
購入図書案内　4月号

生きること、それがぼくの仕事 野本 三吉∥著 289.1

学びの技 後藤 芳文∥著 002.7 西太后秘録　上・下 ユン　チアン∥著 289.2

スッキリわかるJava入門 中山 清喬∥著 007.64 イザベラ・バードの旅の世界 金坂 清則∥著 289.3

スッキリわかるJava入門　実践編 中山 清喬∥著 007.64 フェルトリネッリ
カルロ・フェルト
リネッリ∥著

289.3

図書館学基礎資料 今／まど子∥編著 010 王妃マリー・アントワネット「美の肖像」
南川／三治郎
∥写真

289.3

図書館の原則
アメリカ図書館協会
知的自由部∥編纂 010.1 デール・カーネギー　上・下

スティーブン
ワッツ∥著

289.3

図書館からの贈り物 梅澤 幸平∥著 016.2161 散歩とごはんのくり返し 松本 智秋∥著 290.87

授業で活用する学校図書館 稲井 達也∥編著 017.3 こころの風景　2011 田沼／武能∥選 291.09

子どもが必ず本好きになる
16の方法・実践アニマシオン

有元 秀文∥著 019.2 日本の海賊写真紀行 清永 安雄∥撮影 291.09

探検家の日々本本 角幡 唯介∥著 019.9 るるぶ秋田　'15～'16 291.24

読まされ図書室 小林 聡美∥著 019.9 京都旅ごよみ 291.62

出版社社長兼編集者兼作家の購書術 中川 右介∥著 024.9

現代韓国を知るための60章 石坂 浩一∥編著 302.21

書く力 武田 双雲∥著 159 中国無秩序の末路 富坂 聰∥[著] 302.22

インドでバスに乗って考えた ボブ　ミグラニ∥著 159 ここがポイント!!池上彰解説塾　2 池上 彰∥[著] 304

自分を変えるレッスン ワタナベ 薫∥著 159.6 バカが隣りに住んでいる 勝谷 誠彦∥著 304

イスラーム生と死と聖戦 中田 考∥著 167 決めごとのきまりゴト 浅利 圭一郎∥著 314.83

神社に秘められた日本史の謎 新谷 尚紀∥監修 175 イスラム国の野望 高橋 和夫∥著 316.4

反知性主義 森本 あんり∥著 192.53 こんにちは、ユダヤ人です
ロジャー
パルバース∥著

316.88

図解自治体職員のための
トラブル解決事例集

石川／公一∥編著 318

イラストでみる日本史博物館　1・2・3 香取 良夫∥著　画 210 ニッポンの裁判 瀬木 比呂志∥著 327

the Chronicle　6 210.76 突き破る日本経済 渡邉 哲也∥著 332.11

図説ブラジルの歴史 金七 紀男∥著 262 日本人移民はこうして「カナダ人」になった 田村 紀雄∥著 334.45

自伝を読む 齋藤 孝∥著 280 中小企業のマクロ・パフォーマンス 後藤 康雄∥著 335.35

皇后考 原 武史∥著 288.44 競争優位の終焉 リタ　マグレイス∥著 336.1

食に生きて 辰巳 芳子∥著 289.1 株しかない 阿部 修平∥著 338.16

総記

哲学・宗教

歴史・地理
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感じのいい話し方悪い話し方 渋谷 昌三∥著 361.4 東日本大震災と災害周辺科学 木庭 元晴∥編著 453.21

フラッシュモブズ 伊藤／昌亮∥著 361.44 海の魚大図鑑 石川／皓章∥著 487.5

厚生労働省改造論 秋葉 賢也∥著 364.1 くらべてわかる淡水魚 斉藤 憲治∥文 487.5

リーママたちへ
博報堂リーママ
プロジェクト∥著 366.38 絶体絶命の淡水魚イタセンパラ

日本魚類学会自然
保護委員会∥編 487.67

さらば、哀しみのドラッグ 水谷 修∥著 367.68 くらべてわかる野鳥 叶内 拓哉∥写真  文488.04

老人たちの裏社会 新郷 由起∥著 367.7 庭で楽しむ野鳥の本 大橋／弘一∥著 488.21

土砂災害から命を守る 池谷 浩∥著 369.3 日本のクマ 坪田／敏男∥編 489.57

大震災を視る
東日本大震災跡地視察報告書 369.3 図解東洋医学人体の経穴<ツボ>と経絡 守口 龍三∥著 490.9

救出 猪瀬 直樹∥著 369.31 上脳・下脳
スティーヴン
M.コスリン∥著 491.37

奇跡の中学校 佐藤 淳一∥著 369.31 きれいな人は温めている 石原 新菜∥著 493.14

2011.3.11 東日本大震災記録
 「あの日を忘れない」

社団法人
東北建設協会

369.31 低線量内部被曝の脅威
ジェイ・マーティン
・グールド∥著 493.2

津波被災前・後の記録 東北建設協会∥編 369.31 大人のひきこもり 池上 正樹∥著 493.7

あの日生まれた命
NHKスペシャル「あの日
生まれた命」取材班∥
編

369.31 自分を傷つけずにはいられない 松本 俊彦∥著 493.7

「原発事故で全てを失っても、
針は天極を指す」

鈴木  充男∥著 369.36 子どものアトピーは自然に治す 竹川  春日美∥著 493.94

釜石の奇跡
NHKスペシャル
取材班∥著

374.92 理学療法士になるには 丸山 仁司∥編著 498.14

阿部恵のいつでも楽しいパネルシアター 阿部 恵∥著 376.16 たった1℃が体を変える 早坂 信哉∥著 498.37

絵本であそぼう、このゆびとまれ! 梓 加依∥著 376.16

ノーベル賞１１０年の全記録 377.7 メガ! 成毛 眞∥著 502.1

社会教育における人権教育の研究 森山／沾一∥著 379
東日本大震災 震災復興支援事業
 ３年の歩み

都市再生機構∥
制作

518.8

鮭の歴史
ニコラース
ミンク∥著

383.8 欠陥住宅紛争解決のための建築知識
第二東京弁護士会消費者
問題対策委員会∥共編 520.91

江戸の暮らし図鑑 菊地 ひと美∥著画 384.6 危ないデザイン
日経アーキ
テクチュア∥編

525.1

祇園豆爾 ちょっと昔の祇園町 新井 豆爾∥著 384.9 日本懐かし自販機大全 魚谷 祐介∥著 582.4

田母神「自衛隊問答」 田母神 俊雄∥著 392.11
服地の基本がわかる
テキスタイル事典

閏間 正雄∥監修 586.17

自衛隊入門 宮本 猛夫∥著 392.11
シンプルベーシックな
My Styleのつくり方

鈴木 尚子∥著 589.2

手縫いでふんわり赤ちゃん服とこもの 593.36

若き物理学徒たちのケンブリッジ 小山 慶太∥著 402.8 着付けと帯結びの基本
山野 愛子ジェーン
∥著 593.8

宇宙画像　2011
田村／元秀
∥監修・執筆 442.3 通園・通学のバッグ&小もの

朝日新聞出版
∥編集 594

山岳雪崩大全
雪氷災害調査
チーム∥編 451.66

直線縫いとジグザグ縫いで
作れる小もの５０

594

自然科学

実用書
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大塚あや子のウール刺しゅう 大塚 あや子∥著 594.2 カフェと日本人 高井 尚之∥著 673.98

クロッシェレース生活　ｖｏｌ．３ 594.3 ふしぎな国道 佐藤 健太郎∥著 685.21

はじめてのレース編み方
眼編みパターン１００ 594.3 思索の源泉としての鉄道 原 武史∥著 686.21

アイロンビーズBOOK 誠文堂新光社∥編 594.6 機長! 井上 博∥著 687.04

鷲沢玲子のパッチワークキルト 鷲沢 玲子∥著 594.7 空のプロの仕事術 杉江 弘∥著 687.3

はじめてでもかわいくできる
通園通学グッズ完ペキBOOK

594.7

ブティ 布の彫刻
中山久美子
ジェラルツ∥[著]

594.9 ヌードと愛国 池川 玲子∥著 702.16

いちばんわかる
スキンケアの教科書

高瀬 聡子∥著 595.5 ダリはダリだ
サルヴァドール
・ダリ∥著 704

海上自衛隊の
極旨カレー・レシピのひみつ

PHP研究所∥編 596 日本彫刻の近代
東京国立近代
美術館∥企画　監修 712.1

日本一の給食レシピ 松丸 奨∥著 596 漂流郵便局 久保田 沙耶∥著 719.09

ワイン好きのための
ワインのおつまみ160

596 美の系譜
デヴィッド・
ギャリフ∥著

723

ねじめ正一の商店街本気グルメ ねじめ 正一∥著 596.04 名画の暗号 西岡 文彦∥著 723

おくすり味噌汁114 大友 育美∥著 596.21 土門拳の伝えたかった日本 土門／拳∥撮影 748

おにぎらずアイデア帳 金丸 絵里加∥[著] 596.3 さくらいろ 森田／敏隆∥著 748

おにぎらず
しらいし やすこ
∥監修

596.3 かわいい!かんたん!プチプチクラフト
プチプチ文化
研究所∥[編]

750

全国駅そば名店100選 鈴木 弘毅∥著 596.38 手びねりでつくる食の器 佐藤 和彦∥著 751

おいしい!カンタン!園児のおべんとう 武蔵 裕子∥監修 596.4 日本のやきもの鑑定入門 矢部 良明∥著 751.1

たかこ@caramel milk teaさんの
焼き菓子とカフェケーキのレシピ

稲田 多佳子∥著 596.65 珠玉の酒器 751.1

作って伝える郷土ほっこりおやつ 江口 恵子∥著 596.65 カルトナージュBOOK 井上 ひとみ∥著 754.9

タルトとケーキ 福田 淳子∥著 596.65 吹奏楽ベーシック講座 Ｂａｎｄ　Ｊｏｕｒｎａｌ∥編 764.6

家事がしやすい部屋づくり 本多 さおり∥著 597.5 オペラ座のお仕事 三澤 洋史∥著 766.1

銀の街から 沢木 耕太郎∥著 778.04

イヌの気持ちがわかる67の秘訣 佐藤 えり奈∥著 645.6 健さんからの手紙 近藤 勝重∥著 778.21

愛犬を長生きさせるコツ 645.6
スポーツ選手のための
食事400レシピ

石川 三知∥著 780.19

ネコの気持ちがわかる89の秘訣 壱岐 田鶴子∥著 645.7 善と悪 江夏 豊∥著 783.7

屠場 本橋／成一∥写真 648.22 エキストラ・イニングス 松井 秀喜∥著 783.7

樹皮と冬芽 鈴木 庸夫∥共著 653.2
プロスノーボーダー田中幸が教える
女の子のためのはじめてのスノーボード 田中 幸∥著 784.39

モノの書き方サクッとノート 平野 友朗∥監修 670.91 アウトドアで働く 須藤 ナオミ∥著 786

産業

芸術・スポーツ
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珠玉の茶器 791.5 火星に住むつもりかい? 伊坂 幸太郎∥著 N913.6

エウレカの確率　2 石川 智健∥著 N913.6

人前であがらずに
3分間堂々と話ができる本

麻生 けんたろう∥著 809.4 死んでたまるか 伊東 潤∥著 N913.6

森に願いを 乾 ルカ∥著 N913.6

古典注釈入門 鈴木 健一∥著 910.2 花とアリス殺人事件 岩井 俊二∥原作 N913.6

ライトノベルから見た
少女/少年小説史

大橋 崇行∥著 910.26 三成の不思議なる条々 岩井 三四二∥著 N913.6

春よめぐれ 安水 稔和∥著 911.56 薫香のカナピウム 上田 早夕里∥著 N913.6

吉野弘詩集 吉野 弘∥著 911.56 ロストデイズ 大崎 善生∥著 N913.6

立松和平全小説　第30巻・別巻 立松 和平∥著 918 サーカスの夜に 小川 糸∥著 N913.6

たんときれいに召し上がれ 青木 正児∥[ほか]著 918.6 冷蔵庫を抱きしめて 荻原 浩∥著 N913.6

定職をもたない息子への手紙
ロジャー
モーティマー∥著 935.7 ホケツ! 小野寺 史宜∥著 N913.6

王様ゲーム　煉獄11.04 金沢 伸明∥著 N913.6

無頼のススメ 伊集院 静∥著 914.6 刑事群像 香納 諒一∥著 N913.6

今日も一日きみを見てた 角田 光代∥著 914.6 みずうみのほうへ 上村 亮平∥著 N913.6

端正な生き方 曽野 綾子∥著 914.6 粗忽長屋の殺人(ひとごろし) 河合 莞爾∥著 N913.6

神さまたちの遊ぶ庭 宮下 奈都∥著 914.6 私刑 川中 大樹∥著 N913.6

金沢の不思議 村松 友視∥著 914.6 奴隷小説 桐野 夏生∥著 N913.6

千日のマリア 小池 真理子∥著 N913.6

リバース 相場 英雄∥著 N913.6 呪い殺しの村 小島 正樹∥著 N913.6

妄想科学小説 赤瀬川 原平∥著 N913.6 京都石塀小路殺人事件 木谷 恭介∥著 N913.6

わたしたちはその赤ん坊を
応援することにした

朝倉 かすみ∥著 N913.6 黒い水 佐佐木 邦子∥著 N913.6

乙女の家 朝倉 かすみ∥著 N913.6 悪足搔きの跡始末 佐藤 雅美∥著 N913.6

ブラックオアホワイト 浅田 次郎∥著 N913.6 北半球の南十字星 沢村 浩輔∥著 N913.6

あの子が欲しい 朝比奈 あすか∥著 N913.6 EVENA 椎名 誠∥著 N913.6

警視庁文書捜査官 麻見 和史∥著 N913.6 十二月八日の幻影 直原 冬明∥著 N913.6

島と人類 足立 陽∥著 N913.6 パノララ 柴崎 友香∥著 N913.6

狗賓童子の島 飯嶋 和一∥著 N913.6 朦朧戦記 清水 義範∥著 N913.6

学園天国 五十嵐 貴久∥著 N913.6 叛徒 下村 敦史∥著 N913.6

言語

文学

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ

小説（日本）
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少年探偵 小路 幸也∥著 N913.6 闇から届く命 藤岡 陽子∥著 N913.6

しるしなきもの 真藤 順丈∥著 N913.6 帰り来ぬ青春 藤田 宜永∥著 N913.6

六秒間の永遠 杉井 光∥著 N913.6 贅沢のススメ 本城 雅人∥著 N913.6

わが槍を捧ぐ 鈴木 英治∥[著] N913.6 雨に泣いてる 真山 仁∥著 N913.6

小説創業社長死す 高杉 良∥著 N913.6 人形の国のアリス 萬里 アンナ∥著 N913.6

神の時空(とき)　3 高田 崇史∥著 N913.6 プラットホームの彼女 水沢 秋生∥著 N913.6

保春院義姫 高橋 義夫∥著 N913.6 透明カメレオン 道尾 秀介∥著 N913.6

愛と人生 滝口 悠生∥著 N913.6
恋路ケ島サービスエリアと
その夜の獣たち

森 晶麿∥著 N913.6

サンティアゴの東 渋谷の西 瀧羽 麻子∥著 N913.6 暗闇・キッス・それだけで 森 博嗣∥著 N913.6

日本レンタルパパの会 竹内 雄紀∥著 N913.6
残りの人生で、
今日がいちばん若い日

盛田 隆二∥著 N913.6

にぎやかな落葉たち 辻 真先∥著 N913.6 ラスト・ワルツ 柳 広司∥著 N913.6

いなくなった私へ 辻堂 ゆめ∥著 N913.6 覇王の贄 矢野 隆∥著 N913.6

筒井康隆コレクション　2 筒井 康隆∥著 N913.6 恋形見 山口 恵以子∥著 N913.6

お葬式 遠田 潤子∥[著] N913.6 となりの女神 山下 貴光∥著 N913.6

白頭の人 富樫 倫太郎∥著 N913.6 死を招く乗客 山前 譲∥編 N913.6

おまめごとの島 中澤 日菜子∥著 N913.6 桑港特急 山本 一力∥著 N913.6

心臓異色 中島 たい子∥著 N913.6 夢をまことに 山本 兼一∥著 N913.6

砂漠の青がとける夜 中村 理聖∥著 N913.6 銀幕の神々 山本 甲士∥著 N913.6

嗤う淑女 中山 七里∥著 N913.6 朽ちないサクラ 柚月 裕子∥著 N913.6

初恋時 夏目 翠∥著 N913.6 ソラシド 吉田 篤弘∥[著] N913.6

くるすの残光　4 仁木 英之∥著 N913.6 サーカスナイト よしもと ばなな∥著 N913.6

十津川警部日本縦断長篇
ベスト選集　43・44

西村 京太郎∥著 N913.6 偽証 渡辺 裕之∥著 N913.6

営業の悪魔 長谷川 千波∥著 N913.6

メガバンク絶滅戦争 波多野 聖∥著 N913.6 マンデー・モーニング
サンジェイ
グプタ∥著 F933.7

波に乗る はらだ みずき∥著 N913.6 ハーフ・バッド　上・下 サリー  グリーン∥著 F933.7

純喫茶「一服堂」の四季 東川 篤哉∥著 N913.6 王たちの道　2
ブランドン
サンダースン∥著 F933.7

天国マイレージ 樋口 卓治∥著 N913.6 海を照らす光 M.L.ステッドマン∥著 F933.7

でんでら国 平谷 美樹∥著 N913.6 みんなバーに帰る
パトリック
デウィット∥著 F933.7

小説（外国）
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元気で大きいアメリカの赤ちゃん
ジュディ
バドニッツ∥著 F933.7 城下町仙台の職人衆 鯨井 千佐登∥著 M210.5

日ざかり
エリザベス
ボウエン∥著 F933.7 真田幸村と伊達家 小西 幸雄∥著 M210.5

バネ足ジャックと時空の罠　上・下 マーク  ホダー∥[著] F933.7 仙台藩の和算 佐藤 賢一∥著 M210.5

一葉の震え
W.サマセット
モーム∥作 F933.7 伊達政宗の漢詩 島森 哲男∥著 M210.5

ベスト・アメリカン・短編ミステリ　2014
リザ
スコットライン∥編

F933.78 もっと知りたい宮城県の歴史 小和田 哲男∥監修 M212.3

猟犬
ヨルン  リーエル
ホルスト∥著

F949.63
「閖上」津波に消えた町の
むかしの暮らし

早坂 泰子、河井 隆博、
小野 和子∥編著 M291

素晴らしきソリボ
パトリック
シャモワゾー∥著 F953.7 宮城のおきて

宮城県地位向上
委員会∥編

M361.42

嫌なことは後まわし
パトリック
モディアノ∥著 F953.7 東松島市 東日本大震災記録誌

東松島市∥
企画・制作

M369.31

廃墟に咲く花
パトリック
モディアノ∥著 F953.7 東異本大震災 宮城県看護協会 宮城県看護協会 M369.31

アルタイ ウー  ミン∥著 F973 みやぎの海辺思い出の風景 M369.31

今を生きる　1 M369.31

儀式　上・下
パトリシア
コーンウェル∥[著]

BF933.7 東日本大震災 白石市の記録 M369.31

ナイン・ドラゴンズ　上・下
マイクル  コナリー
∥[著]

BF933.7 東日本大震災支援活動 M369.31

そして医師も死す
D.M.ディヴァイン
∥著

BF933.7

偽証裁判　上・下 アン  ペリー∥著 BF933.7 市町村概要みやぎ
宮城県総務部
市町村課∥編集 G318.2

姿なき蒐集家　上・下 ノーラ  ロバーツ∥著 BF933.7
名取市第５次長期総合計画
実施計画

名取市役所∥編集 G318.6

模倣犯　上・下 M.ヨート∥著 BF949.83 税務の概要
名取市総務部
税務課∥編 G349.5

珈琲店タレーランの事件簿　4 岡崎 琢磨∥著 BN913.6 Ｔｈｅ  ｌａｓｔｉｎｇ  ｍｅｍｏｒｙ G379.3

未来が見えて僕はちょっと困ってる 笠岡 治次∥[著] BN913.6 水道事業の概況
名取市
水道事業所∥編 G518.1

紅の凶星 五代 ゆう∥著 BN913.6 なとりのかんきょう
名取市生活経済部
クリーン対策課 G519

伊達藩黒脛巾組独眼竜の忍び
上・下

平谷 美樹∥[著] BN913.6 平成２６年版宮城県環境白書
宮城県環境生活部
環境政策課 G519

最後の晩ごはん　2 椹野 道流∥[著] BN913.6

時をかける眼鏡 椹野 道流∥著 BN913.6 植物ラテン語事典
ロレイン
ハリソン∥著

R470.33

新・平家物語　14 吉川 英治∥著 BN913.6 英語固有名詞語源小辞典 苅部／恒徳∥編著 R832.033

髪結の亭主　1 和久田 正明∥著 BN913.6

日本文学100年の名作　3・4・5・6 池内 紀∥編 BN913.68 Message from Higashimatsushima City V369.31

東松島市からのメッセージ V369.31

山王遺跡
宮城県
教育委員会∥編

M210.025 Zone 存在しなかった命 北田 直俊∥監督 V543

参考資料（貸出はできません。館内でご覧ください。）

ＣＤ・ＤＶＤ

文庫

行政資料（貸出はできません。館内でご覧ください。）

郷土資料
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かぐや姫のおとうと 広瀬 寿子∥作 KN

2るいベースがぬすまれた?!
マージョリー
 W.シャーマット∥ぶん KF こちらパーティー編集部っ!　2 深海 ゆずは∥作 KN

魔女と黒い鏡 ルース  チュウ∥作 KF モーモー村のおくりもの 堀米 薫∥作 KN

ワンダ*ラ　8
トニー
ディテルリッジ∥作

KF 金色のキャベツ 堀米 薫∥作 KN

アラスカの小さな家族
カークパトリック
ヒル∥著

KF グッバイ山でこんにちは 間部 香代∥作 KN

魔法ねこベルベット　5 タビサ  ブラック∥作KF てんのないにっき 宮下 すずか∥作 KN

幽霊白書　4 堀川 志野舞∥訳 KF 心霊スポットへようこそ　13・14・15 山口 理∥作 KN

チェラブ　Mission10
ロバート
マカモア∥作

KF

アンナとプロフェッショナルズ　3 MAC∥著 KF 夢と努力で世界を変えた17人 有吉 忠行∥著 K280

ファオランの冒険　6
キャスリン
ラスキー∥著

KF 風雲!幕末志士事典 ながた みかこ∥著 K281

一年後のおくりもの サラ  リーン∥作 KF 万次郎 岡崎 ひでたか∥作 K289.1

ルルとララのフレンチトースト
あんびる やすこ
∥作  絵

KN アイちゃんのいる教室 高倉 正樹∥ぶん　しゃしんK378

ABC! 市川 朔久子∥著 KN アスペルガーの心　3 フワリ∥作　絵 K378

ぶたのぶたじろうさん　12 内田 麟太郎∥文 KN なぜなにはかせの理科クイズ　4 多田 歩実∥著 K404

虫愛づる姫もどき おの りえん∥作 KN 草の根のたんけん おくやま ひさし∥著 K471.1

歌う樹の星 風野 潮∥作 KN
アドベンチャーワールド
パンダをふやせ!

深光 富士男∥文 K489.57

しろくまだって 斉藤 洋∥作 KN 日本の発明・くふう図鑑
発明図鑑編集
委員会∥編著 K502.1

やっぱりしろくま 斉藤 洋∥作 KN 一人前になるための家事の図鑑
家事の図鑑の会
∥編 K590

ゆうれい回転ずし
たまご焼きのひみつ

佐川 芳枝∥作 KN
Q&Aでわかる!はじめての
スポーツボランティア　1・2・3

日本スポーツボランティ
アネットワーク∥監修 K780.13

パオズになったおひなさま 佐和 みずえ∥著 KN イチロー 本郷 陽二∥編 K783.7

こめかくし 高田 桂子∥作 KN 岩隈久志 本郷 陽二∥編 K783.7

リリコは眠れない 高楼 方子∥作 KN 田中将大 本郷 陽二∥編 K783.7

たまごさんがころんだ! 戸田 和代∥作 KN 高野聖 泉 鏡花∥作 K913

それいけ!ぼっこくん 富安 陽子∥作 KN 十二夜
ウィリアム
シェイクスピア∥原作 K932.5

妖怪きょうだい学校へ行く 富安 陽子∥作 KN

華麗なる探偵アリス&ペンギン　1・2 南房 秀久∥著 KN うちのタマ知りませんか? ソニー  クリエイティブ  プロダクツ∥作Eｱｵ

わらうオバケ5つのお話
日本児童文学者
協会∥編 KN タマとなかまたち ソニー  クリエイティブ  プロダクツ∥作Eｱｵ

ジゼル ハイネ∥原作 KN タマとポチの大冒険 ソニー  クリエイティブ  プロダクツ∥作Eｱｵ

絵本

児童書（そのほか）

児童書（ものがたり）
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ふうたどんまい 村上 康成∥著 Eｱｵ じゅんびはいいかい 荒井 良二∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

げんきにほいくえん おおの れい∥著 Eｱｶ あかくんでんしゃとはしる
あんどう としひこ
∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

だっこだっこだーいすき
かみじょう ゆみこ
∥ぶん Eｱｶ 流星!ダンボールマン!! いいだ じょうじ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう! くぼ まちこ∥著 Eｱｶ ルラルさんのぼうえんきょう いとう ひろし∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

のびのびおはよう こばやし えみこ∥文 Eｱｶ はなちゃんのはやあるきはやあるき 宇部 京子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

まるてんいろてん 中辻 悦子∥さく Eｱｶ マフラーでどうぞ 小野寺 悦子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

あつまれ～ 額田 宣彦∥さく Eｱｶ ぴっかぴかのいわこちゃん 嵩元 友子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

いやいやにゃんこ
ひがし くんぺい
∥え  ぶん Eｱｶ うめぼしさん かんざわ としこ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

さわらせて
みやまつ
ともみ∥さく Eｱｶ ともだちべんとう 木坂 涼∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

びっくりてじなでだましっこ 佐伯 俊男∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ ネコのナペレオン・ファミリー 木坂 涼∥文 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 ぼく、おおきくなるからね!
くすのき
しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

こっちへおいで、あそぼうよ
ヴィクトリア
アドラー∥ぶん Eﾊｲｲﾛ バスのたび 工藤 ノリコ∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

トヤのひっこし
イチンノロブ
ガンバートル∥文 Eﾊｲｲﾛ おしゃれなジャックけいぶ こいで なつこ∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

おばあちゃんからライオンをかくすには
ヘレン
スティーヴンズ∥作 Eﾊｲｲﾛ ドングリ・ドングラ コマヤスカン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

サムとデイブ、あなをほる
マック
バーネット∥文 Eﾊｲｲﾛ ありがとさん こんの ひとみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

はるのおとがきこえるよ
マリオン  デーン
バウアー∥文 Eﾊｲｲﾛ 毎日楽しくてしょうがなか! 島田 洋七∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ウォーリーのゆめのくにだいぼうけん！
マーティン
ハンドフォード∥作  絵 Eﾊｲｲﾛ ぼくのまちをつくろう!

スギヤマ カナヨ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ぼくは建築家ヤング・フランク フランク  ビバ∥作 Eﾊｲｲﾛ ひみつひみつのひなまつり 鈴木 真実∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

あ、はるだね
ジュリー
フォリアーノ∥文 Eﾊｲｲﾛ ボクのヒコウキ

たかべ せいいち
∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ぷんぷんヒグマ ニック  ブランド∥作 Eﾊｲｲﾛ わすれもの大王 武田 美穂∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

パンツはちきゅうをすくう
クレア
フリードマン∥文 Eﾊｲｲﾛ ぷんぷんおばけ

なかがわ ちひろ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

しーっ! クリス  ホートン∥作 Eﾊｲｲﾛ ぼくがすきなこと 中川 ひろたか∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ロバのジョジョとおひめさま
マイケル
モーパーゴ∥文 Eﾊｲｲﾛ カエルと王かん なかじま ゆうき∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

とおくがみえるね、ムーミントロール
トーベ  ヤンソン
∥原作  絵 Eﾊｲｲﾛ コロッケです。 西村 敏雄∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

谷戸であそぼう 相川 明子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ おばあちゃんのひなちらし
野村 たかあき
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

おかしのまち 青山 邦彦∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ ティモシーとサラちいさなとしょかん 芭蕉 みどり∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

おばけのたまごにいちゃん
あきやま ただし
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ ドムくんとなぞなぞおてがみ はせがわ さとみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

トイレこちゃん あさの ますみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ 子ヤギがうまれたよ!
長谷川 知子
∥ぶん  え Eﾐﾄﾞﾘ
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ねことこねこね 林 木林∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

はるをみつけたよ 平野 恵理子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ 　　絵本はラベルの色で分類しています。

たんぽぽでんしゃ
ひろかわ さえこ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ 　　　　　Eｱｶ・・・・・・ちいさいえほん（幼児向け）

へんなことってどんなこと? 古内 ヨシ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ 　　　　　Eｷｲﾛ・・・・・民話のえほん

ひび割れ壷と少年 松本 純∥文 Eﾐﾄﾞﾘ 　　　　　Eｵﾚﾝｼﾞ・・・知識えほん

てっちゃんのゆきすべり 丸木 ひさ子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ 　　　　　Eﾊｲｲﾛ・・・・外国のえほん

あかつきもりのルピとルナ
おばあちゃんのりんごパイ

みうら なお∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ 　　　　　Eﾐﾄﾞﾘ・・・・・日本のえほん

そらからみると みねお みつ∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ 　　　　　Eﾑﾗｻｷ・・・大人向けえほん

おかめひょっとこ 最上 一平∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おじぞうさんはいつでも 山折 哲雄∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

まっくろめがね 山崎 英介∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

山賊の娘ローニャ　上
アストリッド
リンドグレーン∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ

バムとケロのさむいあさ 島田 ゆか∥作 絵 YE

バムとケロのにちようび 島田 ゆか∥作 絵 YE

布絵本  かくれんぼ T1

おじいちゃんが残してくれたもの KV317.79

CD・DVD

布絵本  
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