
購入図書案内　3月号
2015年1月受入分 No.289   名　取　市　図　書　館 「こころの掃除」術 斎藤 茂太∥著 159

総記 自分を敬え。 辻 秀一∥編訳[著] 159

学び続ける理由 戸田 智弘∥[著] 002 人生はZOOっと楽しい! 水野 敬也∥著 159.2

何のために「学ぶ」のか 外山 滋比古∥著 002 息子に伝える一〇〇のこと 清水 圭∥著 159.7

ＬＲＧ ライブラリー・リソース・ガイド
第5号／２０１３年秋号 010.1 宗教生活の基本形態　上下

エミール
デュルケーム∥著 161.3

ＬＲＧ ライブラリー・リソース・ガイド
第7号／２０１４年春号 010.1 悪と日本人 山折 哲雄∥著 162.1

ＬＲＧ ライブラリー・リソース・ガイド
第８号／２０１４年夏号 010.1 日本の神社を知る事典 渋谷 申博∥著 175.9

ＬＲＧ ライブラリー・リソース・ガイド
第９号／２０１４年秋号 010.1 日本の仏教を知る事典 奈良 康明∥編著 182.1

みんなで考える こんなときどうするの?
日本図書館協会図書館政策企
画委員会『こんなときどうする
の?』改訂版編集チーム∥編

013
こだわらない練習「それ、どうでもいい」
という過ごしかた

小池 龍之介∥著 184

困ったときには図書館へ 神代 浩∥編著 015 ブッダの集中力
アルボムッレ
スマナサーラ∥著 184

障害者サービスと著作権法
日本図書館協会障害
者サービス委員会∥編 015.17 KOYASAN Insight Guide

高野山インサイト
ガイド制作委員会∥著 188.5

「深読み」読書術 白取 春彦∥著 019.12 白隠 江戸の社会変革者 高橋 敏∥著 188.82

農村と読書 2014 019.3 朗読の時間聖書のことば
共同訳聖書
実行委員会∥訳 193.6

本は友だち 池内 紀∥[著] 019.9 歴史・地理

洋子さんの本棚 小川 洋子∥著 019.9
アジアの解放、
本当は日本軍のお陰だった! 高山 正之∥著 209.7

本なんて読まなくたっていいのだけれど、 幅 允孝∥著 019.9 歴史を塗り替えた日本列島発掘史 大塚 初重∥著 210.03

NO BOOK NO LIFE 雷鳥社∥編 019.9 石の虚塔 上原 善広∥著 210.23

デジタル時代の知識創造 長尾 真∥監修 021.2 戦国乱世から太平の世へ 藤井 讓治∥著 210.47

18歳の著作権入門 福井 健策∥著 021.2 佐高信の昭和史 佐高 信∥著 210.7

朝日キーワード　2016 朝日新聞出版∥編 031 the Chronicle　5 210.76

書き出し小説 天久 聖一∥編 049 東アジア近現代通史　上下 和田 春樹∥著 220.6

雑学大全　Part1・Ｐａｒｔ2 東京雑学研究会∥編 049 ザ・プリンセス雅子妃物語 友納 尚子∥著 288.44

ニュースをネットで読むと「バカ」になる 上杉 隆∥著 070.1 「マッサンの妻」竹鶴リタが大切にしたもの竹鶴 孝太郎∥著 289.1

朝日新聞
朝日新聞記者
有志∥著 070.67 我が闘争 堀江 貴文∥著 289.1

哲学・宗教 みんなの旅ごはん日記 Ciel∥[ほか]著 290.9

使える哲学 小川 仁志∥著 130 本は旅をつれて 森本 剛史∥著 290.9

日本人の人生相談 石原 壮一郎∥著 159 12万円以内で行けちゃう!世界遺産への旅 290.93



日本人なら絶対に見ておきたい
四季の絶景

絶景トラベル
研究会∥著 291.09 住んでいい町、ダメな町 大木 裕子∥著 365.3

るるぶ岩手　'15～'16 291.22 終活入門 一条 真也∥著 367.7

海士人
Community Travel
Guide編集委員会∥
編

291.73 親の家を片づけるということ
「親の家の片づけ」
実行委員会∥編著

367.7

人生を変える「大人」のアジアひとり旅荒木 左地男∥著 292.09 老いの整理学 外山 滋比古∥著 367.7

ハワイ楽園&絶景100 297.6 コカインゼロゼロゼロ
ロベルト
サヴィアーノ∥著

368.83

社会科学
東日本大震災からの
復興再生をめざして

三部佳英+
センター職員∥編

369.31

恋するソマリア 高野 秀行∥著 302.45 祖国の選択 城戸 久枝∥著 369.44

新・戦争論 池上 彰∥著 304 アスペルガー症候群の教室での支援
ステイシー
ベッツ∥著

378

いよいよ、日本の時代がやって来た! 日下 公人∥著 304 子どもはなぜ勉強しなくちゃいけないの?
おおた としまさ
∥編著

379.9

2015年日本はこうなる
三菱UFJリサーチ&
コンサルティング∥編 304 柳田國男全集　22 柳田／国男∥著 380.8

岩波講座政治哲学　2・3・4・5・6
小野 紀明∥
編集代表 311.08 日本遊戯思想史 増川 宏一∥著 384.8

救国の政治家亡国の政治家 中西 輝政∥著 312.1 ふろしき自由自在 森田 知都子∥著 385.97

イスラーム国の衝撃 池内 恵∥著 316.4 自然科学

イスラム国 テロリストが国家をつくる時
ロレッタ
ナポリオーニ∥著 316.4 偉大なる失敗 マリオ　リヴィオ∥著402

在日朝鮮人 水野 直樹∥著 316.81 ノーベル賞受賞者人物事典 東京書籍編集部∥編 420.33

警察組織24時 317.7 星空ガイド　2015 藤井 旭∥企画　構成 443.8

外交ドキュメント歴史認識 服部 龍二∥著 319.1 僕がオーロラを世界にシェアできたわけ古賀 祐三∥著 451.75

本当の戦争の話をしよう 伊勢崎 賢治∥著 319.8 地震列島日本の謎を探る 日本地質学会∥編著 453.21

相続百人一首 森 欣史∥著 324.7 新種の冒険
クエンティン
ウィーラー∥著 460

池上彰の「経済学」講義　歴史編 池上 彰∥著 330 捏造の科学者 須田 桃子∥著 460.7

21世紀の資本 トマ　ピケティ∥[著] 331.82 私たちは今でも進化しているのか?
マーリーン
ズック∥著

467.5

がんばると迷惑な人 太田 肇∥著 336.3 イチョウ奇跡の2億年史
ピーター
クレイン∥著

478.5

あと2年 浅井 隆∥著 342.1 医者が教える幸せな死のかたち 加藤 豊∥著 490.14

増税よりも先に「国と政府」を
スリムにすれば?

ジョン
ミクルスウェイト∥
著

343 医学探偵の歴史事件簿　ファイル2　　小長谷 正明∥著 490.2

話す!聞く!おしゃべりの底力 堀尾 正明∥著 361.45 老いてさまよう
毎日新聞特別報道
グループ∥編著 493.76

ドイツ大使も納得した、
日本が世界で愛される理由

フォルカー
シュタンツェル∥著

361.5 もう、だまされない!近藤誠の「女性の医学」近藤 誠∥著 495

ニッポンを発信する外国人たち 内藤 孝宏∥著 361.5 沈みゆく大国アメリカ 堤 未果∥著 498.03

カラダにいいことをやめてみる 桜井 竜生∥著 498.3 ひらめき!食べもの加工 岡本 靖史∥著 596



脳と体の疲れをとる仮眠術 西多 昌規∥著 498.36 片岡護の料理の段取り 片岡 護∥著 596

「いつものパン」があなたを殺す
デイビッド
パールマター∥著

498.58 飲める献立 藤井 恵∥著 596

実用書 暮しの手帖の基本料理２ 596

人類の歴史を変えた発明１００１
ジャック・
チャロナー∥編集 507.1

イチバン親切な
イタリア料理・フランス料理の教科書 川上 文代∥著 596.23

カメラが撮らえた古写真で見る日本の名城中井 均∥著 521.82 ジャーで楽しむ毎日のサラダ 渥美 真由美∥著 596.37

それでも時は止まらない 松山 猛∥著 535.2 イチバン親切なお菓子の教科書 川上 文代∥著 596.65

自動運転 鶴原 吉郎∥著 537 365日楽しめるアイシングクッキーレシピ集高橋 洋子∥著 596.65

「反原発」異論 吉本 隆明∥著 539.09 型までつくれるカラークッキーBOOK とよの のぶよ∥著 596.65

高レベル放射性廃棄物の
最終処分について

日本学術会議事務局
∥編集協力 539.69 産業

原子力発電で本当に私たちが知りたい
120の基礎知識

広瀬 隆∥著 543.5 BONSAI感じる・造る・飾る四季のミニ盆栽 山田 香織∥著 627.8

航海の歴史
ブライアン
レイヴァリ∥著 550.2

あんなに大きかったホッケが
なぜこんなに小さくなったのか 生田 與克∥著 662.1

〈図説〉古代の武器・防具・戦術百科
マーティン・Ｊ．
ドアティ∥著 559.02 最新歴史でひも解く鉄道の謎 櫻田 純∥編著 686.21

時間と刃物 土田 昇∥著 583.8 芸術・スポーツ

うまい棒は、なぜうまいのか? チームうまい棒∥著 588.39 パリの美術館で美を学ぶ 布施 英利∥著 707.9

インスタントラーメンが海を渡った日 村山 俊夫∥著 588.97 バーン=ジョーンズの世界
バーン=ジョーンズ
∥[画] 723.33

フランス人は10着しか服を持たない
ジェニファー
L.スコット∥著 590.4 図解日本のやきもの 伊藤 嘉章∥監修 751.1

日本の12か月を食べる、遊ぶ、暮らす。望月 聖子∥著 590.4 更紗 田中 敦子∥編著 753.8

ハンドクラフトインテリア作例30 Studio DM 1∥著 592.7 革でつくるアクセサリーのレシピ 近藤 マリコ∥著 755.5

スカートア・ラ・カルト 茅木 真知子∥著 593.36 歌声は心をつなぐ 佐藤 しのぶ∥著 762.1

通園通学のための
ワンポイント刺繡とアップリケ

荒木 聖子∥[ほか]著 594.2 まるごと尺八の本 葛山 幻海∥著 768.15

1色からはじめる素敵な刺繡アクセ&小物 chic*chic labo∥著 594.2 あなただけの、咲き方で 八千草 薫∥著 772.1

風工房のお気に入り棒針模様200 風工房∥[著] 594.3 チーム・ブライアン
ブライアン
オーサー∥著 784.65

編みもの『英文パターン』ハンドブック 西村 知子∥著 594.3 フィギュアスケートプリンス 784.65

かわいいつまみ細工 hong presents∥[著] 594.6 ちょっとロープワーク 羽根田 治∥著 786

解決!大人の髪のSOS 細川 ひろ子∥著 595.4 明日へのタックル! 吉田 沙保里∥著 788.2

本当に食べたい!ガッツリ男子ごはん 牛尾 理恵∥監修 596 言語

こころの声を「聴く力」 山根 基世∥著 809.5 井蛙無限 妹尾 恭一∥著 914.6

日本語力を高める語源入門 杉本 つとむ∥著 812 あなたに褒められたくて 高倉 健∥著 914.6



スタンフォードの
「英語ができる自分」になる教室

ケリー
マクゴニガル∥著 830.7 いのちと平和の話をしよう 日野原 重明∥著 914.6

文学 とんでもない奴 藤原 正彦∥著 914.6

偏愛蔵書室 諏訪 哲史∥著 904 なぜ日本人は「世間」を気にするのか 三浦 朱門∥著 914.6

怪奇文学大山脈　3 荒俣 宏∥編纂 908.3 ゆるい生活 群 ようこ∥著 914.6

和歌文学大系　47・52・59 久保田 淳∥監修 911.11 島国日本の脳をきたえる 茂木 健一郎∥著 914.6

朗読の時間中原中也 中原 中也∥著 911.56 谷崎潤一郎の恋文 谷崎 潤一郎∥[著] 915.6

能のうた 鈴木 啓吾∥著 912.3
全盲の僕が
弁護士になった理由(ワケ)

大胡田 誠∥[著] 916

朗読の時間太宰治 太宰 治∥著 913.6
私、乳がん。夫、肺がん。
39歳、夫婦で余命宣告。 芽生∥著 916

立松和平全小説　25～29 立松 和平∥著 913.6 小説（日本）

朗読の時間宮澤賢治 宮澤 賢治∥著 913.6 鼠、滝に打たれる 赤川 次郎∥著 N913.6

田村隆一全集　1～6 田村／隆一∥著 918.68 姫路・城崎温泉殺人怪道 梓 林太郎∥著 N913.6

新釈漢文大系　106・115・118・120 928 アンブラッセ 阿刀田 高∥著 N913.6

SF雑誌の歴史
マイク
アシュリー∥著 930.5 青銅ドラゴンの密室 安萬 純一∥著 N913.6

スコット親子、日本を駆ける
チャールズ
R.スコット∥著 935.7 プール葬 新井 千裕∥著 N913.6

ホット・ゾーン
リチャード
プレストン∥著 936 乙霧村の七人 伊岡 瞬∥著 N913.6

ゲーテ全集　1 ゲーテ∥[著] 948.68 オネスティ 石田 衣良∥著 N913.6

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ 壊れた自転車でぼくはゆく 市川 拓司∥著 N913.6

生きている。ただそれだけで、ありがたい。新井 満∥著 914.6 逢魔が山 犬飼 六岐∥著 N913.6

インテリジェンスの原点 五木 寛之∥聞き手 914.6 恋と禁忌の述語論理(プレディケット) 井上 真偽∥著 N913.6

エレガンスの極意 五木 寛之∥聞き手 914.6 あの男の正体(ハラワタ) 牛島 信∥著 N913.6

歓ぶこと悲しむこと 五木 寛之∥著 914.6 サバーイ・サバーイ 岡崎 大五∥著 N913.6

生かされる命をみつめて 五木 寛之∥著 914.6 九年前の祈り 小野 正嗣∥著 N913.6

朝顔は闇の底に咲く 五木 寛之∥著 914.6 避難所 垣谷 美雨∥著 N913.6

老耄と哲学 梅原 猛∥著 914.6 ご破算で願いましては 梶 よう子∥著 N913.6

魂の居場所を求めて 白洲 正子∥著 914.6 小説・特定秘密保護法 北沢 栄∥著 N913.6

やり直してもサッカー小僧 黒須 可雲太∥著 N913.6 流人人麻呂 橋本 升治∥著 N913.6

アプレゲール 軒上 泊∥著 N913.6 雪炎 馳 星周∥著 N913.6

小旋風(つむじかぜ)の夢絃 小島 環∥著 N913.6 影踏み鬼 葉室 麟∥著 N913.6



俺も女子高生も絶対探偵に向いてない さくら 剛∥著 N913.6 あなたは、誰かの大切な人 原田 マハ∥著 N913.6

鴉龍天晴 神々廻 楽市∥著 N913.6 幕末愚連隊 幡 大介∥著 N913.6

インドクリスタル 篠田 節子∥著 N913.6 疾風ロンド 東野 圭吾∥著 N913.6

あなたの明かりが消えること 柴崎 竜人∥著 N913.6 千春の婚礼 平岩 弓枝∥著 N913.6

自滅 柴田 よしき∥著 N913.6 女王はかえらない 降田 天∥著 N913.6

アールダーの方舟 周木 律∥著 N913.6 外田警部、TGVに乗る 古野 まほろ∥著 N913.6

猫キャンパス荒神 笙野 頼子∥著 N913.6 夢をかなえるゾウ　３ 水野 敬也∥[著] N913.6

世界で最初の音 白川 道∥著 N913.6 絶唱 湊 かなえ∥[著] N913.6

紺碧の果てを見よ 須賀 しのぶ∥著 N913.6 婚活1000本ノック 南 綾子∥著 N913.6

起き姫 杉本 章子∥著 N913.6 悲嘆の門　上下 宮部 みゆき∥著 N913.6

新宿物語 高部 務∥著 N913.6 江戸オリンピック 室積 光∥著 N913.6

田舎の刑事の好敵手 滝田 務雄∥著 N913.6 信玄の首 矢野 隆∥[著] N913.6

拝啓彼方からあなたへ 谷 瑞恵∥著 N913.6 賢者の愛 山田 詠美∥著 N913.6

機龍警察火宅 月村 了衛∥著 N913.6 光秀の影武者 矢的 竜∥著 N913.6

筒井康隆コレクション　1 筒井 康隆∥著 N913.6 日本縦断世界遺産殺人紀行 山前 譲∥編 N913.6

神様は突然やってくる　2 天堂 里砂∥著 N913.6 翼を持つ少女 山本 弘∥[著] N913.6

北条早雲　悪人覚醒篇 富樫 倫太郎∥著 N913.6 夜の木の下で 湯本 香樹実∥著 N913.6

死と砂時計 鳥飼 否宇∥著 N913.6 堕天使の秤 吉田 恭教∥著 N913.6

秘恋 鳥越 碧∥著 N913.6 青い翅 吉永 南央∥著 N913.6

教団X 中村 文則∥著 N913.6 小説（外国）

月光のスティグマ 中山 七里∥著 N913.6 vN
マデリン
アシュビー∥著 F933.7

懸ける女 西 炎子∥著 N913.6 世を騒がす噓つき男 井伊 順彦∥編  解説 F933.7

十津川警部八月十四日夜の殺人 西村 京太郎∥著 N913.6 ザ・サークル デイヴ  エガーズ∥著 F933.7

我が心の底の光 貫井 徳郎∥著 N913.6 あなたは誰? アンナ  カヴァン∥著 F933.7

寝ても覚めても夢
ミュリエル
スパーク∥著 F933.7 泥棒だって謎を解く 影山 匙∥著 BN913.6

シェルシーカーズ　上下
ロザムンド
ピルチャー∥著 F933.7 吹雪の山荘 笠井 潔∥ほか著 BN913.6

墓地の謎を追え
リチャード
S.プラザー∥著 F933.7 交易 交代寄合伊那衆異聞13 佐伯 泰英∥[著] BN913.6

サンキュー、ミスター・モト
ジョン
P.マーカンド∥著 F933.7 朝廷　交代寄合伊那衆異聞14 佐伯 泰英∥[著] BN913.6



善き女の愛 アリス  マンロー∥著 F933.7 混沌　交代寄合伊那衆異聞15 佐伯 泰英∥[著] BN913.6

禁忌
フェルディナント
フォン  シーラッハ∥著 F943.7 断絶　交代寄合伊那衆異聞16 佐伯 泰英∥[著] BN913.6

骨の山
アントワーヌ
ヴォロディーヌ∥著 F953.7 散斬　交代寄合伊那衆異聞17 佐伯 泰英∥[著] BN913.6

アフリカの事件簿
アレクサンドル
ベリャーエフ∥著 F983 再会　交代寄合伊那衆異聞18 佐伯 泰英∥[著] BN913.6

文庫 白鶴ノ紅　居眠り磐音江戸双紙48 佐伯 泰英∥著 BN913.6

黒い破壊者
A.E.ヴァン  ヴォークト
∥[ほか]著

BF933.7 思い出のとき修理します　3 谷 瑞恵∥著 BN913.6

失踪当時の服装は ヒラリー  ウォー∥著 BF933.7 僕僕先生 零 仁木 英之∥著 BN913.6

災厄の町 エラリイ  クイーン∥著 BF933.7 えどさがし 畠中 恵∥著 BN913.6

ポアロとグリーンショアの阿房宮
アガサ
クリスティー∥著

BF933.7 電光石火 濱 嘉之∥著 BN913.6

判決破棄　上下
マイクル  コナリー
∥[著]

BF933.7 ビブリア古書堂の事件手帖　6 三上 延∥[著] BN913.6

Mr.スペードマン
アダム
スターンバーグ∥著

BF933.7 未来探偵アドのネジれた事件簿 森川 智喜∥著 BN913.6

怒りの葡萄　上下
ジョン
スタインベック∥著

BF933.7 新・平家物語　13 吉川 英治∥著 BN913.6

孤児たちの軍隊　3
ロバート
ブートナー∥著

BF933.7 晴れた日は謎を追って 伊坂 幸太郎∥著 BN913.68

死線の向こうに
サンドラ
ブラウン∥著

BF933.7 郷土資料

怪盗ニック全仕事　1
エドワード
D.ホック∥著

BF933.7 宮城の研究1～5 渡辺  信夫∥編 M210

このキスを忘れない
シャノン
マッケナ∥著

BF933.7 せんだい百景いま昔
河北新報出版
センター∥編集 M212.3

堕ちたる者の書 タニス  リー∥著 BF933.7 よみがえる江戸時代の村田 高橋 陽一∥編 M212.3

ダーク・プリンスの永遠 J.D.ロブ∥著 BF933.7 政宗が殺(け)せなかった男 古内 泰生∥著 M289.1

凍える街 アンネ  ホルト∥著 BF949.63 LET'Sみやぎ　2015 M291.23

街角で謎が待っている 秋月 涼介∥著 BN913.6 宮城の法則
宮城の法則研究
委員会∥編

M361.42

黄金の盾 円城寺 忍∥著 BN913.6 東日本大震災 名取市の記録
宮城県名取市総務部
震災記録室

M396.31

天冥の標　8[PART2] 小川 一水∥著 BN913.6 アートみやぎ２０１１ 宮城県美術館 M708

おまえじゃなきゃだめなんだ 角田 光代∥著 BN913.6 生誕100年 彫刻家・佐藤忠良展 佐藤 忠良∥作 M715.087

洲之内徹と現代画廊
宮城県美術館∥
編集・執筆

M720.87

東山魁夷展
北海道近代美術館
∥編集

M721.9

生誕100年 松本竣介展 宮城県美術館[ほか]M723.1

ゴッホ展 Van Gogh in Paris:
New Perspectives

ゴッホ∥画 M723.359

絵本原画の世界2013 宮城県美術館[ほか]M726.6

http://3.bp.blogspot.com/-cvbnnEbsvvE/U5l58TQmj_I/AAAAAAAAhVg/igOLGbjFPJc/s800/hinamatsuri_tsurushibina.png


寒き夏 宇津志 勇三∥著 M913.6

あの時、私達はこうして生きていた 川島／せつ子∥著 M916

まんが宮城の歴史　1～8 MK210

児童書（ものがたり） つみ木であそぼう
藤沢市算数教育
研究会∥著

K414

サーティーナイン・クルーズ　18 小浜 杳∥訳 KF 図形がおどる
藤沢市算数教育
研究会∥著

K414

黒いお姫さま
ヴィルヘルム
ブッシュ∥採話

KF 宇宙 吉川 真∥監修 K440.38

北風のわすれたハンカチ 安房 直子∥作 KN 星座神話と星空観察 沼澤 茂美∥著 K443.8

新妖界ナビ・ルナ　11 池田 美代子∥作 KN 空を飛ぶ生き物たち 東 昭∥監修 K481.7

おしゃれ怪盗クリスタル　5 伊藤 クミコ∥作 KN 擬態のふしぎ図鑑 海野 和男∥監修 K486.1
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イケカジなぼくら　6 川崎 美羽∥作 KN 暗闇の釣り師グローワーム 小原 嘉明∥文 K486.9

わたしに魔法が使えたら 小林 深雪∥作 KN 鳥 小宮 輝之∥監修  著K488.038

それが神サマ!?　1の巻 橘 もも∥作 KN 高崎山のベンツ 江口 絵理∥著 K489.95

眠れる森の美女 ペロー∥原作 KN 栄養素キャラクター図鑑 田中 明∥監修 K498.55

トロルとにひきのいたずらこやぎ 松居 スーザン∥作 KN よくわかるLED・発光ダイオードのしくみ伊藤 尚未∥著 K549.81

なぎさくん、女子になる 令丈 ヒロ子∥作 KN 進化する船のしくみ 鈴木 和夫∥著 K550

イラストストーリー妖怪ウォッチ レベルファイブ∥原作  監修KN
かんたん!かわいい!ひとりでできる
!カラフルゴムのバンドアクセサリー

寺西 恵里子∥著 K594.3

児童書（そのほか）
かんたん!かわいい!ひとりでできる!
はじめてのモール

寺西 恵里子∥著 K594.9

せかいのこっき 宇川 育∥文　構成 K288.9 お料理するって楽しい!子どもクッキング葛 恵子∥著 K596

ひがん花の赤いじゅうたん 宮内 純子∥著 K289.1 夢の名作レシピ　1 星谷 菜々∥監修 K596.65

さがし絵で発見!世界の国ぐに　17 こどもくらぶ∥編 K290.8 牧場・農場で働く人たち 大浦 佳代∥著 K610

イースター島ちいさくて大きな島
野村 哲也
∥文　写真

K297.5 もう、夢みたいなことばかり言って!!
アウグスト
ストリンドベリ∥ほか
作

K908.3

昔の道具うつりかわり事典 三浦 基弘∥監修 K383.93 人は、ひとりでは生きていけない。
アントン
チェーホフ∥ほか
作

K908.3

世界のともだち　21 K384.5 笑ってばかりで、ゴメンナサイ!!
アレクサンドル
プーシキン∥ほか
作

K908.3

世界のともだち　22 K384.5 ほんとうに、怖がらなくてもいいの?
シャルル
ペロー∥ほか作

K908.3

なぜ?どうして?科学のふしぎな話
日本科学未来館
∥監修 K404 恋の終わりは、いつも同じだけれど…。

ライナー　マリア
リルケ∥ほか作 K908.3

玉の図鑑 森戸 祐幸∥監修 K404 絵本

さんすうゲーム
藤沢市算数教育
研究会∥著

K410.79 キャベツをもって 浦中 こういち∥作 Eｱｶ

はやさのひみつ
藤沢市算数教育
研究会∥著 K411.1 おっしくっらまんじゅう おかい みほ∥さく Eｱｶ

時計でさんすう
藤沢市算数教育
研究会∥著 K411.1 のんびりしてたら… 五味 太郎∥[作] Eｱｶ

数のせいくらべ
藤沢市算数教育
研究会∥著 K411.1 ぼんやりしてたら… 五味 太郎∥[作] Eｱｶ

なーんだ saïca∥作 Eｱｶ いちにちでいいから ローラ  ルーク∥作 Eﾊｲｲﾛ

おさんぽわくわく 服部 あさ美∥作 Eｱｶ
アニメおさるのジョージ
アイスマイルーム

マーガレット
レイ∥原作

Eﾊｲｲﾛ

くんくんぱくぱく はらぺこめがね∥作 Eｱｶ りすのピーナッツ
ナンシー
 ローズ∥著

Eﾊｲｲﾛ

のって、のって! 森中 和美∥さく  え Eｱｶ からあげ
あおき ひろえ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

クモをみつけよう 小林 俊樹∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ 鳥よめ あまん きみこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ちいさなちいさな ニコラ  デイビス∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ あなぐまアパート
あんびる やすこ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

にょきにょきパッチンつめのひみつ 中山 成子∥絵 Eｵﾚﾝｼﾞ ウルトラマンをつくったひとたち
いいづか さだお
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ



ごぶじろう 稲田 和子∥再話 Eｷｲﾛ どきどきキッチンサーカス 石津 ちひろ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

まほうのひょうたん
シビル
ウェッタシンハ∥再話
絵

Eｷｲﾛ ぼくはまいごじゃない 板橋 雅弘∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おおかみと七ひきのこやぎ [グリム∥原作] Eｷｲﾛ こんもり森のまほうのレストラン
市居 みか
∥さく  え

Eﾐﾄﾞﾘ

ひつじのショーン どっちがショーン?
アードマン
アニメーションズ∥原作 Eﾊｲｲﾛ 世界一のパン

市居 みか
∥絵と文

Eﾐﾄﾞﾘ

トビのめんどり
ポリー
アラキジャ∥作 Eﾊｲｲﾛ ひかりのりゅう

小野 美由紀
∥文

Eﾐﾄﾞﾘ

ポールとアントン ペンギンビッグハウス
クリスティアン
イェレミース∥作 Eﾊｲｲﾛ あわびとりのおさとちゃん かこ さとし∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

おおきくなりたいの
マーガリータ
エングル∥ぶん Eﾊｲｲﾛ せんひくよろこび 片山 健∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

バルト
モニカ  カルネシ
∥作  絵 Eﾊｲｲﾛ さがそ!おとぎのくに

かろくこうぼう
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

あたし、メラハファがほしいな ケリー  クネイン∥文 Eﾊｲｲﾛ 十二支のどうぶつ小噺 川端 誠∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

あかちゃんうさぎとパパ
パッツィ  スキャリー
∥さく Eﾊｲｲﾛ おもちのおふろ 苅田 澄子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

なぜイヌの鼻はぬれているの?
ケネス
スティーブン∥文 Eﾊｲｲﾛ 開運えほん

かんべ あやこ
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

ほんとうはなかよし
ローレン
チャイルド∥作 Eﾊｲｲﾛ おみくじ きた あいり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

火城 蔡 皋∥文 Eﾊｲｲﾛ ええことするのは、ええもんや!
くすのき
しげのり∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

どこにいるかわかるかな?
ブリッタ
テッケントラップ∥作 Eﾊｲｲﾛ おばけのあんみつ 国松 エリカ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

みつけてアレくん!せかいのたび
アレッサンドロ
ビオレッティ∥さく Eﾊｲｲﾛ よるです

ザ  キャビン
カンパニー∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

どうするジョージ! クリス  ホートン∥作 Eﾊｲｲﾛ 学校ななふしぎ 斉藤 洋∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

メリーさんのひつじ ウィル  モーゼス∥さく Eﾊｲｲﾛ がかフランソワさん 杉浦 つかさ∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

だって、だって、だって
アニエス
ラロッシュ∥文 Eﾊｲｲﾛ くつくつだいすき

スギヤマ
カナヨ∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

サン=テグジュペリと星の王子さま ビンバ  ランドマン∥文  絵Eﾊｲｲﾛ 北加伊道
関屋 敏隆∥文
型染版画

Eﾐﾄﾞﾘ

みつけてかぞえてどこどこどうぶつ
キャサリン
ルーカス∥絵 Eﾊｲｲﾛ あほうどり せた たろう∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

かっぱぬま 武田 美穂∥作 Eﾐﾄﾞﾘ てっちゃんのしりとりライオン もとした いづみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

かえるの竹取ものがたり 俵 万智∥文 Eﾐﾄﾞﾘ たべもの王国のさがしもの 山本 真嗣∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

くまさんのおなか 長 新太∥さく Eﾐﾄﾞﾘ ねこざかなとイッカクくん
わたなべ
ゆういち∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

みんなでつくっちゃった 長 新太∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ てつがくのライオン 工藤 直子∥文 Eﾑﾗｻｷ

いきものとこや 塚本 やすし∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ぼくはうちゅうじん 中川 ひろたか∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

きぃちゃん ながやま ただし∥作 Eﾐﾄﾞﾘ         絵本はラベルの色で分類しています。

たくさんのたくさんのたくさんのひつじ
のはな はるか
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ                   Eｱｶ・・・・・・ちいさいえほん（幼児向け）



のはらでまたね はせがわ さとみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

あかり 林 木林∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

小学生のボクは、鬼のようなお母さんに
ナスビを売らされました。 原田 剛∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

だるまさんがころんだら はんだ みちこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

へぇこいたのだれだ? 平田 昌広∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

にがいおくすりのめるかな 深見 春夫∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

シカになったシバ 藤原 理加∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

まるかいてピョン 舟崎 克彦∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

ぼくつかまらないもん!
マーガレット  ワイズ
 ブラウン∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

スケートにいこうよ リン  ベリー∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

賢者のおくりもの オー  ヘンリー∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ

ユキコちゃんのしかえし 星 新一∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

まばたき 穂村 弘∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

いるかがとぶうみ
間瀬 なおかた
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

かしわばやしの夜 宮澤 賢治∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

どんぐりと山猫 宮澤 賢治∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ

おぞうにくらべ 宮野 聡子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ねこどんなかお 村上 しいこ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

キャンディーがとけるまで もとした いづみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

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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