しい日本人」が創る2015年以後 日下 公人∥著 304 投資信託はこうして買いなさい 中野 晴啓∥著 338.8

文藝春秋オピニオン
2015年の論点100

304 官製相場の暴落が始まる 副島 隆彦∥著 338.9

社会科学
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青空文庫で社会学 渡部 真∥著 361.04 里の時間 芥川 仁∥著 382.1

マックス・ウェーバーを読む 仲正 昌樹∥著 361.23 女子のためのお江戸案内 堀江 宏樹∥著 384.6

友だちは永遠じゃない 森 真一∥著 361.3 もっとエコ・ラッピング 正林 恵理子∥著 385.97

たったひとつの「真実」なんてない 森 達也∥著 361.45 ハロウィーンの文化誌 リサ　モートン∥著386

世界陰謀全史 海野 弘∥著 361.65 霊能動物館 加門 七海∥著 387

介護事業所経営者のための
改正介護保険早わかり 田中 元∥著 364.4 図説西洋護符大全

L.クリス=レッテン
ベック∥著

387

西洋珍職業づくし
ミヒャエラ
フィーザー∥著

366.29 禁忌習俗事典 柳田 国男∥著 387

「働くこと」を問い直す 山崎 憲∥著 366.5 まんが日本昔ばなし今むかし 川内 彩友美∥著 388.1

わたしは13歳、学校に行けずに
花嫁になる。

プラン
ジャパン∥著

367.2 和食ことわざ事典 永山 久夫∥著 388.81

ダメダンナ図鑑 井上 ミノル∥著 367.3 米軍と人民解放軍 布施 哲∥著 392.53

老いた親とは離れなさい 坂岡 洋子∥著 367.7 軍装品でたどる太平洋戦争 395.5

あなたを自殺させない 中村 智志∥著 368.3

詐欺と詐称の大百科
イアン
グレイアム∥著

368.6 最強の「毒物」はどれだ? 斉藤 勝裕∥著 431.04

東日本大震災復興支援事業
３カ年報告書 日本赤十字社 369 大人でも答えられない!宇宙のしつもん 荒舩 良孝∥著 440

東日本大震災・東京電力
福島第一原子力発電所自己記録誌

宮城県土地家屋
調査会 369 宇宙

ニコラス
チータム∥著

440.87

東日本大震災・東京電力
福島第一原子力発電所自己記録誌

宮城県土地家屋
調査会 369 メシエ天体ビジュアルガイド 中西 昭雄∥著 443.7

2013年東日本大震災3年目の活動記録 369.31 太陽系惑星
ジャイルズ
スパロウ∥著

445

サンタクロースが届けてくれた
心温まる物語

清輔 夏輝∥監修 369.4 天気予報はこの日「ウソ」をつく 安藤 淳∥著 451.28

子育て支援ガイドブック 橋本 和明∥編 369.4 竜巻 小林 文明∥著 451.5

日本における保育園の誕生 宍戸 健夫∥著 369.42 地震と火山 鎌田 浩毅∥監修 453

原発事故とこの国の教育 武田 邦彦∥著 370.4 大地震 宇佐美 龍夫∥著 453.21

プロの板書　基礎編 釼持 勉∥著 374.35 日本の水草 角野 康郎∥著 471.74

保育とは何か 近藤 幹生∥著 376.1 新種生物大百科 今泉 忠明∥監修 480.4

忍者あそびがいっぱい 浦中 こういち∥著 376.16 深海生物捕った、育てた、判った! 石垣 幸二∥著 481.74

0・1・2歳児の歌で楽しむ発表会
わたなべ
めぐみ∥著 376.16 死を悼む動物たち

バーバラ
J.キング∥著

481.78

働きながらでも博士号はとれる 都丸 孝之∥著 377.5 野生の食卓 481.78

ネットで学ぶ世界の大学MOOC入門 重田 勝介∥著 379.7 文化昆虫学事始め 三橋 淳∥編 486.04

アインシュタインの逆オメガ 小泉 英明∥著 379.93 サイボーグ昆虫、フェロモンを追う 神崎 亮平∥著 486.1

自然科学
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ゴキブリ大全
デヴィッド　ジョージ
ゴードン∥著

486.42
60歳からの脳トレもの忘れ、
認知症にならない漢字思い出しテスト

ど忘れ現象を
防ぐ会∥編 498.39

ハムシハンドブック 尾園 暁∥著 486.6 料理と科学のおいしい出会い 石川 伸一∥著 498.53

戦争と医学 西山 勝夫∥編著 490.15 危険な食品の見分け方 渡辺 雄二∥著 498.54

冷えと肩こり 白杉 悦雄∥著 490.21 日体大の超簡単ダイエットレシピ 安達 瑞保∥監修 498.58

医者を見限る勇気
ヴァーノン
コールマン∥著

490.4 香りの力 熊井 明子∥著 499.87

丁先生、漢方って、おもしろいです。 丁 宗鐵∥著 490.9 ハーブティー大事典
榊田 千佳子
∥監修

499.87

美しい人体図鑑
コリン　ソルター
∥総編集

491.11

いまさらですが、無頼派宣言。 海堂 尊∥著 491.6 完訳からくり図彙 [細川 半蔵∥著] 502.1

いい覚悟で生きる 樋野 興夫∥著 491.65 名所・旧跡の解剖図鑑 スタジオワーク∥著 521

痛みをやわらげる科学 下地 恒毅∥著 492 世界の不思議な家、楽しい家 527

人が病気で死ぬワケを考えてみた 森皆 ねじ子∥著 492
自動車ガイドブック
vol.61(2014-2015)

537

ナイチンゲールの『看護覚え書』 金井 一薫∥編著 492.9 VINTAGE BIKE FILE 537.98

「脱水症」と「経口補水液」の
すべてがわかる本

谷口 英喜∥著 493.12
チャーリィ古庄の世界の旅客機
「捕獲標本」

チャーリィ古庄∥著 538.6

便秘と痔の悩みを解消
セルフケアと治療

山名 哲郎∥監修 493.46 航空管制のはなし 中野 秀夫∥著 538.86

見てしまう人びと
オリヴァー
サックス∥著

493.7 完全図解人工衛星のしくみ事典 大貫 剛∥著 538.9

ストレス、気疲れ、心配が多くても自律神
経失調症がグングン楽になる55の方法 主婦の友社∥編 493.73 超・絶景宇宙写真 寺門 和夫∥著 538.9

不幸な認知症幸せな認知症 上田 諭∥著 493.76 アポロ11号
ピアーズ
ビゾニー∥著

538.9

ユマニチュード NHK取材班∥[編] 493.76 原発と大津波 警告を葬った人々 添田 孝史∥著 539.09

0歳からのワクチン接種ガイド 薗部 友良∥監修 493.94 「吉田調書」を読み解く 門田 隆将∥著 543.5

「カンガルーケア」と「完全母乳」で
赤ちゃんが危ない

久保田 史郎∥著 493.95 リスニングルームの音響学 石井 伸一郎∥著 547.33

がんより怖いがん治療 近藤 誠∥著 494.5 ロボット考学と人間 森 政弘∥著 548.3

妊活カップルのためのオトコ学 小堀 善友∥著 494.97 よくわかる最新船舶の基本と仕組み 川崎 豊彦∥著 550

補聴器の必要な人、不要な人 神崎 仁∥著 496.6 火薬のはなし 松永 猛裕∥著 575.9

歯医者に聞きたい歯の治療 太田 武雄∥著 497 オリーブオイル・ガイドブック 長友 姫世∥著 576.18

人気の「これだけ健康法」が寿命を縮める 久保 明∥著 498.3 包丁と砥石大全
日本研ぎ文化
振興協会∥監修 581.7

心も体も30歳若返る
「スーパー高齢者」の50の習慣 板東 浩∥監修 498.3 葡萄酒物語 安齋 喜美子∥文 588.55

腰・肩・ひざは「ねじって」治す 山内 英雄∥著 498.34 本当はコレだけ!ワインのツボ
Jプレゼンスアカデミーワ
イン教室∥監修 588.55

快眠力 成井 浩司∥著 498.36 シングルモルト&ウイスキー事典 北村 聡∥監修 588.57

技術・実用書
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マッサン流「大人酒の目利き」 野田 浩史∥[著] 588.57 小さなてまりとかわいい雑貨 寺島 綾子∥著 594.9

40代からのおしゃれは、
大人ベーシック

マガジンハウス
∥編

589.2 モールで作る雑貨とアクセサリー43
フジサキ
タクマ∥著

594.9

大切にしたいモノとコト 有元 葉子∥著 590.4
ヘアイメージを変えると、
身のこなし方まで変わる!

笠木 ルミ子∥著 595.4

50代が今やるべき輝く
セカンドステージのつくり方

生活設計塾クルー
∥アドバイス　監修 591 My Favorite BREAKFAST 朝時間.jp∥著 596

「おひとり」を不安0で生き抜く
女子貯金

横山 光昭∥著 591 自分で作る乾燥食品 いとう ゆき∥著 596

オン・オフ使える大人のソーイング 593.36
たかこ@caramel milk teaさんの“
作りおきで嬉しい”お料理とお菓子のレシピ 稲田 多佳子∥著 596

結ぶ・編む・組む・織る・繡う 石井 照子∥共著 594
給食がおいしいと評判の
保育園・幼稚園の人気メニュー

WILLこども知育
研究所∥編著

596

古い布でつくる 山中 とみこ∥著 594 これであなたもひとりごはんのベテラン 川津 幸子∥著 596

私の裁縫箱 594 いちばんやさしい基本の鍋レシピ 講談社∥編 596

和布の手しごと事典 594 食べる、作る、取り寄せる旨い鍋!
COMPASS
 POINT inc.∥編著

596

ちいさなこぎん刺し 594.2 煮込み料理をご飯にかけて 坂田 阿希子∥著 596

手軽に楽しむ小さな刺し子こもの 594.2 大根おろしアート 主婦の友社∥編 596

ヘルガ・イサガーの、あみもの Helga Isager∥著 594.3 シニアのラクラク1人分健康ごはん 高城 順子∥著 596

かぎ針で編むかわいい編みもの 遠藤 ひろみ∥[著] 594.3 作りおきスープの素 高山 かづえ∥著 596

毎日あみもの 柴田 淳∥[著] 594.3 高山なおみの料理 高山 なおみ∥著 596

かぎ針で編む縁起ものの
あみぐるみ

寺西 恵里子∥著 594.3 クックパッドのひとりぶんごはん InRed編集部∥編 596

エストニアの手編みこもの 中田 早苗∥編 594.3 徳永久美子のもっとパンを楽しむ生活 徳永 久美子∥著 596

こどものどうぶつニット 文化出版局∥編 594.3 絶対食べたい!ごちそう鍋レシピ74
夏梅 美智子
∥監修

596

ほし☆みつきのあみあみ水族館 ほし みつき∥著 594.3 NHKうまいッ!食材厳選ガイド
「うまいッ!」番組
制作班∥編

596

いちばんよくわかる
新・かぎ針あみの基礎 594.3

赤坂「まめ多」女将の
おつまみレシピ春夏秋冬

降旗 壽眞子∥著 596

いちばんよくわかる
新・かぎ針あみの小物 594.3 味つけだれ

ベターホーム協会
∥編集

596

いちばんよくわかる
新・棒針あみの基礎 594.3

朝・昼・晩はじめてのシニアの
1人分ごはん

村上 祥子∥著 596

かぎ針編みのバッグ&インテリア雑貨 594.3 しろめしの友 山田 やすよ∥文 596

大人のためのはじめてのかぎ針編み 594.3 ディップの本 渡辺 麻紀∥著 596

大人のためのはじめての棒針編み 594.3
少し仕込んでじっくり煮込む
鍋まかせレシピ

渡辺 麻紀∥著 596

12ケ月のつまみ細工 博多琴路∥著 594.6 たれ・ソースの基本とアレンジ571 596

斉藤謠子お気に入りの
布で作るキルト

斉藤 謠子∥[著] 594.9 小林カツ代のおいしいがいちばん! 小林 カツ代∥著 596.04

そぼろのおとぼけぬいぐるみ そぼろ∥著 594.9 目玉焼きの丸かじり 東海林 さだお∥著 596.04
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寺嫁ごはん 麻生 怜菜∥著 596.21 型(パウンド)はひとつ!大好きな焼き菓子 大森 いく子∥[著] 596.65

食べることは、生きること 近藤 文夫∥著 596.21
だいすき!絵本からうまれた
おいしいレシピ

きむら かよ∥著 596.65

間違いだらけの鍋奉行 マッキー牧元∥著 596.21
本当においしい
アイシング&カラフルクッキー

小林 三佐子∥著 596.65

ベーシック・フレンチ 大森 由紀子∥著 596.23 つくりおきできるおからスイーツ 鈴木 理恵子∥著 596.65

ロシアの保存食 荻野 恭子∥著 596.23 はじめてのシュガーアート
東京シュガー
アート∥著

596.65

神戸・北野のキッシュレシピ 近藤 弘康∥著 596.23 イクミママのどうぶつドーナツレシピ 中尾 育美∥著 596.65

MOROCCAN COOKBOOK 寺田 なほ∥[著] 596.23 フィンガーフード 中村 美穂∥著 596.65

北欧のおいしいスープ フルタ ヨウコ∥著 596.23 もっと!ぼくのおやつ ぼく∥著 596.65

スーパーダイエットフード
しらたきレシピ

牛尾 理恵∥料理 596.3 まっちんのかんたん焼きおやつ 町野 仁英∥著 596.65

手作り燻製ハンドブック 燻製道士∥著 596.3 電子レンジでつくる12か月の和菓子 松井 ミチル∥著 596.65

おからレシピ100
浜内 千波∥
[料理監修]

596.3 アイシングクッキーレッスンBOOK 松比良 明奈∥著 596.65

「ストウブ」で、肉 サルボ恭子∥著 596.33 かわいいクッキー 本橋 雅人∥著 596.65

肉焼き絶品ルール 肉焼き総研∥編著 596.33 江戸時代から続く老舗の和菓子屋 山本 博文∥監修 596.65

作りおきも、できたても!
おいしいサラダ300

主婦と生活社∥編 596.37
作りたくなる、贈りたくなる
幸せショコラレシピ

横井 満里代∥著 596.65

ねぎのレシピ 瀬尾 幸子∥著 596.37 バターなしでおいしいパイとタルト 吉川 文子∥著 596.65

野菜のチップス果実のチップス 藤田 承紀∥著 596.37 アトリエ・タタンのチーズケーキ 渡部 まなみ∥著 596.65

ホットサラダ 藤原 美佐∥著 596.37 バーミックスのある暮らし 井手 櫻子∥著 596.9

野菜の便利おかず 武蔵 裕子∥著 596.37 奇跡の3日片づけ 石阪 京子∥著 597.5

家族と。友人と。
みんなで集まる日のごはん

有元 葉子∥著 596.4
子どもが多いお家(うち)でもできる
スッキリ!整理術

まえだ ゆずこ
∥まんが 597.5

持ちより&差しいれレシピ 岩本 恵美子∥著 596.4 うちはおっぺけ　1・2 松本 ぷりっつ∥著 599.04

GRAND HYATT TOKYO
とっておきのパーティレシピ

グランドハイアット
東京∥著

596.4

遠山さんちの明日のお弁当 遠山 景織子∥著 596.4 図解でよくわかる土・肥料のきほん
日本土壌協会
∥監修

613.4

おもてなしレシピ 山脇 りこ∥著 596.4 緑肥作物とことん活用読本 橋爪 健∥著 613.43

発酵いらずのパンとすぐできるスープ ヤミー∥著 596.63 イチゴの基礎知識 森下 昌三∥著 626.29

季節のシフォンケーキとお菓子 青井 聡子∥著 596.65 旅はワン連れ 片野 ゆか∥著 645.6

いつでもおやつ 飯塚 有紀子∥著 596.65 商店街のネコ店長 梅津 有希子∥著 645.7

熟成ケーキ 磯貝 由恵∥著 596.65 ニャンコトリロジー 和田 誠∥著 645.7

かわいい!おいしい!
手作りどうぶつクッキー

臼田 亜也子∥著 596.65 森林飽和 太田 猛彦∥著 652.1

産業
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狩猟始めました 安藤 啓一∥著 659 ルーク・オザワのヒコーキ写真の撮り方 ルーク　オザワ∥著 743.5

猟師になりたい! 北尾 トロ∥著 659
アウトドアで使うための
アクティブ動画カメラ入門

河原塚 英信∥著 746.7

リクガメ 海老沼 剛∥著 666.79 親子でいっしょに季節の手作りあそび イシグロ フミカ∥著 750

図解でわかるリースの実務
いちばん最初に読む本 六角 明雄∥著 673.93 はじめてのねんどアクセサリー アトリエ　ペルト∥著 751.4

ヨーロッパの看板
上野 美千代
∥写真　文

674.8 プラバンでつくる四季のかわいいアクセ 坂本 奈緒∥著 751.9

男の一生モノ図鑑 675.1
オーブン粘土・レジン・プラバンでできる
カラフルかわいい手づくりボタン 751.9

自転車事故の法律相談 高木 宏行∥編著 681.3
レジンとプラバンでつくる
愛しいアクセサリー 751.9

交通情報の女たち 室井 昌也∥著 685.06 かわいい切り紙てがみ イワミ カイ∥著 754.9

東北ライン全線・全駅・全配線
第4巻

川島 令三∥編著 686.21 落ち葉切り紙 Killigraph∥著 754.9

きっぷのルールハンドブック 土屋 武之∥著 686.51 ティーバッグの包み紙でゆかいな折り紙 山口 真∥著 754.9

東京ディズニーランド&シー
裏技ハンディガイド　2015年版

TDL&TDS裏技
調査隊∥編

689.5 日本のおもちゃ絵 川崎 巨泉∥[画] 759.9

格安スマホ得ガイド
アスキー書籍
編集部∥編集

694.6 14歳　3 佐々木 美夏∥著 764.7

ウドウロク 有働 由美子∥著 699.39 殉愛 百田 尚樹∥著 767.8

舞をどり 梅津 貴昶∥著 769.1

京都で日本美術をみる 橋本 麻里∥著 702.1 人間、やっぱり情でんなぁ 竹本 住大夫∥著 777.1

邸宅美術館の誘惑 朽木 ゆり子∥著 706.9 KEEP ON DREAMING戸田奈津子 戸田 奈津子∥著 778.04

モナリザの秘密 内田 広由紀∥著 720.79 本当に怖い映画100本 778.2

ゼロから始める西洋絵画入門 田中 久美子∥監修 723 松居流マネーの掟 松居 一代∥著 778.21

偽装された自画像 冨田 章∥著 723 SAYONARA国立競技場 780.67

はじめての油絵レッスン
マーク　ウィレン
ブリンク∥著 724.3 マラソンと日本人 武田 薫∥著 782.3

透明水彩絵の具と墨で描く
モダン絵てがみ 村西 恵津∥[著] 724.4

バスケットボール1人でもできる
トレーニングブック

鈴木 良和∥監修 783.1

竹久夢二の世界 726.5 卓球3ステップレッスン　2 大橋 宏朗∥著 783.6

工藤ノリコBOOK 工藤 ノリコ∥著 726.6 洲崎球場のポール際 森田 創∥著 783.7

しかけ絵本の世界
佐久間 保明
∥監修

726.6 長嶋茂雄最後の日。 鷲田 康∥著 783.7

絵本作家ターシャ・テューダー 内藤 里永子∥著 726.6 阪神甲子園球場90年史 783.7

楽しく学ぶ書道写経入門 古野 辰哉∥著 728.4 東北の山スキー特選ガイド 松澤 節夫∥編 784.3

ココロが楽になる字 武田 双雲∥著 728.9 夢は、努力でかなえる。 葛西 紀明∥著 784.34

シーリングワックスの本 平田 美咲∥著 739 はじめよう親子登山 戸高 雅史∥著 786.1

芸術・スポーツ
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雪山入門
山と溪谷社ワンダー
フォーゲル編集部∥編 786.1 現在地 岡田 利規∥著 912.6

高みへ大人の山岳部 笹倉 孝昭∥著 786.15 夏目漱石『三四郎』をどう読むか
石原 千秋∥
責任編集 913.6

日本ボルダリングエリア　下 北山 真∥編 786.16 おくのほそ道 長谷川 櫂∥著 915.5

詳説新日イズム 流 智美∥著 788.2 可愛い黒い幽霊 宮沢 賢治∥著 918.68

集める人びと 瀬川 正仁∥著 790 漢詩の流儀 松原 朗∥著 921

茶会のよろこび「拝見」の基礎知識 小澤 宗誠∥著 791.7 ヴィクトリア朝文化の諸相
英米文化学会
∥監修 930.26

名探偵ホームズとドイル 河村 幹夫∥著 930.27

古代文字 日向 数夫∥編 801.1 スナーク狩り
ルイス　キャロル
∥作 931.6

聴覚思考 外山 滋比古∥著 810.4 ある英国人が愛した素顔のニッポン
マルコム　デイビッド
ワトソン∥著 934.7

似ていることば
おかべ たかし
∥文

814.5 ムーミンキャラクター図鑑
シルケ
ハッポネン∥著 949.83

論文ゼミナール 佐々木 健一∥著 816.5 私はなぜ書くのか
マルグリット
デュラス∥著 950.28

「赤毛のアン」で英語づけ 茂木 健一郎∥著 837.5

忙中閑語 安野 光雅∥著 914.6

児童文学の愉しみ20の物語 北原 泰邦∥編 909.3 ちいさなかみさま 石井 光太∥著 914.6

さようならと言ってなかった 猪瀬 直樹∥著 910.27 大人の男の遊び方 伊集院 静∥著 914.6

上野英信・萬人一人坑 河内 美穂∥著 910.27 プロフェッショナルの鉄則 五木 寛之∥聞き手 914.6

三島由紀夫の肉体 山内 由紀人∥著 910.27 リーダーの信念 五木 寛之∥聞き手 914.6

村上春樹を読む午後 湯川 豊∥著 910.27 少し湿った場所 稲葉 真弓∥著 914.6

和歌のルール 渡部 泰明∥編 911.1 なんとか生きてますッ 大宮 エリー∥著 914.6

万葉語誌 多田 一臣∥編 911.12 田舎でロックンロール 奥田 英朗∥著 914.6

現代秀歌 永田 和宏∥著 911.16 どこでもないところで 河野 裕子∥著 914.6

鍋 大本 あゆみ∥著 911.17 泣いたの、バレた? 酒井 順子∥著 914.6

皇后美智子さま全御歌 皇后∥[著] 911.17 閉じる幸せ 残間 里江子∥著 914.6

ポイント別俳句添削講座 原 雅子∥著 911.31 酒中日記　続 坪内 祐三∥著 914.6

松尾芭蕉と奥の細道 佐藤 勝明∥著 911.32 遙かな道 津村 節子∥著 914.6

蕪村 藤田 真一∥著 911.34 この子オレの子! 中場 利一∥著 914.6

悼む詩 谷川 俊太郎∥詩 911.56 酒場のたわごと なぎら 健壱∥著 914.6

ありがとうは僕の耳にこだまする 東田 直樹∥著 911.56 本題 西尾 維新∥著 914.6

文学

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ

言語
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跳びはねる思考 東田 直樹∥著 914.6 音わざ吹き寄せ 奥山 景布子∥著 N913.6

東大助手物語 中島 義道∥著 916 花の命は短くて… 越智 月子∥著 N913.6

アメリカ最強の特殊戦闘部隊が
「国家の敵」を倒すまで

マーク
オーウェン∥著 936 帰ってきたエンジェルス 越智 月子∥著 N913.6

主夫と生活
マイク
マグレディ∥著 936 if 垣谷 美雨∥著 N913.6

清らかな煉獄 風森 章羽∥著 N913.6

ヘルたん　2 愛川 晶∥著 N913.6 フライプレイ! 霞 流一∥著 N913.6

窓辺 秋野 一之∥著 N913.6 ハガキ職人タカギ! 風 カオル∥著 N913.6

吉田松陰大和燦々 秋山 香乃∥著 N913.6 注文の多い美術館 門井 慶喜∥著 N913.6

放課後に死者は戻る 秋吉 理香子∥著 N913.6 アルタッドに捧ぐ 金子 薫∥著 N913.6

地図とスイッチ 朝倉 かすみ∥著 N913.6 殺意の産声 鏑木 蓮∥著 N913.6

反逆の山 梓 林太郎∥著 N913.6 浮雲心霊奇譚 神永 学∥著 N913.6

冬を待つ城 安部 龍太郎∥著 N913.6 焼け跡のユディトへ 川辺 純可∥著 N913.6

未来へ… 新井 素子∥[著] N913.6 しょっぱい夕陽 神田 茜∥著 N913.6

怪しい店 有栖川 有栖∥著 N913.6 だれの息子でもない 神林 長平∥著 N913.6

死にたくなったら電話して 李 龍徳∥著 N913.6 グラン・リーオ 如月 ゆすら∥著 N913.6

ブルーベリー作戦成功す 池上 敏也∥著 N913.6 岳飛伝　11 北方 謙三∥著 N913.6

K体掌説 九 星鳴∥著 N913.6 One World 喜多川 泰∥著 N913.6

絶望トレジャー 一田 和樹∥著 N913.6 化土(けとう)記 北原 亞以子∥著 N913.6

親鸞　完結篇　上・下 五木 寛之∥著 N913.6 慶應本科と折口信夫 北村 薫∥著 N913.6

決戦!関ケ原 伊東 潤∥著 N913.6 宇喜多の捨て嫁 木下 昌輝∥著 N913.6

池田屋乱刃 伊東 潤∥著 N913.6 転落少女と破壊の獣 九条 菜月∥著 N913.6

親愛なる いとう せいこう∥著 N913.6 水やりはいつも深夜だけど 窪 美澄∥著 N913.6

青天 井上 祐美子∥著 N913.6 華舫 熊谷 敬太郎∥著 N913.6

鳳雛の夢 上田 秀人∥著 N913.6 脱・限界集落株式会社 黒野 伸一∥著 N913.6

狂信者 江上 剛∥著 N913.6 大蔵事務官藤崎巧二 五郡 徹∥著 N913.6

ヤモリ、カエル、シジミチョウ 江國 香織∥著 N913.6 気障でけっこうです 小嶋 陽太郎∥著 N913.6

現調 遠藤 武文∥著 N913.6 ジュンのための6つの小曲 古谷田 奈月∥著 N913.6

ナオミとカナコ 奥田 英朗∥著 N913.6 私の命はあなたの命より軽い 近藤 史恵∥著 N913.6

小説（日本）
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おまえの手を汚せ 佐伯 龍一∥著 N913.6 誤断 堂場 瞬一∥著 N913.6

肉小説集 坂木 司∥著 N913.6 スカーフェイス 富樫 倫太郎∥著 N913.6

泣き虫弱虫諸葛孔明　第4部 酒見 賢一∥著 N913.6 風の如く　吉田松陰篇 富樫 倫太郎∥著 N913.6

鳩の撃退法　上・下 佐藤 正午∥著 N913.6 裏窓クロニクル 友桐 夏∥著 N913.6

波の音が消えるまで 下 沢木 耕太郎∥著 N913.6 台南の空ゆかば 豊田 美加∥[著] N913.6

波の音が消えるまで　上 沢木 耕太郎∥著 N913.6 麴町二婆二娘孫一人 中沢 けい∥著 N913.6

氷の仮面 塩田 武士∥著 N913.6 もののふ莫迦 中路 啓太∥著 N913.6

暗黒寓話集 島田 雅彦∥著 N913.6 夫婦からくり 中島 要∥著 N913.6

往生際の悪い奴 島田 雅彦∥著 N913.6 知的生き方教室 中原 昌也∥著 N913.6

冥の水底 朱川 湊人∥著 N913.6 僕は小説が書けない 中村 航∥著 N913.6

探偵工女 翔田 寛∥著 N913.6 みなそこ 中脇 初枝∥著 N913.6

人間の顔は食べづらい 白井 智之∥著 N913.6 妄想刑事(デカ)エニグマの執着 七尾 与史∥著 N913.6

玩物双紙 新城 カズマ∥著 N913.6 つちくれさん 仁木 英之∥著 N913.6

名刺ゲーム 鈴木 おさむ∥著 N913.6 サラバ!　上・下 西 加奈子∥著 N913.6

死に支度 瀬戸内 寂聴∥著 N913.6 異邦の仔 西川 司∥著 N913.6

TATSUMAKI 曽根 圭介∥著 N913.6 十津川警部捜査行　18 西村 京太郎∥著 N913.6

少女霊異記 高樹 のぶ子∥著 N913.6
十津川警部日本縦断
長篇ベスト選集　42

西村 京太郎∥著 N913.6

マル合の下僕(しもべ) 高殿 円∥著 N913.6 認知の母にキッスされ ねじめ 正一∥著 N913.6

ぐるぐる登山 高橋 陽子∥著 N913.6 ふたつの星とタイムマシン 畑野 智美∥著 N913.6

久坂玄瑞の妻 田郷 虎雄∥著 N913.6 神さま、お願い 花房 観音∥著 N913.6

33年後のなんとなく、クリスタル 田中 康夫∥著 N913.6 舎人の部屋 花村 萬月∥著 N913.6

ちくわのいいわけ 田中 りえ∥著 N913.6 実録頭取交替 浜崎 裕治∥著 N913.6

ダンテの遺言 谷川 悠里∥著 N913.6 大原御幸 林 真理子∥著 N913.6

ボルケイノ・ホテル 谷村 志穂∥著 N913.6 奇跡の人 原田 マハ∥著 N913.6

海色の壜 田丸 雅智∥著 N913.6 いとの森の家 東 直子∥著 N913.6

献灯使 多和田 葉子∥著 N913.6 探偵少女アリサの事件簿 東川 篤哉∥著 N913.6

密室の神話(ミサロジー) 柄刀 一∥著 N913.6 彫千代 平山 瑞穂∥著 N913.6

機龍警察 月村 了衛∥著 N913.6 清とこの夜 広小路 尚祈∥著 N913.6
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朝露通信 保坂 和志∥著 N913.6 そして山々はこだました　上・下
カーレド
ホッセイニ∥著 F933.7

インデックス 誉田 哲也∥著 N913.6 愛の裏側は闇　3 ラフィク  シャミ∥著 F943.7

森女と一休 町田 宗鳳∥著 N913.6 暗いブティック通り
パトリック
モディアノ∥[著] F953.7

しだれ桜恋心中 松浦 千恵美∥著 N913.6 口のなかの小鳥たち
サマンタ  シュウェ
ブリン∥著 F963

セメント怪談稼業 松村 進吉∥著 N913.6 汝はTなり
ヴィクトル
ペレーヴィン∥著 F983

化石少女 麻耶 雄嵩∥著 N913.6 黄金時代
ミハル
アイヴァス∥著

F989.53

売国 真山 仁∥著 N913.6 少女ヴァレリエと不思議な一週間
ヴィーチェスラフ
ネズヴァル∥著

F989.53

たった、それだけ 宮下 奈都∥著 N913.6 チェコのお婆さん
ボジェナ  ニェムツォ
ヴァー∥原作

F989.53

地球が寂しいその理由 六冬 和生∥著 N913.6

かぜまち美術館の謎便り 森 晶麿∥著 N913.6 ヴァイオリン職人と天才演奏家の秘密 ポール  アダム∥著 BF933.7

サイタ×サイタ 森 博嗣∥著 N913.6 監視機構
ジェフ
ヴァンダミア∥著

BF933.7

深海の人魚 森村 誠一∥著 N913.6 全滅領域
ジェフ
ヴァンダミア∥著

BF933.7

伶也と 椰月 美智子∥著 N913.6 凍りついた空
ジェフ
カールソン∥著

BF933.7

ルンタ 山下 澄人∥著 N913.6 スカウト52 ニック  カッター∥著 BF933.7

べんけい飛脚 山本 一力∥著 N913.6 出張鑑定にご用心
ジェーン  K.
クリーランド∥著

BF933.7

店長がいっぱい 山本 幸久∥著 N913.6 ゴブレットは赤く染まって
アイリス
ジョハンセン∥著

BF933.7

逢魔 唯川 恵∥著 N913.6 人間以前
フィリップ  K.
ディック∥著

BF933.7

死呪の島 雪富 千晶紀∥著 N913.6 いま見てはいけない
ダフネ  デュ
モーリア∥著

BF933.7

3時のアッコちゃん 柚木 麻子∥著 N913.6 ウィンブルドン
ラッセル
ブラッドン∥著

BF933.7

陰陽師　螢火ノ巻 夢枕 獏∥著 N913.6 今日から地球人 マット  ヘイグ∥著 BF933.7

K2 横関 大∥著 N913.6 賢者の贈りもの O.ヘンリー∥[著] BF933.7

鳥たち よしもと ばなな∥著 N913.6 邪悪な少女たち
アレックス
マーウッド∥著

BF933.7

女王 連城 三紀彦∥著 N913.6 宰相の二番目の娘
ロバート
F.ヤング∥著

BF933.7

赤い右手
ジョエル  タウンズリー
ロジャーズ∥著

BF933.7

最後の1分
エレナー
 アップデール∥著 F933.7 魔女の眠る森 ノーラ  ロバーツ∥著 BF933.7

探偵ブロディの事件ファイル
ケイト  アトキンソン
∥著 F933.7 ラブスター博士の最後の発見

アンドリ  S.
マグナソン∥著

BF949.53

ゴースト・スナイパー
ジェフリー
ディーヴァー∥著 F933.7 7人目の子　上・下

エーリク
ヴァレア∥著

BF949.73

モノグラム殺人事件 ソフィー  ハナ∥著 F933.7 消えた少年
アンナ
ヤンソン∥著

BF949.83

文庫

小説（外国）
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復活　上・下 トルストイ∥作 BF983

神君狩り 佐伯 泰英∥著 BN913.6
あなたはこの本を知っていますか
No.30('13)

地方　小出版流通
センター∥編集 R025.9

非時宮(ときじくのみや)の番人 篠原 美季∥[著] BN913.6 姓名よみかた辞典　姓の部
日外アソシエーツ
株式会社∥編集

R281.033

夏天の虹 高田 郁∥著 BN913.6 姓名よみかた辞典　名の部
日外アソシエーツ
株式会社∥編集

R281.033

最後の晩ごはん 椹野 道流∥[著] BN913.6
日本人物レファレンス事典
思想・哲学・歴史篇

日外アソシエーツ
株式会社∥編集

R281.033

新・平家物語　11 吉川 英治∥著 BN913.6 外交青書　第57号(平成26年版) 外務省∥編集 R319.1

連城三紀彦レジェンド 連城 三紀彦∥[著] BN913.6 統計でみる市区町村のすがた　2014 総務省統計局∥編集 R351

住民基本台帳人口要覧
平成26年版1・2 R358.1

尚絅学院大学  紀要　第６７号
尚絅学院大学「紀要」
編集委員会 M051 点字表記辞典

『点字表記辞典第6
版』編集委員会∥編

R378.18

名取の里
東北歴史資料館∥
編集

M175.923 日本産アリ類図鑑 寺山 守∥著 R486.7

名取市の観音様 観音講中 M186 文学・詩歌・小説レファレンスブック
日外アソシエーツ
株式会社∥編集 R903.1

仙台市史　特別編９
仙台市史編さん
委員会  編 M210 幻想文学大事典

ジャック　サリヴァン
∥編 R903.3

名取郡南方用水掘関係・その他文書
名取市古文書を
読む会∥編 M210 最新文学賞事典　2009-2013

日外アソシエーツ
株式会社∥編集

R910.26

仙台藩の武士と儀礼 中川  学∥著 M210.5 夏目漱石周辺人物事典 原武 哲∥編 R910.268

戊辰戦争と仙台藩 星 亮一∥著 M210.5

江戸三〇〇藩物語藩史
北海道・東北篇

山本 博文∥監修 M210.5 第三次みやぎ子ども読書活動推進計画
宮城県教育庁
生涯学習課 G019.2

慶長奥州地震津波と復興 蝦名 裕一∥著 M212 消防概要 名取市消防本部 G317.7

荒浜湊のにぎわい 井上 拓巳∥著 M212.3
平成２６年 第４回 臨時会 第５回 定例会
名取市議会会議資料

名取市議会 G318.4

湯けむり復興計画 高橋 陽一∥著 M212.3
宮城県社会経済白書
平成２５年度版

宮城県震災復興・企画部
統計課分析所得班∥編 G330.59

宮城「地理・地名・地図」の謎 木村 浩二∥監修 M291.23 名取市統計書 平成２５年度
名取市 総務部
市政情報課∥編

G351

みやぎ不思議な地名楽しい地名 太宰 幸子∥著 M291.23

みやぎ防災ガイド　2015 M369.3
名取市東日本大震災映像記録
未来への記憶

V369.31

南三陸から　vol.4 佐藤 信一∥写真 M369.31

宮城県芸術年鑑　平成２５年度
宮城県環境生活部消費
生活・文化課∥編集

M705.9

癒やしの微笑み 高橋 五郎∥著 M759.9

句集  静電気 庄子 紅子 M911

郷土資料（貸出はできません。館内でご覧ください。）

ＣＤ・ＤＶＤ

参考資料（貸出できません。館内でご覧ください。）

行政資料（貸出はできません。館内でご覧ください。）
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カステラやさんときんいろのおさかな 堀 直子∥作 KN

2年2組はぬぅが出る～ 青木 なな∥著 KN
魔法屋ポプル運命の
プリンセスと最強の絆

堀口 勇太∥作 KN

犬をかうまえに 赤羽 じゅんこ∥作 KN 旅の終わりは妖怪ワールド 三田村 信行∥作 KN

空色ハーブのふしぎなききめ
あんびる
やすこ∥作  絵

KN まいごのおばけしりませんか? むらい かよ∥著 KN

きみは知らないほうがいい 岩瀬 成子∥作 KN あしたあさってしあさって
もりやま
みやこ∥作

KN

耳なし芳一からの手紙 内田 康夫∥作 KN アンパンマンのこもりうた
やなせ たかし
∥さく  え

KN

3人のまじょとドラゴン
おおとも
やすお∥さく  え

KN 先生、しゅくだいわすれました 山本 悦子∥作 KN

3人のまじょとドラゴン
あくまのデクノボッチ

おおとも
やすお∥さく  え

KN のっぺらぼうのかがみ
やまもと しょうぞう
∥作  絵 KN

3人のまじょとドラゴン
カエルのおうじさま

おおとも
やすお∥さく  え

KN ゴールデンドリーム
ロイド  アリグザンダー
∥作 KF

3人のまじょとドラゴン
なぞなぞようかい

おおとも
やすお∥さく  え

KN オリガミ・ヨーダの研究レポート
トム  アングルバーガー
∥作 KF

真夜中のパン屋さん　1・4 大沼 紀子∥[著] KN プリンセス★マジックルビー　2
ジェニー  オールド
フィールド∥作 KF

そこから逃げだす魔法のことば 岡田 淳∥作 KN タラ・ダンカン　７上
ソフィー　オドゥワン=
マミコニアン∥著 KF

氷の上のプリンセス　3 風野 潮∥作 KN タイムライダーズ　1・2
アレックス
スカロウ∥作 KF

はりねずみのルーチカ かんの ゆうこ∥作 KN ふたりのエアリエル
ノエル  ストレト
フィールド∥著 KF

ドジ魔女ヒアリ　2 倉橋 燿子∥作 KN ぼくはこうして生き残った!　3
ローレン
ターシス∥著 KF

おはなしきょうしつ
さいとう しのぶ
∥作  絵

KN まほうの国の獣医さんハティ　1
クレア  テイラー
スミス∥作 KF

テーマパークの黒髪人形 斉藤 洋∥作 KN ウサギのフローレンス　3 リス  ノートン∥原作 KF

シロガラス 佐藤 多佳子∥著 KN おしゃれ教室 アン  ファイン∥作 KF

流れ星☆ぼくらの願いがかなうとき 白矢 三恵∥作 KN
ロイヤルバレエ
スクール・ダイアリー　7

アレクサンドラ
 モス∥著 KF

パティシエ☆すばる
キセキのチョコレート

つくも ようこ∥作 KN オリンポスの神々と7人の英雄　4 リック  リオーダン∥作 KF

怪談オウマガドキ学園　9・10
常光 徹∥
責任編集

KN ぼくのレオおじさん ヤネッツ  レヴィ∥作 KF

どうぶつがっこう トビイ ルツ∥作  絵 KN

ひらめきちゃん 中松 まるは∥作 KN
日本はこうして
世界から信頼される国となった

佐藤 芳直∥著 K210

フライ姫、どこにもない島へ 名木田 恵子∥作 KN 最強バトル!戦国合戦事典 ながた みかこ∥著 K210.47

トキメキ♥図書館　PART8 服部 千春∥作 KN
お米の魅力つたえたい!
米と話して365日

谷本 雄治∥著 K289.1

名探偵と封じられた秘宝
はやみね
かおる∥作

KN マララ
マララ　ユスフザイ
∥著

K289.2

にんじゃざむらい
ガムチョコバナナ　2

原 ゆたか∥さく  え KN ビジュアル世界大地図
左巻 健男∥
日本語版監修

K290.36

クリスマスケーキは知っている 藤本 ひとみ∥原作 KN 13歳からの領土問題 松竹 伸幸∥著 K329.23

児童書（そのほか）

児童書（ものがたり）
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みんなのチャンス 石井 光太∥著 K367.6 蟹工船 小林 多喜二∥作 K913

みんなこうなるの?
アンチェ
ヘルムス∥文

K367.9 夏の夜の夢
ウィリアム
シェイクスピア∥原作

K932.5

妖怪調査ファイル 宮本 幸枝∥著 K388.1

教えて!藤嶋昭先生科学のギモン 藤嶋 昭∥著 K404 おめんです　2
いしかわ こうじ
∥作  絵 Eｱｶ

ジュニア空想科学読本　3 柳田 理科雄∥著 K404 クリスマスのかくれんぼ
いしかわ こうじ
∥作  絵 Eｱｶ

目でみる単位の図鑑 丸山 一彦∥監修 K420.75 おいでおいで 佐々木 一澄∥さく Eｱｶ

粒でできた世界 結城 千代子∥著 K431.11 パンぱくぱく
ふくざわ ゆみこ
∥さく  え Eｱｶ

なぜ?どうして?宇宙のふしぎ
NEWぎもんランキング

K440 おやこでぎゅっ!
まつばら
いわき∥絵 Eｱｶ

気象の図鑑
筆保 弘徳∥
監修　著

K451 おやこでちゅっ!
まつばら
いわき∥絵 Eｱｶ

人のからだ K491.3 ふうふうふう～ やすい すえこ∥作 Eｱｶ

みんな知りたい!
ドクターイエローのひみつ

飯田 守∥著 K546.5 ないてるないてる Eｱｶ

10歳からの
デジタル・シチズンシップ

清水 讓治∥作 K547.4833わらってるわらってる Eｱｶ

捨て犬・未来、命の約束 今西 乃子∥著 K645.3 あれあれ?そっくり! 今森 光彦∥著 Eｵﾚﾝｼﾞ

がんばれ!名犬チロリ おおき とおる∥作 K645.6 ボクはじっとできない
バーバラ
エシャム∥文

Eｵﾚﾝｼﾞ

特別な一ぴき 岡田 朋子∥文 K645.6 かまぼこちくわさつまあげ
かさはら
のりゆき∥さく

Eｵﾚﾝｼﾞ

いつかまたキミとあえたら。
わんこ大スキ
♡委員会∥作

K645.6 ふゆのむしとり?! はた こうしろう∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ

キミとであった日。
わんこ大スキ
♡委員会∥作

K645.6 うさぎじまのうさぎちゃん
福田 幸広∥
しゃしん

Eｵﾚﾝｼﾞ

うなぎ一億年の謎を追う 塚本 勝巳∥著 K664.695ゲーゲーピーピーおなかのびょうき 細谷 亮太∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ

静岡放送テレビ番組制作の舞台裏 深光 富士男∥文 K699.067はなみずじゅるじゅるせきごほごほ 細谷 亮太∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ

?が!に変わるとき 小国 綾子∥著 K70.16 まいにちからだはあたらしい! 細谷 亮太∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ

親子で楽しむ!プラバンでつくる
本格マスコット

NanaAkua∥著 K751.9 仙人のおしえ
おざわ としお
∥再話

Eｷｲﾛ

スポーツナビゲーターのひみつ 宮原 美香∥漫画 K780.67
ひつじのショーン ショーンの
おみせやさん

アードマン  アニメー
ションズ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

ネイマール
マイケル　パート
∥著

K783.47 トムテと赤いマフラー レーナ  アッロ∥文 Eﾊｲｲﾛ

レジェンド! 城島 充∥著 K784.34 ムーミンのファミリーアルバム
パイヴィ
アレニウス∥さく Eﾊｲｲﾛ

大相撲クイズ
スポーツクイズ
研究会∥編

K788.1 ピーター
バーナデット
ワッツ∥作 Eﾊｲｲﾛ

かいけつゾロリのもっと!
なぞなぞ200連発!

原 ゆたか∥
原作  監修

K798 サンタクロースのおてつだい ロリ  エベルト∥文 Eﾊｲｲﾛ

日本語 村中 李衣∥文 K810 おほしさま、きえちゃった
ハンナ
カミング∥さく

Eﾊｲｲﾛ

オウリィと呼ばれたころ 佐藤 さとる∥作 K910.268木に持ちあげられた家
テッド
クーザー∥作

Eﾊｲｲﾛ

絵本
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ぼくはきみできみはぼく
ルース  クラウス
∥文

Eﾊｲｲﾛ きはなんにもいわないの 片山 健∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

スノーベアとであったひ サイード∥作 Eﾊｲｲﾛ せかいいちたかいすべりだい 加藤 志異∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

おにいちゃんだいすき
ローラ  M.
シェーファー∥作

Eﾊｲｲﾛ とりよ、とり
かなざわ めぐみ
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

ゆうぐれ
ユリ  シュルヴィッツ
∥作

Eﾊｲｲﾛ ゆでたまごひめとみーとどろぼーる 苅田 澄子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

お金のない王女のおはなし
アーシュラ
ジョーンズ∥文

Eﾊｲｲﾛ どうぶつしんちょうそくてい
聞かせ屋。
けいたろう∥文

Eﾐﾄﾞﾘ

しっぱい!とおもったけど トッド  パール∥作 Eﾊｲｲﾛ どうぶつたいじゅうそくてい
聞かせ屋。
けいたろう∥文

Eﾐﾄﾞﾘ

おめでとうくまちゃん
シャーリー
パレントー∥ぶん

Eﾊｲｲﾛ 「あ・そ・ぼ」やで!
くすのき
しげのり∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

サンタクロースとあったよる
クレメント  クラーク
 ムーア∥詩

Eﾊｲｲﾛ ミライのミイラ
くすのき
しげのり∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

ちいさなねずみのクリスマス
アン  モーティマー
∥作  絵

Eﾊｲｲﾛ やめろ、スカタン!
くすのき
しげのり∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

ほんをひらいて トニ  モリスン∥文 Eﾊｲｲﾛ ありがとうのかぜ こやま 峰子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ムーン・ジャンパー
ジャニス  メイ
 ユードリー∥文

Eﾊｲｲﾛ うそだあ! サトシン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

キュッパのおんがくかい
オーシル  カンスタ
 ヨンセン∥さく

Eﾊｲｲﾛ どうぶつ川柳ぼく、だーれ?　2 サトシン∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

マリアンは歌う
パム  ムニョス
ライアン∥文

Eﾊｲｲﾛ しんかんせんでビューン
視覚デザイン
研究所∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

ねこのピートだいすきなよっつのボタン
エリック  リトウィン
∥作

Eﾊｲｲﾛ カッパもやっぱりキュウリでしょ?
シゲタ サヤカ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

みまわりこびと
アストリッド
リンドグレーン∥文

Eﾊｲｲﾛ イーラちゃんはおうさま しまだ ともみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ちいさなワオキツネザルのおはなし
オフィーリア
レッドパス∥作  絵

Eﾊｲｲﾛ はじめてのクリスマス 庄野 ナホコ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

4ひきのりっぱなこぐま
アーノルド
ローベル∥さく

Eﾊｲｲﾛ シカのしろちゃん そえじま 良子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

どんぐりにんじゃ
浅沼 とおる
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ こわくない 谷川 俊太郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

どんぐりずもう
いしだ えつ子
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ サルくんとバナナのゆうえんち 谷口 智則∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

るいくんとおばけくん 市川 宣子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ やきざかなののろい 塚本 やすし∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

もうじゅうつかいのムチがなる
いとう ひろし
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ ぴっぽのたび 刀根 里衣∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

てぶくろ いもと ようこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ おとまりのひ 中川 ひろたか∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

プレゼントの木
いもと ようこ∥
作絵

Eﾐﾄﾞﾘ そらからかいじゅうがふってきた 中川 洋典∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

いのちは 内田 麟太郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ おつきさまのうた
なかじま
かおり∥[作]

Eﾐﾄﾞﾘ

たんじょうびのきのみ おうぎ かなめ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ えほんKIRIMIちゃん.
西野 沙織
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

ぬればやまのちいさなにんじゃ かこ さとし∥著 Eﾐﾄﾞﾘ フワフワさんはけいとやさん
樋勝 朋巳
∥文  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

きみはぼくだね かさい まり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ クヌギくんのぼうし 古沢 たつお∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ぬいぐるみおとまりかい 風木 一人∥作 Eﾐﾄﾞﾘ レミとソラ 細井 五月∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ
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七五三すくすくおいわいの日! ますだ ゆうこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ひかりうりのぴかこさん 松山 円香∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

ゆきのひのいえで
まるやま あやこ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

猫の事務所 宮沢 賢治∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

虔十公園林 宮沢 賢治∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

たいようのきゅうでん 三輪 滋∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

ピンクがとんだ日
村上 康成∥
作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

きらきらは・は・歯 室井 滋∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

コアラのクリスマス 渡辺 鉄太∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

わたしの木、こころの木
いせ ひでこ
∥絵  文

Eﾑﾗｻｷ

あかちゃんがわらうから
おーなり 由子
∥著

Eﾑﾗｻｷ

わっせわっせあせレンジャー 荒木 文子∥脚本 P

「おかしも」はかじのおやくそく
礒 みゆき∥
脚本  絵 P

おばけたまご
内田 麟太郎∥
脚本 P

となりのさくら 桂 文我∥脚本 P

プワプワくんのぼうけん
新沢 としひこ
∥脚本 P

もしももしものもしもんが、きた! すとう あさえ∥脚本 P

こがねむしのぶいぶい 高家 博成∥脚本 P

はるだよおきて 千世 繭子∥脚本 P

にんじゃせんせいいざまる 津田 真一∥脚本 P

ニセモノばんざい
寺村 輝夫∥
原作  脚本 P

パンダさんパンダさんなにしてるの?
とよた かずひこ
∥脚本  絵 P

だいじだいじ
ひろかわ さえこ
∥脚本  絵 P

れんしゅうしててよかったね 宮崎 二美枝∥脚本 P

にげてにげてつなみがくるよ!
やすい すえこ
∥脚本 P

紙芝居

絵本はラベルの色で分類していま
す。 
Eｱｶ・・・・・ちいさいえほん（幼児向
け） 
Eｷｲﾛ・・・・民話のえほん 
Eｵﾚﾝｼﾞ・・・知識えほん 
Eﾊｲｲﾛ・・・・外国のえほん 
Eﾐﾄﾞﾘ・・・・・日本のえほん 
Eﾑﾗｻｷ・・・大人向けえほん 
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