
購入図書案内　　5月号
近江にいた弥生の大倭王 千城 央∥著 210.27

蒙古襲来 服部 英雄∥著 210.43

倒れゆく巨象
ロバート
クリンジリー∥著

007.35 村 水本 邦彦∥著 210.5

日本インターネット書紀 鈴木 幸一∥著 007.35 天下泰平の時代 高埜 利彦∥著 210.52

29歳で図書館長になって 吉井 潤∥著 013 the Chronicle　7 210.76

本の底力 高橋 文夫∥著 019.04 絶頂の一族 松田 賢弥∥著 288.3

子どもと本 松岡 享子∥著 019.5 昭和天皇実録　第1・第2 288.41

ぼくの交遊録的読書術 嵐山 光三郎∥著 019.9 吉田松陰 池田 諭∥著 289.1

ヘンな論文
サンキュータツオ
∥著

049 高杉晋作と久坂玄瑞 池田 諭∥著 289.1

人生が輝くロンドン博物館めぐり
 入場料は無料です!

井形 慶子∥著 069.0233 心の軌跡 加藤 シヅエ∥[著] 289.1

紛争解決人 森 功∥著 289.1

幸福に死ぬための哲学 池田 晶子∥著 104 袁世凱 岡本 隆司∥著 289.2

人生に聴診器をあてる
スティーブン
グロス∥著

146.1 字の大きなアトラス世界地図帳 平凡社∥編 290.38

幸せに生きるひとりの法則 江原 啓之∥著 147 医師と行く諦めていた夢が叶う旅 坂本 泰樹∥著 290.9

見守られて生きる 矢作 直樹∥著 147
はじめての海外旅行
まるごと安心ブック

ワイワイネット∥著 290.93

愛の哲学 柴門 ふみ∥著 158 しまなび
日本離島
センター∥編集

291

なぜか、自動的に幸せになれる
72の習慣

小山 竜央∥著 159 字の大きなアトラス日本地図帳 平凡社∥編 291.04

潜在意識をとことん使いこなす
C.ジェームス
ジェンセン∥著

159 るるぶ会津磐梯福島　'16 291.26

一流秘書だけが知っている
信頼される男、されない男

能町 光香∥著 159 裏が、幸せ。 酒井 順子∥著 291.4

りんごちゃんと、おひさまの
森のなかまたち　2

太田 知子∥作 159.5 あした、金沢へ行く 伊藤 まさこ∥著 291.43

定年女子 岸本 裕紀子∥著 159.6 BURA♥金沢 田中 美里∥案内人 291.43

巨大な夢をかなえる方法
ジェフ　ベゾス
∥ほか著

159.7 高野山への旅 淡交社編集局∥編 291.66

50代でしなければならない55のこと 中谷 彰宏∥著 159.79 ヨーロッパのいちばん美しい街 293.09

止まった時計 松本 麗華∥著 169.1 「イタリアの最も美しい村」全踏破の旅吉村 和敏∥著 293.7

宿坊さんぽ 上大岡 トメ∥著 186 るるぶ北欧　2015 293.89

全国御朱印図鑑 八木 透∥監修 186.91

JAPAN CLASS
ジャパンクラス
編集部∥編

302.1
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社会科学
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天声人語　2014年7月-12月
朝日新聞論説
委員室∥著

304 人生のハレとケ 大島 建彦∥著 382.1

池上彰のこれが「世界のルール」だ! 池上 彰∥著 304 くさい食べもの大全 小泉 武夫∥著 383.8

日本の反知性主義 内田 樹∥編 304
季刊 日本の祭り
第１巻第１号(平成26年夏号)

ゆめディア∥編 386

境界の民(マージナル・マン) 安田 峰俊∥著 316.8
季刊 日本の祭り
第１巻第２号(平成26年秋号)

ゆめディア∥編 386

反骨の市町村 相川 俊英∥著 318.2
季刊 日本の祭り
第１巻第３号(平成26年冬号)

ゆめディア∥編 386

伝統的な地域資源を生かした
地域活性化

地域活性化
センター∥編集

318.6
季刊 日本の祭り
第２巻第１号(平成27年春号)

ゆめディア∥編 386

われらの北方領土　2014年版 319.1 第2次世界大戦作戦マップ
マイケル
スウィフト∥著

391.21

ゴーマニズム宣言SPECIAL新戦争論　1小林 よしのり∥著 319.8 関東軍とは何だったのか 小林 英夫∥著 396.21

池上彰の「経済学」講義
ニュース編

池上 彰∥著 330

これから日本で起こること 中原 圭介∥著 332.11 奇人・変人・大天才　19世紀・20世紀
マイク　ゴールド
スミス∥著

402.8

世界が日本経済をうらやむ日 浜田 宏一∥著 332.11 科学は未来をひらく 村上 陽一郎∥著 404

やはり、日本経済の未来は
世界一明るい!

増田 悦佐∥著 333.6 異常気象と地球温暖化 鬼頭 昭雄∥著 451.85

ナグネ 最相 葉月∥著 334.42 生物学の「ウソ」と「ホント」 池田 清彦∥著 460.4

アホウドリを追った日本人 平岡 昭利∥著 334.47 進化の謎を数学で解く
アンドレアス
ワグナー∥著

467.5

ザ・ラストマン 川村 隆∥著 335.13 桜 勝木 俊雄∥著 479.75

社会のために働く 藤沢 烈∥著 335.13 医と人間 井村 裕夫∥編 490.4

めちゃくちゃ売れてるマネー誌
ZAiが作ったFX予備校

ダイヤモンド
ザイ編集部∥編 338.95 フューチャー・オブ・マインド ミチオ　カク∥著 491.37

統計グラフ全国コンクール
入賞作品集　第62回

統計情報研究開発
センター∥編集 350.1 低体温症と凍傷

ゴードン　G.ギース
ブレヒト∥著 493.19

虫から始まる文明論 奥本 大三郎∥著 361.5 間違いだらけのリウマチ治療 土田 豊実∥著 493.63

ナナメ読み日本文化論 中野 明∥著 361.5 ココナッツオイルでボケずに健康
白澤 卓二∥
医学監修

493.76

リーママザベスがあなたを救う!
博報堂リーママ
プロジェクト∥著

366.38 解放老人 野村 進∥著 493.76

切り裂きジャック127年目の真実
ラッセル
エドワーズ∥著

368.61 だから日本人は“うつ”になる 程 衛∥著 493.76

こんな夜更けにバナナかよ 渡辺 一史∥著 369.27 再発・転移が危ない前立腺がん リンパ球バンク∥著 494.96

被災弱者 岡田 広行∥著 369.31 卵子探しています 宮下 洋一∥著 495.48

日本へのラブレター
NHKワールド
ラジオ日本∥編

369.31 口の中をみれば寿命がわかる 波多野 尚樹∥著 497

学校の戦後史 木村 元∥著 372.11 「食べる力」が健康寿命をのばす 脇田 雅文∥著 497.9

勉強の鬼原則 板野 博行∥著 376.8 在宅医療のリアル 上田 聡∥著 498

生活と文化 宮本 常一∥著 380.4
あなたは半年前に
食べたものでできている

村山 彩∥著 498.58

自然科学
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ハンセン病問題と私たち
「もういいかい」映画
製作委員会∥編 498.6 ぼくのおやつ百科 ぼく∥著 596.65

スコットランド酔夢紀行 佐々木 幹郎∥著 596.7

一度は訪ねたい日本の城 西ケ谷 恭弘∥編著 521.82 お茶の味 渡辺 都∥著 596.7

世界遺産姫路城を鉄骨でつつむ。文藝春秋∥編 521.82 高齢者の日常生活サポート 桑原 紀子∥監修 598.4

世界の絶景 教会&寺院 526.19
共働き子育てを成功させる
5つの鉄則

普光院 亜紀∥著 599

誰でもできる自転車メンテナンス 竹内 正昭∥著 536.86 うちはおっぺけ　3 松本 ぷりっつ∥著 599.04

無人暗殺機ドローンの誕生
リチャード
ウィッテル∥著

538.7

宇宙飛行士が教える地球の歩き方
クリス
ハドフィールド∥著

538.9 手入れがわかる雑木図鑑 平井 孝幸∥著 627.7

電気がなくても、人は死なない。 木村 俊雄∥著 540.93 牛と土 眞並 恭介∥著 645.3

プロメテウスの罠　9
朝日新聞
特別報道部∥著 543.5 犬の介護に役立つ本 高垣 育∥著 645.66

全電源喪失の記憶 高橋 秀樹∥編著 543.5 岩合光昭の世界ネコ歩き 岩合 光昭∥著 645.7

原爆を盗め!
スティーヴ
シャンキン∥著

559.7 料理家ハンターガール奮戦記 井口 和泉∥著 659

富女子宣言 永田 雄三∥著 591 日本の漁港を訪ね地魚に唸る 小西 康隆∥文 661.9

きほんのミシンレッスンBOOK 添田 有美∥監修 593.48 BURA♥築地
BURA築地
推進委員会∥著

675.5

週末の手あみ パイナップルあみがいっぱい!
かぎ針あみのショールとストール30 河合 真弓∥[著] 594.3 憧れのファーストクラス

ファーストクラス
取材チーム∥著

687.5

すてきな手編み　2015春夏 594.3
東京ディズニーランド&シー
攻略モデルコース100　2015年版

TDL&TDS
裏技調査隊∥編

689.5

春夏のかぎ針あみ　vol.17 594.3
岩合光昭の世界ネコ歩き
番組ガイドブック

岩合 光昭∥著 699.67

美しいかぎ針編　春夏23 594.3

はじめての手織りレッスン 箕輪 直子∥著 594.9 発表会文化論 宮入 恭平∥編著 706.9

くびれも美肌もかなうおっぱい美塾 戸瀬 恭子∥著 595 全盲の画家 井原 三郎∥著 723.1

捨てない料理 始末な台所 石澤 清美∥著 596 ターシャ・テューダーの人形の世界 食野 雅子∥著 726.6

たまちゃんの保存食 たくま たまえ∥著 596 THE PEOPLE by KISHIN 篠山 紀信∥写真 748

料理のコツ解剖図鑑 豊満 美峰子∥監修 596 うちの子が泣いてるワケ
グレッグ
ペンブローク∥[編]著 748

宗達だし噺 小山 鐘平∥著 596.21 らくらく七輪陶芸塾 左古 文男∥著 751

英語で作るすし 成瀬 すみれ∥著 596.21 陶芸の釉薬336の色彩帖 誠文堂新光社∥編 751

作る人のためのベジタリアン・
パーフェクト・ブック

庄司 いずみ∥著 596.37 陶芸実践100のポイント 野田 耕一∥著 751

世界のじゃがいも料理 誠文堂新光社∥編 596.37 益子・笠間 青木 宏∥文 751.1

今日も嫌がらせ弁当 ttkk∥著 596.4 萩 石崎 泰之∥文 751.1

実用書

産業

芸術・スポーツ
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美濃 伊藤 嘉章∥文 751.1 食いしん坊Kayoのおいしい英語 重盛 佳世∥著 837.8

備前 上西 節雄∥文 751.1

信楽・伊賀 大槻 倫子∥文 751.1 日本文学の大地 中沢 新一∥著 910.2

唐津 大橋 康二∥文 751.1 少女小説事典 岩淵 宏子∥編 910.26

有田・伊万里 大橋 康二∥文 751.1 未完の平成文学史 浦田 憲治∥著 910.26

京都 岡 佳子∥文 751.1 たすきつなぎ ものがたり百人一首 中村 博∥著 911.15

瀬戸 唐沢 昌宏∥文 751.1 東日本大震災を詠む 俳句四協会∥編 911.37

九谷 寺尾 健一∥文 751.1 還暦川柳
全国老人福祉
施設協議会∥編

911.47

薩摩 渡辺 芳郎∥文 751.1 朝鮮と日本に生きる 金 時鐘∥著 911.52

PPバンドで作るベトナムのプラカゴ
富田 淳子∥
デザイン

754.6

ペーパークイリングレッスンブック 菊地 七夢∥著 754.9 沈黙を聴く 秋山 駿∥著 914.6

京の色百科 757.3 生きるヒント　5 五木 寛之∥著 914.6

声優になりたい! 武田 正憲∥[著] 771.7 たそがれビール 小川 糸∥[著] 914.6

役者は一日にしてならず 春日 太一∥著 772.1 お好み焼き 一枚一会 小山田 浩子∥選者 914.6

風姿花伝 土屋 惠一郎∥著 773 誰をも少し好きになる日 鬼海 弘雄∥著 914.6

愛之助が案内 永楽館ものがたり 片岡 愛之助∥著 774 言葉を旅する 後藤 正治∥著 914.6

あしたのこころだ 三田 完∥著 775.1 堕落論 坂口 安吾∥作 914.6

銀の森へ 沢木 耕太郎∥著 778.04 ナマコのからえばり　10 椎名 誠∥著 914.6

杏のふむふむ 杏∥著 778.21 旅は私の人生 曽野 綾子∥著 914.6

誰も書けなかった「笑芸論」 高田 文夫∥著 779.02 マリコ、カンレキ! 林 真理子∥著 914.6

洋七・おかんのがばい介護日記 島田 洋七∥著 779.14 墓守の詩 藤木 小夜子∥著 914.6

運動会までにどんどん
子どもの足が速くなる!

川本 和久∥監修 782.3 時空超えた沖縄 又吉 栄喜∥著 914.6

田中将大、ニューヨーク・
ヤンキースの超新星

マイケル
パート∥著

783.7 長くなるのでまたにする。 宮沢 章夫∥著 914.6

銀盤の王子たち 784.65 小さな幸せ46こ よしもと ばなな∥著 914.6

自然にふれて取りもどす
人間の基本

スノーピーク∥監修 786 東京美女散歩 安西 水丸∥文え 915.6

五木寛之の金沢さんぽ 五木 寛之∥著 915.6

新実用漢字表現辞典
実用漢字研究会
∥編集

811.2
ダメ親と呼ばれても学年ビリの3人の子を
信じてどん底家族を再生させた母の話 ああちゃん∥著 916

10年間勉強しても英語が上達しない
日本人のための新英語学習法

ロジャー
パルバース∥著

830.7 手のひらから広がる未来 荒 美有紀∥著 916

言語

文学

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ
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未来のことは未来の私にまかせよう 黒木 奈々∥著 916 岳飛伝　12 北方 謙三∥著 N913.6

ブラジルの我が家 日登美∥著 916 星読島に星は流れた 久住 四季∥著 N913.6

人生の目覚まし時計が鳴ったとき 山下 弘子∥著 916 恋づくし 工藤 美代子∥著 N913.6

ハイヒールを履いたシャーマン アンナ　ハント∥著 936 居酒屋ふじ 栗山 圭介∥著 N913.6

食物アレルギーと生きる詩人の物語
サンドラ
ビーズリー∥著

936 となりの革命農家 黒野 伸一∥著 N913.6

ナナフシ 幸田 真音∥著 N913.6

居酒屋ぼったくり　3 秋川 滝美∥[著] N913.6 つなわたり 小林 信彦∥著 N913.6

カムパネルラのつぶやき 昭島 瑛子∥著 N913.6 女たちの審判 紺野 仲右ヱ門∥著 N913.6

真壁家の相続 朱野 帰子∥著 N913.6 精鋭 今野 敏∥著 N913.6

くらやみざか 天沼 春樹∥著 N913.6 睦月童(わらし) 西條 奈加∥著 N913.6

桜の下で待っている 彩瀬 まる∥著 N913.6
かわいいだけじゃない私たちの、
かわいいだけの平凡。

最果 タヒ∥著 N913.6

外道たちの餞別 伊兼 源太郎∥著 N913.6 サヨナラ自転車 櫻川 さなぎ∥[著] N913.6

1981年のスワンソング 五十嵐 貴久∥著 N913.6 それを愛とは呼ばず 桜木 紫乃∥著 N913.6

コンとアンジ 井鯉 こま∥著 N913.6 神奈備 佐々木 中∥著 N913.6

電車道 磯崎 憲一郎∥著 N913.6 ラ・ミッション 佐藤 賢一∥著 N913.6

人魚と金魚鉢 市井 豊∥著 N913.6
わたし、すっぴんジャージで
「億」を稼いでます。

Sarah∥著 N913.6

the SIX 井上 夢人∥著 N913.6 冤罪凶状 澤田 ふじ子∥著 N913.6

マレ・サカチのたったひとつの贈物 王城 夕紀∥著 N913.6 WOLF 柴田 哲孝∥著 N913.6

トライアングル 岡井 崇∥著 N913.6 無限のビィ 朱川 湊人∥著 N913.6

鬼塚パンチ! 鬼塚 忠∥著 N913.6 神様が降りてくる 白川 道∥著 N913.6

EPITAPH東京 恩田 陸∥著 N913.6 レオナルドの扉 真保 裕一∥著 N913.6

ただいまラボ 片川 優子∥著 N913.6 幸せ嫌い 平 安寿子∥著 N913.6

大坂誕生 片山 洋一∥著 N913.6 ぱらっぱフーガ 竹内 真∥著 N913.6

東京帝大叡古教授 門井 慶喜∥著 N913.6 宰相A 田中 慎弥∥著 N913.6

利休の闇 加藤 廣∥著 N913.6 99のありがとう・桜 谷口 雅美∥編著 N913.6

深山の桜 神家 正成∥著 N913.6 酔ひもせず 田牧 大和∥著 N913.6

真紅の人 蒲原 二郎∥著 N913.6 槐 月村 了衛∥著 N913.6

リセット　7 如月 ゆすら∥[著] N913.6 生け贄 鳥飼 否宇∥著 N913.6

小説（日本）

5 ページ



絶望的 鳥飼 否宇∥著 N913.6 白き面に、囚わるる 結城 光流∥著 N913.6

黄泉眠る森 長崎 尚志∥著 N913.6 99のなみだ　第6夜
リンダパブリッ
シャーズ編集部∥編 N913.6

男役 中山 可穂∥著 N913.6 東京近江寮食堂 渡辺 淳子∥著 N913.6

神様のカルテ　0 夏川 草介∥著 N913.6

悲録伝 西尾 維新∥著 N913.6 妻への家路 嚴 歌苓∥著 F923.7

永い言い訳 西川 美和∥著 N913.6 突然ノックの音が エトガル  ケレット∥著 F929.733

さよならは明日の約束 西澤 保彦∥著 N913.6 ムーサーの一撃
ムハンマド
イクバール∥著 929.85

十津川警部特急「しまかぜ」で行く
十五歳の伊勢神宮

西村 京太郎∥著 N913.6 妻22と研究者101の関係
メラニー
ギデオン∥著

F933.7

消えたトワイライトエクスプレス 西村 京太郎∥[著] N913.6 サンドリーヌ裁判 トマス  H.クック∥著 F933.7

東京と金沢の間 西村 京太郎∥著 N913.6 限界点
ジェフリー
 ディーヴァー∥著

F933.7

無銭横町 西村 賢太∥著 N913.6 ザ・ドロップ デニス  ルヘイン∥著 F933.7

青藍病治療マニュアル 似鳥 鶏∥著 N913.6 最後の晩餐の暗号 ハビエル  シエラ∥著 F963

マッサン　下 羽原 大介∥作 N913.6

春雷 葉室 麟∥著 N913.6 マイクロワールド　上・下
マイクル
クライトン∥著

BF933.7

STORY OF UJI 林 真理子∥著 N913.6 旅のお供に殺人を
コリン  ホルト
ソーヤー∥著

BF933.7

ウドブノ ヒキタ クニオ∥著 N913.6 ザップ・ガン
フィリップ.K.
ディック∥著

BF933.7

時穴みみか 藤野 千夜∥著 N913.6 完璧な夏の日　上・下
ラヴィ
ティドハー∥著

BF933.7

黒薔薇 二上 剛∥著 N913.6 だれがコマドリを殺したのか?
イーデン
フィルポッツ∥著

BF933.7

残夢の骸 船戸 与一∥著 N913.6 レッド・ライジング
ピアース
ブラウン∥著

BF933.7

大奥の座敷童子 堀川 アサコ∥著 N913.6 秘密同盟アライアンス　上・下
マーク
フロスト∥著

BF933.7

冥福 牧野 修∥著 N913.6 国王陛下の新人スパイ
スーザン  イーリア
マクニール∥著

BF933.7

火花 又吉 直樹∥著 N913.6 ミー・ビフォア・ユー
ジョジョ
モイーズ∥著

BF933.7

決戦!熊本城 松永 弘高∥著 N913.6 危険な夜の果てに
リサ  マリー  ラ
イス∥著

BF933.7

リケイ文芸同盟 向井 湘吾∥著 N913.6 白き鷲獅子(グリフォン)　上・下 ラッキー∥著 BF933.7

夕暮れ密室 村崎 友∥著 N913.6 漆黒の森 ペトラ  ブッシュ∥著 BF943.7

コンビニたそがれ堂セレクション 村山 早紀∥著 N913.6 赤ん坊は川を流れる
エルスベツ
イーホルム∥著

BF949.73

主婦病 森 美樹∥著 N913.6 体育館の殺人 青崎 有吾∥著 BN913.6

有頂天家族　2 森見 登美彦∥著 N913.6 猫とアリス 芦原 すなお∥著 BN913.6

文庫

小説（外国）
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アゲイン 重松 清∥原作 BN913.6

留めの底にわだかまれ 結城 光流∥[著] BN913.6 日本の図書館　2014
日本図書館協会図書館
調査事業委員会∥編集 R10.59

日本文学100年の名作　第7巻 池内 紀∥編 BN913.68 会計検査のあらまし　平成26年 R344.1

雨ときどき、編集者 近江 泉美∥[著] BN913.7 数字に見る-医療と医薬品　2014 R498.059

伯爵家の蔵書目録 篠原 美季∥[著] BN913.7

新・平家物語　15 吉川 英治∥著 BN913.7

尚絅学院大学  紀要　第６８号
尚絅学院大学
「紀要」編集委員会

M051

仙台市史 索引
仙台市史編さん
委員会∥編集

M210

仙台市史 年表
仙台市史編さん
委員会∥編集

M210

慶長奥州地震津波と復興 蝦名 裕一∥著 M212

東北歴史博物館年報
平成25年度

東北歴史博物館
∥編集

M212

荒浜湊のにぎわい 井上 拓巳∥著 M212.3

イグネのある村へ 菅野 正道∥著 M212.3

湯けむり復興計画 高橋 陽一∥著 M212.3

藩を失った伊達兵部 伊達秘録 佐藤 義夫∥編 M288

名取ざっと昔（二） 方言を語り残そう会 M388

木引堀物語 佐藤 昭典∥著 M684

宮城県美術館年報
2010･2011・2012・2013

宮城県美術館
∥編集

M706

奈良・国宝室生寺の仏たち
東日本大震災復興祈念特別展

仙台市博物館
∥編集

M718

特別展 樹木礼賛
仙台市博物館
∥編集

M721

生誕200年 ミレー展
井出 洋一郎
∥監修

M723

わたしたちの名取市
〔平成２７年版〕

名取市教育
委員会∥編

MK291

宮城県統計年鑑 平成２６年版
宮城県企画部
統計課∥編集

G351

行政資料

参考資料

郷土資料
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あまねく神竜住まう国 荻原 規子∥作 KN

プリンセス★マジックルビー　3
ジェニー  オールド
フィールド∥作 KF プラネット・オルゴール 小沢 章友∥著 KN

ぼくと象のものがたり リン  ケリー∥作 KF モンスター・ホテルでひみつのへや 柏葉 幸子∥作 KN

サーティーナイン・クルーズ　19 小浜 杳∥訳 KF 魔女モティ 柏葉 幸子∥作 KN

動物と話せる少女リリアーネ　10
タニヤ
シュテーブナー∥著 KF 氷の上のプリンセス　4 風野 潮∥作 KN

ベルンカとやしの実じいさん　上・下
パベル
シュルット∥文

KF ようふくなおしのモモーヌ 片山 令子∥作 KN

ナイトミュージアム エジプト王の秘密
マイケル
A.スティール∥著

KF ひま人ヒーローズ! かみや としこ∥作 KN

ロックウッド除霊探偵局　1[上]・1[下]
ジョナサン
ストラウド∥作 KF こぶたのタミー かわの むつみ∥作 KN

フェアリー・ガールズ　4 キキ  ソープ∥作 KF たびいえさん 北川 チハル∥作 KN

ぼくはこうして生き残った!　4・5
ローレン
ターシス∥著 KF アレハンドロの大旅行

きたむら えり
∥さく  え

KN

あたし、アンバー・ブラウン!
ポーラ
ダンジガー∥作 KF 四年変組 季巳 明代∥作 KN

ワンダ*ラ　9
トニー
ディテルリッジ∥作 KF 超常現象Qの時間　2 九段 まもる∥作 KN

まほうの国の獣医さんハティ　2
クレア  テイラー
スミス∥作 KF だいすきのみかたパンツちゃん 薫 くみこ∥作 KN

魔使いの復讐
ジョゼフ
ディレイニー∥著 KF こぶたのピクルス 小風 さち∥文 KN

恐怖のお泊まり会　6 P.J.ナイト∥著 KF 裏庭にはニワ会長がいる!!　4 こぐれ 京∥作 KN

だいじょうぶカバくん
ダニエル
ネスケンス∥作 KF お手紙まってます 小手鞠 るい∥作 KN

24の怖い話
スーザン
プライス∥作 KF きつね音楽教室のゆうれい 小手鞠 るい∥作 KN

リフカの旅 カレン  ヘス∥作 KF ルルル・動物病院　2 後藤 みわこ∥作 KN

幽霊白書　5 堀川 志野舞∥訳 KF むこうがわの友だち 小浜 ユリ∥作 KN

だれにも話さなかった祖父のこと
マイケル
モーパーゴ∥文 KF がっこうのおばけずかん 斉藤 洋∥作 KN

さくらいろの季節 蒼沼 洋人∥著 KN くまくんとうさぎくん くもようび さえぐさ ひろこ∥文 KN

邪宗門
芥川 龍之介
∥原作

KN ふくろう茶房のライちゃん ささき あり∥作 KN

旅猫リポート 有川 浩∥作 KN えんぴつ太郎のぼうけん 佐藤 さとる∥作 KN

おばけ、さがさないでください あんず ゆき∥作 KN 魔法職人たんぽぽ　3 佐藤 まどか∥作 KN

アンティークFUGA　1
あんびる
やすこ∥作

KN 赤いペン 澤井 美穂∥作 KN

リフォーム支店本日休業
あんびる
やすこ∥著

KN ドン・キホーテ
セルバンテス
∥原作

KN

死神うどんカフェ1号店　4杯目 石川 宏千花∥[著] KN おならくん
創作集団
ばやしの会∥編

KN

恋のギュービッド大作戦! 石崎 洋司∥作 KN おーばあちゃんはきらきら
たかどの
 ほうこ∥さく

KN

児童書（ものがたり）
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酒天童子 竹下 文子∥著 KN お願い!フェアリー♥　14 みずの まい∥作 KN

2 in 1名門フライドチキン小学校
どっきり火の玉おばけ

田中 成和∥作 KN 怪盗ピーター&ジェニイ 美波 蓮∥作 KN

ポポロクロニクル　上・下 田森 庸介∥作 KN ちびっこやゆよ 宮下 すずか∥作 KN

妖怪いじわるひょうしき 土屋 富士夫∥作  絵KN ふたりはおばけのふたご!? むらい かよ∥著 KN

富盛菊枝児童文学選集　1 富盛 菊枝∥著 KN ともだちはうま 村上 しいこ∥作 KN

菜の子ちゃんと龍の子 富安 陽子∥作 KN ドラゴン王さまになる 茂市 久美子∥作 KN

くちびるに歌を 中田 永一∥原作 KN 清政 茂木 ちあき∥作 KN

初恋×12歳 名木田 恵子∥作 KN
すっぽんぽんのすけ
ひかる石のひみつ

もとした いづみ∥作KN

お江戸の百太郎　2 那須 正幹∥作 KN フラフラデイズ 森川 成美∥作 KN

坊っちゃん 夏目 漱石∥原作 KN れいにのろわれたレイ
やまもと
しょうぞう∥作  絵

KN

トリシアは魔法のお医者さん!!　9 南房 秀久∥作 KN 陰陽師はクリスチャン!?　4 夕貴 そら∥作 KN

いちごケーキはピアニッシモで 西村 友里∥作 KN プリ♥プリ♥プリン姫　2 吉田 純子∥作 KN

1時間の物語
日本児童文学者
協会∥編

KN 虫ロボのぼうけん　3 吉野 万理子∥作 KN

1週間の物語
日本児童文学者
協会∥編

KN メニメニハート 令丈 ヒロ子∥作 KN

1日の物語
日本児童文学者
協会∥編

KN イラストストーリー妖怪ウォッチ　2
レベルファイブ
∥原作  監修

KN

3日間の物語
日本児童文学者
協会∥編

KN

5分間の物語
日本児童文学者
協会∥編

KN よのなかのふしぎこどもずかん 青山 由紀∥監修 K031

満員御霊!ゆうれい塾　2 野泉 マヤ∥作 KN ふしぎがわかるよ!図鑑 横山 洋子∥監修 K031

ミルクが、にゅういんしたって?! 野村 一秋∥著 KN
激コワ!キミだけに話しちゃう!?都市伝説
そのゲームは呪われていたの巻 平川 陽一∥編 K049

都会(まち)のトム&ソーヤ　12
はやみね
かおる∥[著]

KN
激コワ!キミだけに話しちゃう!?都市伝説
口裂け女の恐怖の巻 平川 陽一∥編 K049

おさんぽぐるぐる 飯野 由希代∥作 KN みらいへの教科書 菊田 文夫∥著 K159.5

なりたて中学生　初級編 ひこ  田中∥著 KN
これだけは知っておきたい
教科書に出てくる日本の神社

これだけは知っておきたい教科書に
出てくる日本の神社編集委員会∥編著 K175.9

夢の守り手 廣嶋 玲子∥作 KN
これだけは知っておきたい
教科書に出てくる日本の寺院

これだけは知っておきたい教科書に
出てくる日本の寺院編集委員会∥編著 K185.91

魔天使マテリアル　19 藤咲 あゆな∥作 KN よくみてさがそうせいしょえほん Gill Guile∥[画] K193

雲をつかむ少女 藤野 恵美∥著 KN ウォーズ・オブ・ジャパン 宮永 忠将∥文 K210.19

まじょ子のおはなしパーラー 藤 真知子∥作 KN 東京大空襲を忘れない 瀧井 宏臣∥著 K210.75

黄金の雨は知っている 藤本 ひとみ∥原作 KN きみ江さん 片野田 斉∥著 K289.1

いくたのこえよみ 堀田 けい∥作 KN 世界一のパティシエになる! 輔老 心∥著 K289.1

児童書（そのほか）
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テンプル・グランディン自閉症と生きる
サイ
モンゴメリー∥著

K289.3 ちょこっとできるびっくりあそび　1 立花 愛子∥著 K407

さがし絵で発見!世界の国ぐに　18 こどもくらぶ∥編 K290.8 氷河時代の大研究 多田 隆治∥監修 K456.82

体験取材!世界の国ぐに　1 K290.8 恐竜とあそぼう!
黒川 みつひろ
∥作  絵 K457

日本地理データ年鑑　2015 松田 博康∥監修 K291 なぜ?どうして?恐竜図鑑 平山 廉∥監修 K457.87

ニュース年鑑　2015 池上 彰∥監修 K304 いのちのひろがり 中村 桂子∥文 K460

ニュースに出てくる国際条約じてん
1・2・3・4・5

池上 彰∥監修 K329.09 大津波のあとの生きものたち 永幡 嘉之∥写真　文K462.12

ニャン太とお金の大冒険 田島 司∥著 K330
原発事故で、生きものたちに
何がおこったか。

永幡 嘉之∥写真　文K462.126

外国人が教えてくれた!私が感動した
ニッポンの文化　1・2・3

ロバート
キャンベル∥監修

K361.5 わらうプランクトン ひらい あきお∥著 K468.6

介護福祉士の一日
WILLこども知育
研究所∥編著

K369.17 人類の進化大研究 河野 礼子∥監修 K469.2

こどもあんぜん図鑑 講談社∥編 K369.3 田んぼの植物なるほど発見! 星野 義延∥監修 K470

野馬追の少年、震災をこえて 井上 こみち∥著 K369.31 キノコ 大場 裕一∥著 K474.85

原発事故に立ち向かった
吉田昌郎と福島フィフティ

門田 隆将∥著 K369.36 太陽の花
横塚 眞己人
∥写真  文

K479

アラヤシキの住人たち
本橋 成一∥
写真と文

K369.5 陸のいきもの 大場 裕一∥著 K481.7

世界の中学生　15 K376.3
密着!動物たちの24時間
サバンナの水場編

[Zahavit Shalev
∥編著]

K481.7

楽しく遊ぶ学ぶにっぽんの図鑑 藤森 裕治∥監修 K382.1
密着!動物たちの24時間
アンデス山脈編

[Fleur Star∥編著] K481.7

ビジュアルでわかる世界
ファッションの歴史　3・4・5

ヘレン
レイノルズ∥文

K383.1
密着!動物たちの24時間
熱帯雨林編

[Fleur Star∥編著] K481.7

戦場カメラマン
渡部陽一が見た世界　1・2・3

渡部 陽一∥
写真　文

K384.5
密着!動物たちの24時間
サンゴ礁編

[Caroline
 Bingham∥編著]

K481.7

世界のともだち　20・23・24 K384.5
密着!動物たちの24時間
サハラ砂漠編

[Elizabeth
Haldane∥編著]

K481.7

大研究遊びとおもちゃの図鑑 国土社編集部∥編 K384.55
密着!動物たちの24時間
北極編

[Lorrie
 Mack∥編著]

K481.7

おはなしぎょうじのえほん　夏 堀切 リエ∥文 K386.1 海のいきもの 大場 裕一∥著 K481.72

おはなしぎょうじのえほん　春 堀切 リエ∥文 K386.1 田んぼの生き物わくわく探検! 大澤 啓志∥監修 K481.75

日本の祭り大図鑑　1・2・3・4 松尾 恒一∥監修　著 K386.1 クモと糸 池田 博明∥文 K485.73

日本の祭り　1・2・3・5・6
『日本の祭り』
編集室∥編

K386.1 ぜんぶわかる!メダカ 内山 りゅう∥著 K487.71

妖怪最強の雑学王
怪奇ミステリー
探偵団∥編

K388.1 ダンゴウオの海 鍵井 靖章∥写真  文K487.76

奇人・変人・大天才
紀元前から19世紀

マイク　ゴールド
スミス∥著

K402.8 カミツキガメはわるいやつ? 松沢 陽士∥写真  文K487.95

なぜなにはかせの理科クイズ　5 多田 歩実∥著 K404 空を飛ばない鳥たち 上田 恵介∥監修 K488

絵でよくわかるかがくのなぜ　1年生 美馬 のゆり∥監修 K404 こわれる森ハチドリのねがい 藤原 幸一∥写真　文K488.98

100円ショップでわくわく科学実験 青野 裕幸∥著 K407 ラッコのひみつ 池田 菜津美∥文 K489.58
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生活習慣と体のリズム 日本医師会∥監修 K490 捨て犬その命の行方 今西 乃子∥文 K645.6

カミカミ健康学 岡崎 好秀∥著 K491.343 CCクロものがたり 西岡 訓子∥文と絵 K645.6

うんちの正体 坂元 志歩∥著 K491.346
百貨店・ショッピングセンターで
働く人たち

浅野 恵子∥著 K673.8

のぞいてみようウイルス・細菌・
真菌図鑑　1・2・3

北元 憲利∥著 K491.7 美容室・理容室・サロンで働く人たち 津留 有希∥著 K673.96

救急救命士の一日
WILLこども知育
研究所∥編著

K498.14 見学!日本の大企業日本通運
こどもくらぶ
∥編さん

K685.9

助産師の一日
WILLこども知育
研究所∥編著

K498.14 きずなを結ぶ震災学習列車 堀米 薫∥文 K686.2122

貼り薬のひみつ
おぎの ひとし
∥漫画

K499.1 気をつけよう!スマートフォン　1・2・3 小寺 信良∥著 K694.6

町工場の底力　7・8 K509.21
みんなでつくろう!季節と行事で
壁をかざる立体工作　7・8・9月

早未 恵理∥著 K750

大きな写真と絵でみる地下のひみつ
1・2・3・4

土木学会地下空間
研究委員会∥監修 K510

みんなでつくろう!季節と行事で
壁をかざる立体工作　4・5・6月

早未 恵理∥著 K751

のりものくらべ　1・2・3・4・5 相馬 仁∥監修 K536
100円ショップでうきうき
手づくりおもちゃ

吉田 未希子∥著 K750

自転車のなぜ 大井 喜久夫∥文 K536.86
はじめてでもかんたん!
楽しいねんど　1・2

寺西 恵里子∥作 K751.4

うちゅうへいこう!
若田 光一∥
著　企画

K538.9
林家木久扇のみんなが元気になる
学校寄席入門　1・2・3・4

林家 木久扇∥監修 K779.13

見学!日本の大企業東芝
こどもくらぶ
∥編さん

K540.67 スポーツ年鑑　2015 K780

しんかんせんいま・むかし
もちだ あきとし∥
ぶん　しゃしん

K546.5 低学年からのスポーツ・ルール　2・3
全日本子どもスポー
ツ連盟∥編著

K780.36

スマホ・パソコン・SNS 講談社∥編 K547.4833 すごテク!サッカー上達バイブル　1 藤江 直人∥著 K783.47

見学!日本の大企業花王
こどもくらぶ∥
編さん

K576.5
伝説のメジャーリーガー
デレク・ジーター

デレク
ジーター∥著

K783.7

見学!日本の大企業帝人
こどもくらぶ∥
編さん

K586.6 ダルビッシュ有 本郷 陽二∥編 K783.7

見学!日本の大企業明治
こどもくらぶ∥
編さん

K588.067 読めばわかる!ことわざ 田中 友樹∥監修 K814.4

かんたん!かわいい!ひとりでできる!
はじめてのあみぐるみ

寺西 恵里子∥著 K594.3
書きたいことが、いっぱい
みつかる作文教室

田近 洵一∥監修 K816

季節をたべる冬の保存食・行事食 濱田 美里∥著 K596 発見!古典はおもしろい　1・2・3 面谷 哲郎∥文 K913

はじめてでもかんたん!おべんとう
中津川
かおり∥著

K596.4

こどもパティシエマジカルレシピ
こどもパティシエ
制作委員会∥著

K596.65 ニャンニャンとらちゃん 新井 洋行∥作  絵 Eｱｶ

デコ★パンケーキ Junko∥作 K596.65 モグモグとらちゃん 新井 洋行∥作  絵 Eｱｶ

ミラクルかんたん!スイーツマジック　4・5 寺西 恵里子∥作 K596.65 きいろちゃんあかちゃんくろちゃん
かしわら
あきお∥作  絵

Eｱｶ

はじめてでもかんたん!スイーツ 中津川 かおり∥著 K596.65 ぴんくちゃんあおちゃんしろちゃん
かしわら
あきお∥作  絵

Eｱｶ

農家になろう　6・7・8・10 農文協∥編 K610.8 かくかくしかく
よねづ
ゆうすけ∥作

Eｱｶ

おいしい“つぶつぶ”穀物の知恵 盛口 満∥文　絵 K616.1 たんぽぽ 荒井 真紀∥文  絵 Eｵﾚﾝｼﾞ

育てて、発見!「ジャガイモ」 真木 文絵∥文 K616.8 カエサルくんと本のおはなし
いけがみ
しゅんいち∥文

Eｵﾚﾝｼﾞ

絵本
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おきたらごはん 岩合 光昭∥[作] Eｵﾚﾝｼﾞ わすれたって、いいんだよ 上條 さなえ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

てまえみそのうた 小倉 ヒラク∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ あずきとぎ 京極 夏彦∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ポットくんとイチゴぐみ 真木 文絵∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ ことりぞ 京極 夏彦∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ぼくにもできるよ！(てんかん啓発絵本) みやざき こゆる∥絵 Eｵﾚﾝｼﾞ とうふこぞう 京極 夏彦∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

100までかぞえるでんしゃの1・2・3 Eｵﾚﾝｼﾞ みらいへ 草場 一壽∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ハーメルンのふえふき グリム∥原作 Eｷｲﾛ あっ!みーつけたっ!! くすのき しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

たまごをうってこぶたをかって 八百板 洋子∥再話 Eｷｲﾛ いちねんせいになったから! くすのき しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

マララとイクバル
ジャネット
ウィンター∥さく Eﾊｲｲﾛ

センシュちゃんとウオットちゃん
おやつのくに

工藤 ノリコ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おおきな3びきゆうえんちへいく
クリス
ウォーメル∥作  絵 Eﾊｲｲﾛ てんつくサーカス こうだ てつひろ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

みてみてよーくみて ビル  コンチアス∥作 Eﾊｲｲﾛ ほこほこのがっこう
ザ  キャビン
カンパニー∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

りすのエドモン
アストリッド
デボルド∥さく Eﾊｲｲﾛ たかちゃんのはじめてのとこやさん さこ ももみ∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

たんじょうびおめでとう!
マーガレット  ワイズ
ブラウン∥さく Eﾊｲｲﾛ す～べりだい

鈴木 のりたけ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

サニーのえがおみぃ～つけた!
リー  ホジキンソン
∥作  絵 Eﾊｲｲﾛ たんぽぽねこ せな けいこ∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

たのしいお休み1001のさがしもの
ヘイゼル  マスケル
∥作 Eﾊｲｲﾛ きしゃしっぽ 田中 てるみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

フランシスさん、森をえがく
フレデリック
マンソ∥作 Eﾊｲｲﾛ つくる 谷川 俊太郎∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ジャガーとのやくそく
アラン
ラビノヴィッツ∥作 Eﾊｲｲﾛ おっちょこちょいのオットさん 土屋 富士夫∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

よるのきかんしゃ、ゆめのきしゃ
シェリー　ダスキー
リンカー∥文 Eﾊｲｲﾛ こんこんとやさしいやさい とみなが まい∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

まっていたてがみ
セルジオ
ルッツィア∥作 Eﾊｲｲﾛ まゆとかっぱ 富安 陽子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

きめてよ、おじいちゃん! ジャン  ルロワ∥文 Eﾊｲｲﾛ みんなおおきくなった 中川 ひろたか∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

アニメおさるのジョージ
シロップコンコン

マーガレット
レイ∥原作 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

がんばれ!ルルロロ
かわいいおうじさま

あいはら
ひろゆき∥文 Eﾐﾄﾞﾘ おばあちゃんがおばあちゃんになった日 長野 ヒデ子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

がんばれ!ルルロロ
パパだいすき

あいはら
ひろゆき∥文 Eﾐﾄﾞﾘ きぃちゃん ながやま ただし∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

なく、おこる 秋山 さと子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ スリスリとパッパ 二宮 由紀子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

おなかのなかにいたときはね 池川 明∥原案 Eﾐﾄﾞﾘ おむかえ ひがし ちから∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

だって…　学校の巻 石津 ちひろ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ もしもしトンネル
ひろかわ さえこ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

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 ブルくんかなちゃんありんこくん ふくざわ ゆみこ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

まちのひろばのどうぶつたち 井上 コトリ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ ハナコさんはどうだった? 古川 タク∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

あのこ 今江 祥智∥文 Eﾐﾄﾞﾘ 童のおつかい ほりかわ りまこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ
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さくらいろのりゅう 町田 尚子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

そつぎょう 松本 猛∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

こまったうしのガイコツまおう 松山 円香∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おさびし山のさくらの木 宮内 婦貴子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

蛙の消滅 宮澤 賢治∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

土神と狐 宮澤 賢治∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ヘンテコはみがきこ
みやにし たつや
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ももんがもんじろう 村上 康成∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

まんなかのはらのおべんとうや やすい すえこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ヤマネコ毛布 山福 朱実∥作  画 Eﾐﾄﾞﾘ

にじいろのみち 葉 祥明∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

りゆうがあります
ヨシタケ シンスケ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

さくらひらひらとんぴんぴん わたり むつこ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

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オレンジ・・知識えほん 

 Eハイイロ・・外国の絵本 

 Eミドリ・・・日本の絵本 

 Eムラサキ・・大人向けえほん 
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