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映画絶景旅!　アジア編 290.93

おしゃべりなコンピュータ
情報システム研究機構
国立情報学研究所∥監修 007.1 映画絶景旅!　ヨーロッパ編 290.93

世界が変わるプログラム入門 山本 貴光∥著 007.64 外国人が愛する美しすぎる日本
ステファン
シャウエッカー∥著 291.09

この本読んで！　２０１５年春号 015.8 るるぶ新潟佐渡　'16 291.41

ビブリオバトルハンドブック
ビブリオバトル
普及委員会∥編著 019.9 歩いて旅する東海道 291.5

本屋会議
本屋図鑑編集部
∥編 024.1 るるぶ安曇野松本白馬　'16 291.52

口笛を吹きながら本を売る 石橋 毅史∥著 024.1361 京都の歩き方 291.62

ギネス世界記録外伝　1
Guinness World
Records Ltd.∥編 031.5 熊野誌 第６０号

熊野地方史研究会・
新宮市立図書館∥編集 291.66

揺らぐ世界 立花 隆∥著 041 熊野誌 第６１号
熊野地方史研究会・
新宮市立図書館∥編集 291.66

よく晴れた日にイランへ 蔵前 仁一∥著 292.72

他人を支配する黒すぎる心理術 マルコ社∥編集 140.4 アムステルダム芸術の街を歩く カルロス矢吹∥文  写真293.59

熊野信仰の諸相 小内 潤治∥著 175.97 るるぶ南アフリカ　2015 294.8

善の根拠 南 直哉∥著 181.6

ミャンマーで尼になりました 天野 和公∥著 182.24 イスラムは本当に危ない世界なのか 宮田 律∥著 302.27

反知性主義 森本 あんり∥著 192.53 反国家のちから 鎌田 慧∥著 304

「正義」の噓 櫻井 よしこ∥著 304

もういちど読む山川世界現代史 木谷 勤∥著 209.7
アメリカと中国は偉そうに
噓をつく

高山 正之∥著 304

平安大事典 倉田 実∥編 210.36 NEXT WORLD
NHKスペシャル
「NEXT WORLD」
制作班∥編著

304

日本海軍と政治 手嶋 泰伸∥著 210.6 明治の青年とナショナリズム 中野目 徹∥著 311.21

アイヌ学入門 瀬川 拓郎∥著 211 安倍官邸の正体 田崎 史郎∥著 312.1

考え方ひとつで人生は変わる 稲盛 和夫∥著 289.1
日本に恐ろしい大きな戦争
(ラージ・ウォー)が迫り来る

副島 隆彦∥著 312.53

111歳、いつでも今から 後藤 はつの∥著 289.1
地図と写真で読む
「イスラム国」の全貌

黒井 文太郎∥監修 316.4

田中角栄100の言葉
別冊宝島編集部
∥編

289.1 地方公務員になるには 井上 繁∥編著 318.3

ビックリ飛行機でゆく世界紀行
チャーリィ古庄
∥著

290.9
自治体職員のための番号法解説
実務編 宇賀 克也∥著 318.5

50歳からのおしゃれ旅スタイル 中山 庸子∥著 290.9
自治体職員のための番号法解説
制度編 宇賀 克也∥著 318.5

海外赴任ガイド　2014年度版 JCM∥編集 290.93
中国、韓国は自滅し、
アジアの時代がやってくる! 宮崎 正弘∥著 319.1

青の楽園へ 三好 和義∥著 290.93 言いがかり110番 藤井 勲∥編著 320.4

社会科学

総記

哲学・宗教

歴史・地理
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弁護士に聞きたい!
離婚と子どもの問題Q&A

馬場　澤田
法律事務所∥編 324.62

わが子との言い争いは
もうやめよう!

マイケル
P.ニコルス∥著 379.9

やってはいけない「実家」の相続 天野 隆∥著 324.7 「ころんでも立ち上がれる子」はあなたが育てる水野 達朗∥著 379.9

さらば、裁判員制度 西野 喜一∥著 327.67 市めくり
タイムマシン
ラボ∥編著

384.37

希望の資本論 池上 彰∥著 331.6 日中韓マナー・慣習基本事典 佐藤 貢悦∥著 385.9

世界に冠たる中小企業 黒崎 誠∥著 335.35
昔話はなぜ、お爺さんとお婆さんが
主役なのか

大塚 ひかり∥著 388.1

絶対に残業しない人の
時短<しごと>のワザ

伊庭 正康∥著 336.2 昭和陸軍全史　2 川田 稔∥著 396.21

「タレント」の時代 酒井 崇男∥著 336.4

到着から帰国まで
2014年度版

JCM∥編集 336.4
ニュートンのりんご、
アインシュタインの神

アルベルト
A.マルティネス∥著 402

帳簿の世界史
ジェイコブ
ソール∥著 336.9 空想科学読本　16 柳田 理科雄∥著 404

金(ゴールド)はこれから2倍になる 林 則行∥著 337.31 ようこそ星めぐり 高橋 博子∥著 440.4

なぜ、この人と話をすると
楽になるのか 吉田 尚記∥著 361.45 nature科学未踏の知 竹内 薫∥監修 450.4

差別の現在 好井 裕明∥著 361.8
世界のどこでも生き残る
異常気象サバイバル術

トーマス　M.コスティ
ジェン∥編著 451

あと20年でなくなる50の仕事 水野 操∥著 366.29
街歩き・里歩きの名水・
湧水散歩

南 正時∥著 452.9

女流作家のモダン東京 生田 誠∥編著 367.21 nature科学系譜の知 竹内 薫∥監修 460.4

家族という病 下重 暁子∥著 367.3 細胞の不思議 永田 和宏∥著 463

男性漂流 奥田 祥子∥[著] 367.5 探鳥の山旅 大津 雅光∥著 488.21

ルポ中年童貞 中村 淳彦∥著 367.9 よくわかる最新抗菌薬の基本と仕組み 深井 良祐∥著 492.31

移動販売車がゆく 宮下 武久∥著 369.26 あなたの痛みはとれる
日本尊厳死協会
∥編著

492.37

いざという時の介護施設選びQ&A 三好 春樹∥著 369.26
寝たきり老人になりたくないなら
大腰筋を鍛えなさい

久野 譜也∥著 493.19

新・人は皆「自分だけは
死なない」と思っている

山村 武彦∥著 369.3 精神科の薬がわかる本 姫井 昭男∥著 493.72

終わりなき危機
ヘレン　カルディ
コット∥監修 369.36 なぜふつうに食べられないのか 磯野 真穂∥著 493.74

そして、生きる希望へ 阿蘭 ヒサコ∥著 369.41 惨事ストレス
『惨事ストレス』
編集委員会∥編著 493.74

教育委員会改革5つのポイント 村上 祐介∥編著 373.2 認知症の「真実」 東田 勉∥著 493.76

運営からトラブル解決まで
PTAお役立ちハンドブック 田所 永世∥著 374.6 感染症クライシス 493.8

子どもたちを再び戦場に送るな 村山 士郎∥著 375.3 新・予防接種へ行く前に
ワクチントーク
全国∥編 493.94

小中一貫教育の新たな展開 高橋 興∥著 376.2 最期まで、命かがやいて 石賀 丈士∥著 494.5

発達障害のある子とお母さん・
先生のための思いっきり支援ツール

武蔵  博文∥著 378 自分で治す!脊柱管狭窄症 竹谷内 康修∥著 494.66

特別支援教育をすすめる本　2 378 ナイチンゲールの末裔たち 荒木 映子∥著 498.14

試験に受かる「技術」 吉田 たかよし∥著 379.7 50歳からの驚異の熟眠法 藤本 憲幸∥著 498.36

自然科学
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家庭でできる食品添加物・
農薬を落とす方法

増尾 清∥著 498.54 土鍋だから、おいしい料理 福森 道歩∥著 596

喫茶の歴史 岩間 眞知子∥著 499.87 syunkonカフェごはん　5 山本 ゆり∥[著] 596

読売新聞家庭面の100年レシピ 読売新聞生活部∥編 596

日本のものづくり遺産
国立科学博物館
産業技術史資料
情報センター∥監修

502.1 たまごde100品
しらいし やすこ
∥監修 596.3

メガ! 成毛 眞∥著 502.1
手づくりベーコン・ハム・
ソーセージ

杉山 博茂∥著 596.33

nature科学深層の知 竹内 薫∥監修 504
はじめてでもおいしくできる
梅干し・梅レシピの基本

小川 睦子∥監修 596.37

土木遺産　4
建設コンサルタンツ
協会『Consultant』
編集部∥編

510.2 おべんとうの時間　3 阿部 了∥写真 596.4

高層建築物の世界史 大澤 昭彦∥著 520.2 四季の行事レシピ
まさとみ ようこ
∥監修 596.4

ビルメンテナンスが一番わかる 田中 毅弘∥監修 525.8 ガッツリ男子弁当 596.4

350万円で自分の家をつくる
畠山 サトル∥
イラスト　文

527 ジャースイーツ 隈部 美千代∥著 596.65

飛行機のしくみパーフェクト事典 鈴木 真二∥監修 538.6 森のおはぎとあんこのおやつ 森 百合子∥著 596.65

はやぶさ2の真実 松浦 晋也∥著 538.9 発酵×スイーツ 山田 実加∥著 596.65

パナソニック人事抗争史 岩瀬 達哉∥著 540.67
赤ちゃんもママもぐっすり眠れる
魔法の時間割

清水 瑠衣子∥著 599.4

切り捨てSONY 清武 英利∥著 540.67

福島第一原発事故7つの謎
NHKスペシャル
『メルトダウン』
取材班∥著

543.5 生きもの語り 宇根 豊∥著 613.6

ニッポン灯台紀行 岡 克己∥著 557.5
Cui Cuiの植物でたのしい
ハンドメイド

Cui Cui∥著 627.9

よくわかるお香と線香の教科書
愛知県線香
卸商組合∥編 576.6

『富岡日記』と世界遺産
富岡製糸場を歩く心の旅

[和田 英∥著] 639.07

50歳ファッション黄金セオリー 地曳 いく子∥著 589.2 ずっと大好きだよ。 三浦 健太∥著 645.6

日本の12か月を
食べる、遊ぶ、暮らす。

望月 聖子∥著 590.4 ねこバカいぬバカ 養老 孟司∥著 645.6

手ぬいでちょこっと洋服お直し
サイズアップ編

鵜飼 睦子∥監修 593.3 葬祭業界で働く 薄井 秀夫∥著 673.93

着物の楽しみが広がる
帯結びアレンジ帖

着物屋くるり∥著 593.8
安心老後をつくる
マンション投資の教科書

山越 尚昭∥著 673.99

ペットボトルキャップで作るこもの 594 日本航空一期生 中丸 美繪∥著 687.07

寝かせおかず 青木 敦子∥著 596
最新航空業界の動向と
カラクリがよ～くわかる本

吉田 力∥著 687.21

ひとりぶんのおうちご飯 足立 洋子∥著 596
キッザニア東京&甲子園ジョブ
体験パーフェクトガイド

キッザニア
探検倶楽部∥著 689.5

献立作りの「小さなくふう」 足立 洋子∥著 596 わたしはコンシェルジュ 阿部 佳∥[著] 689.8

子どもといっしょに
季節の食しごと&保存食 江口 恵子∥著 596

林修の今でしょ!講座
11人のスーパードクターから学んだ
「身近な病気のヒミツ」編

699.63

ココナッツオイル生活をはじめよう 荻野 みどり∥著 596

魚焼きグリルのかんたん絶品レシピ 川上 文代∥著 596 国境のない生き方 ヤマザキ マリ∥著 726.1

金沢・能登の食遺産 岸 朝子∥選 596 おとなの切り紙 今森 光彦∥著 754.9

技術・実用書

産業

芸術・スポーツ
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青柳いづみこのMERDE!日記
青柳 いづみこ
∥著

762.1 92歳まだまだやりたいことばかり 近藤 富枝∥著 914.6

7本指のピアニスト 西川 悟平∥著 762.1 一〇三歳になってわかったこと 篠田 桃紅∥著 914.6

ニッポンの音楽 佐々木 敦∥著 764.7 二度寝とは、遠くにありて想うもの 津村 記久子∥著 914.6

ジャズ喫茶が熱かった日々 birdtaki∥編著 764.7 ラストワルツ 村上 龍∥著 914.6

全国旧制高等学校寮歌名曲選 ことのは会∥編 767.6 貧乏の神様 柳 美里∥著 914.6

百田尚樹『殉愛』の真実 角岡 伸彦∥著 767.8 ほんとうの贅沢 吉沢 久子∥著 914.6

恋する能楽 小島 英明∥著 773 ぱっちり、朝ごはん
阿川 佐和子∥
[ほか]著

914.68

高峰秀子の引き出し 斎藤 明美∥著 778.21 見仏記　メディアミックス篇
いとう せいこう
∥著

915.6

世界名作劇場への旅
ちば かおり∥
写真　文 778.77 そうだ、高野山がある。 片山 恭一∥文 915.6

観るまえに読む大修館
スポーツルール　2015

大修館書店編集部
∥編集 780.36 アイスランド 椎名 誠∥著 915.6

魔法をかける 原 晋∥著 782.3 わが母最後のたたかい 相田 洋∥著 916

バスケットボール基本と戦術 近藤 義行∥監修 783.1 戦艦大和最後の乗組員の遺言 八杉 康夫∥著 916

バレーボール基本と戦術 井上 和昭∥監修 783.2

ソフトテニス基本と戦術 小野寺 剛∥監修 783.5 白球ガールズ 赤澤 竜也∥著 N913.6

テニス基本と戦術
土橋 登志久
∥監修

783.5 武道館 朝井 リョウ∥著 N913.6

頂点への道 錦織 圭∥著 783.5 天使はここに 朝比奈 あすか∥著N913.6

卓球基本と戦術 田崎 俊雄∥監修 783.6 穂高屛風岩殺人事件 梓 林太郎∥著 N913.6

プレシャスブルー NHK取材班∥著 785.28 維新の肖像 安部 龍太郎∥著 N913.6

怪獣文藝の逆襲 有栖川 有栖∥著 N913.6

会話力のある人は、うまくいく。 中谷 彰宏∥著 809.2 ひとりぼっちのあいつ 伊岡 瞬∥著 N913.6

なぜ犯人を「ホシ」と呼ぶのか? 雑学総研∥著 814.9 還暦シェアハウス 泉 麻人∥著 N913.6

思い出は満たされないまま 乾 緑郎∥著 N913.6

日本近代小説史 安藤 宏∥著 910.26 リストランテアモーレ 井上 荒野∥[著] N913.6

詩人の死 正津 勉∥著 911.52 断裂回廊 逢坂 剛∥著 N913.6

サリンジャーと過ごした日々
ジョアンナ
ラコフ∥著 930.28 サバイバル・ウェディング 大橋 弘祐∥著 N913.6

謎とき『ハックルベリー・
フィンの冒険』

竹内 康浩∥著 933.6 プランタンの優雅な退屈 大森 葉音∥著 N913.6

少年と老婆 岡田 伸一∥著 N913.6

仔猫の肉球 雨宮 処凛∥著 914.6 ガルム・ウォーズ 押井 守∥著 N913.6

少年時代 安野 光雅∥著 914.6 黒野葉月は鳥籠で眠らない 織守 きょうや∥著 N913.6

小説（日本）

文学

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ

言語
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点をつなぐ 加藤 千恵∥[著] N913.6 人類最強の初恋 西尾 維新∥著 N913.6

天使たちの課外活動 5 茅田 砂胡∥著 N913.6 掟上今日子の推薦文 西尾 維新∥著 N913.6

狐さんの恋活 北 夏輝∥著 N913.6 「ななつ星」極秘作戦 西村 京太郎∥著 N913.6

太宰治の辞書 北村 薫∥著 N913.6
十津川警部日本縦断
長篇ベスト選集　45

西村 京太郎∥著 N913.6

未来恐慌 機本 伸司∥著 N913.6 ゴーストライター 橋部 敦子∥脚本 N913.6

鬼談 京極 夏彦∥著 N913.6 山月庵茶会記 葉室 麟∥著 N913.6

母になる、石の礫で 倉田 タカシ∥著 N913.6 閉店屋五郎 原 宏一∥著 N913.6

イロニーの魔術師 黒川 裕子∥著 N913.6 星砂物語
ロジャー
パルバース∥著

N913.6

岩窟姫 近藤 史恵∥著 N913.6 フィッターXの異常な愛情 蛭田 亜紗子∥著 N913.6

ごんたくれ 西條 奈加∥著 N913.6 ひとかどの父へ 深沢 潮∥著 N913.6

虹猫喫茶店 坂井 希久子∥著 N913.6 ゼロデイ 福田 和代∥著 N913.6

まれ　上 篠崎 絵里子∥作 N913.6 アンダーグラウンド・マーケット 藤井 太洋∥著 N913.6

札幌アンダーソング　2 小路 幸也∥著 N913.6 殺人犯といっしょ 古川 春秋∥著 N913.6

旅者の歌　2 小路 幸也∥著 N913.6 手のひらの幻獣 三崎 亜記∥著 N913.6

黄昏旅団 真藤 順丈∥著 N913.6 夢をかなえるゾウ　2 水野 敬也∥[著] N913.6

虹 周防 柳∥著 N913.6 殿さま狸 簑輪 諒∥著 N913.6

革命前夜 須賀 しのぶ∥著 N913.6 過ぎ去りし王国の城 宮部 みゆき∥著 N913.6

樹海 鈴木 光司∥著 N913.6 田園発港行き自転車　上・下 宮本 輝∥著 N913.6

セラピューティック・ラブ 清 心海∥著 N913.6 首なし男と踊る生首 門前 典之∥著 N913.6

人間のしわざ 青来 有一∥著 N913.6 誓約 薬丸 岳∥著 N913.6

ブックのいた街 関口 尚∥著 N913.6
出張料理・おりおり堂
卯月～長月

安田 依央∥著 N913.6

翼の帰る処　5上 妹尾 ゆふ子∥著 N913.6 ボーイミーツガールの極端なもの
山崎 ナオコーラ
∥著

N913.6

動物記 高橋 源一郎∥著 N913.6 ナイルパーチの女子会 柚木 麻子∥著 N913.6

捕獲屋カメレオンの事件簿 滝田 務雄∥著 N913.6 空色バウムクーヘン 吉野 万理子∥著 N913.6

四月は少しつめたくて 谷川 直子∥著 N913.6 偽詩人の世にも奇妙な栄光 四元 康祐∥著 N913.6

美女と男子 田渕 久美子∥著 N913.6

ドラゴン・オプション 中原 清一郎∥著 N913.6 奇皇后　上・下
チャン ヨンチョル
∥著

F929.13

ドS刑事(デカ)　4 七尾 与史∥著 N913.6
ミスター・ホームズ
名探偵最後の事件

ミッチ  カリン∥著 F933.7

家康の遺言 仁志 耕一郎∥著 N913.6
パールストリートの
クレイジー女たち

トレヴェニアン∥著 F933.7

小説（外国）
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テメレア戦記　6
ナオミ
ノヴィク∥著 F933.7 東日本大震災 概要版

宮城県総務部
危機対策課∥編集 M369

いつかぼくが帰る場所
ピーター
ヘラー∥著 F933.7 東日本大震災

宮城県総務部
危機対策課∥編集 M369

プラダを着た悪魔リベンジ!
上・下

ローレン
ワイズバーガー∥著 F933.7

大川小学校避難訓練
さえしていたら…

金沢 啓修∥著 M369.31

ノヴェル・イレブン、
ブック・エイティーン

ダーグ
ソールスター∥著

F949.63 生活を伝える被災地方言会話集２
東北大学方言
研究センター M818

無意味の祝祭
ミラン
クンデラ∥著 F953.7 ナガサレール イエタテール

ニコ
ニコルソン∥著 M916

エディに別れを告げて
エドゥアール
ルイ∥著 F953.7

イザベルに
アントニオ
タブッキ∥著 F973 広報なとり　平成２６年総集編

名取市総務部
総務課∥編 G318.2

地価公示　平成２７年
〔土地鑑定
委員会∥編〕 G334.6

シャーロック・ホームズの冒険
上・下

アーサー  コナン
ドイル∥著

BF933.6
学校基本調査･学校保健統計調査
結果報告書　平成２６年度

宮城県震災復興・
企画部統計課∥編

G370.59

探偵は壊れた街で サラ  グラン∥著 BF933.7 宮城県の生涯学習　平成２７年度 G379.1

クロニクル　1
リチャード
ハウス∥著

BF933.7

スナイパーの誇り　上・下
スティーヴン
ハンター∥著

BF933.7 地方自治小六法　平成27年版
地方自治制度
研究会∥監修 R318.1

薔薇のウェディング
スーザン
ブロックマン∥著

BF933.7 スーパー・アンカー和英辞典
山岸 勝榮∥
編集主幹 R833.2

心惑わせる影
ノーラ
ロバーツ∥著

BF933.7 ジーニアス英和辞典
小西 友七∥
編集主幹 R833.3

死を歌う孤島
アンナ
ヤンソン∥著

BF949.83スーパー・アンカー英和辞典
山岸 勝榮∥
編集主幹 R833.3

日本文学100年の名作　第8巻 池内 紀∥編 BN913.6 風と共に去りぬ　1・2
マーガレット
ミッチェル∥著

RF933.7

暗殺　交代寄合伊那衆異聞21 佐伯 泰英∥[著] BN913.6

開港　交代寄合伊那衆異聞20 佐伯 泰英∥[著] BN913.6

血脈　交代寄合伊那衆異聞22 佐伯 泰英∥[著] BN913.6

光圀 佐伯 泰英∥著 BN913.6

インサイド・フェイス 佐藤 青南∥著 BN913.6

幻双城事件 椙本 孝思∥[著] BN913.6

雪とけ柳 中島 要∥著 BN913.6

小説家森奈津子の華麗なる事件簿 西澤 保彦∥著 BN913.6

新・平家物語　16 吉川 英治∥著 BN913.6

ショートショートの花束　7 阿刀田 高∥編 BN913.68

るるぶ仙台松島宮城　'16 M291.23

The Great East Japan Earthquake
Digest Version

Crisis Measures Division,
General Affairs Department
Miyagi Prefectural Government

M369

郷土資料

参考資料（貸出はできません。館内でご覧ください。）

文庫

行政資料
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杉文 越水 利江子∥作 K289.1

ゆうれい作家はおおいそがし　4
ケイト  クライス
∥文 KF お仕事ナビ　4・5

お仕事ナビ編集室
∥[編]

K366.29

ホビット
J.R.R.トールキン
∥原作 KF

3.11復興の取り組みから学ぶ
未来を生き抜くチカラ　1・2・3

赤坂 憲雄∥監修 K369.31

ディキシーと世界一の赤い車
シャーリー
ヒューズ∥文 KF なぜなにはかせの理科クイズ　6多田 歩実∥著 K404

魔法ねこベルベット　6
タビサ  ブラック
∥作 KF ジュニア空想科学読本　4 柳田 理科雄∥著 K404

ドコカ行き難民ボート。
シモン
ストランゲル∥著

KF949.63
ちょこっとできるびっくりあそび
2・3 立花 愛子∥著 K407

地球から子どもたちが消える。
シモン
ストランゲル∥著

KF949.63げっしょく 中西 昭雄∥写真 K446.7

向かい風に髪なびかせて 河合 二湖∥著 KN
世界の絶滅動物いなくなった
生き物たち　1・2・3

エレーヌ
ラッジカク∥作 K482

思春期 小手鞠 るい∥著 KN 医者になりたい 島田 和子∥作 K490.21

赤いペン 澤井 美穂∥作 KN
気をつけよう!子どもの肥満・
ダイエット　1・2・3

佐藤 美由紀∥著 K493.931

華麗なる探偵アリス&ペンギン　3 南房 秀久∥著 KN 栄養素のはたらき　1・2・3 石井 幸江∥監修 K498.55

戦争と平和のものがたり
1・2・3・4・5

西本 鶏介∥編 KN ご当地電力はじめました! 高橋 真樹∥著 K501.6

ショコラとコロン
おかしの家のパンケーキ

ふくざわ ゆみこ∥作  絵KN 子どもに伝えたい和の技術　2・3
和の技術を知る会
∥著 K502.1

黒魔女さんが通る!!　part19 石崎 洋司∥作 KN913.6 ナイキ
アダム
サザーランド∥原著

K589.75

謎解きサーガ　1・2 糸井 賢一∥作 KN913.6 びっくりグルメ超百科
びっくりグルメ
研究会∥編 K596

よい子への道　2 おかべ りか∥作 KN913.6 本当に怖いスマホの話 遠藤 美季∥監修 K694.6

ダンシング☆ハイ　2 工藤 純子∥作 KN913.6 写真で学ぶ世界遺産　1・2・3 平川 陽一∥編著 K709

キャンディハンター
マルカとクーピー

さかい さちえ∥著 KN913.6
はじめてでもかんたん!
楽しいねんど　3・4

寺西 恵里子∥作 K751.4

ちびまる子ちゃん劇場　1
さくら ももこ
∥原作

KN913.6 本物そっくり!昆虫の立体切り紙 今森 光彦∥著 K754.9

なこの夏 ささき けいこ∥文 KN913.6
低学年からの
スポーツ・ルール　4

全日本子ども
スポーツ連盟∥編著

K780.36

パティシエ☆すばる
チーズケーキのめいろ

つくも ようこ∥作 KN913.6
すごテク!サッカー
上達バイブル　3

藤江 直人∥著 K783.47

予知夢がくる!　5 東 多江子∥作 KN913.6
チャレンジ!キッズスピーチ
1・2・3

フリー　ザ　チルドレン
ジャパン∥編 K809.4

IQ探偵ムー
勇者伝説～冒険のはじまり 深沢 美潮∥作 KN913.6 伝えるための教科書 川井 龍介∥著 K816

チョコちゃん 椰月 美智子∥さく KN913.6

テディベア探偵　3 山本 悦子∥作 KN913.6 うんちでるかな? 新井 洋行∥作 Eｱｶ

なぎさくん、男子になる 令丈 ヒロ子∥作 KN913.6 おやすみ～
いしづ
ちひろ∥さく Eｱｶ

とんだとんだ
いまもり みつひこ
∥きりえ  ぶん Eｱｶ

世界の神々&伝説の神獣事典
ながた みかこ
∥著

K164 いろ
いもと ようこ
∥作絵 Eｱｶ

シリーズ戦争 語りつごう
ヒロシマ・ナガサキ　1・2・3

安斎 育郎
∥文 監修

K210.75 ももも
川之上 英子
∥さく  え Eｱｶ

児童書（そのほか）

児童書（ものがたり）

絵本
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だいすきほっとけーき かんの ゆきこ∥作 Eｱｶ
めがねがなくても
ちゃんとみえてるもん!

エリック
 バークレー∥作 Eﾊｲｲﾛ

あさですよ 木坂 涼∥文 Eｱｶ 町にながれるガブリエラのうた
キャンデス
フレミング∥さく Eﾊｲｲﾛ

おいしいね
さかざき
ちはる∥著 Eｱｶ 庭をつくろう!

ゲルダ
ミューラー∥作 Eﾊｲｲﾛ

だいじ
さかざき
ちはる∥著 Eｱｶ こいぬがいっぱいわんわんわん!

スーザン
メイヤーズ∥ぶん Eﾊｲｲﾛ

すっくのこんなときって
なんていう?

たかてら
かよ∥ぶん Eｱｶ

こねこがいっぱい
にゃんにゃんにゃん!

スーザン
メイヤーズ∥ぶん Eﾊｲｲﾛ

ペロチュパチュー
たむら
しげる∥さく Eｱｶ ルーイの旅立ち大空へ

トビィ
モリソン∥作 Eﾊｲｲﾛ

ぱっくんぱっくん 長 新太∥作  絵 Eｱｶ だいじなおとしもの
サリナ
ユーン∥さく Eﾊｲｲﾛ

ひよよのおでかけ ひよよ∥さく  え Eｱｶ
おひめさまは
ねむりたくないけれど

メアリー
ルージュ∥さく Eﾊｲｲﾛ

ひよよのおひるね ひよよ∥さく  え Eｱｶ ニニ、まいごになる
アニタ
ローベル∥さく Eﾊｲｲﾛ

ひよよのおやつ ひよよ∥さく  え Eｱｶ
ちびっこゴリラ、
ほんとうにほんとう?

ナディーヌ
ロベール∥文 Eﾊｲｲﾛ

まんまあーん
藤野 良孝∥
オノマトペ指導 Eｱｶ はるって、どんなもの? あさの ますみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

あか き あお みどり
ディック
ブルーナ∥ぶん え Eｱｶ おべんとうだれとたべる? あずみ虫∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

どうぶつ
ディック
ブルーナ∥ぶん え Eｱｶ わたしのかさはそらのいろ

あまん
きみこ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

はる なつ あき ふゆ
ディック
ブルーナ∥ぶん え Eｱｶ おばけとホットケーキ 新井 洋行∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

あかいのあつまれ 穂高 順也∥さく Eｱｶ ふりかえりおじさん 安西 水丸∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

さむがりループとながぐつ まえだ まい∥さく Eｱｶ ねむたいピクルスくん
五十嵐 昭子
∥絵と文 Eﾐﾄﾞﾘ

いろいろやさい とこやさん 山岡 ひかる∥作 Eｱｶ ばけねこぞろぞろ 石黒 亜矢子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ありがとまと わたなべ あや∥絵 Eｱｶ パパのしごとはわるものです 板橋 雅弘∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

かたづけやさーい わたなべ あや∥絵 Eｱｶ こぐまのミモのジャムやさん
いちかわ なつこ
∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ハートのはっぱかたばみ
多田 多恵子
∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ はなびらがとんできた

いのうえ たかお
∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

パンダちゃん
福田 幸広∥
しゃしん Eｵﾚﾝｼﾞ だれかさん 今森 光彦∥切り絵 Eﾐﾄﾞﾘ

おなかのこびと
よしむら あきこ
∥作  絵  デザイン Eｵﾚﾝｼﾞ けんかともだち 丘 修三∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

いばらひめ グリム∥[原作] Eｷｲﾛ あるひはるがきていました 小渕 もも∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

おどる12人のおひめさま グリム∥[原作] Eｷｲﾛ ぐんぐんすすめ!
かしわら あきお
∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

白い池黒い池
リタ  ジャハーン=
フォルーズ∥再話 Eｷｲﾛ うしのもーさん 風木 一人∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ひつじのショーン
パーティーをしよう

アードマン
アニメーションズ∥原作 Eﾊｲｲﾛ 豆わたし 上嶋 常夫∥原案 Eﾐﾄﾞﾘ

きみがすき スティーブン  マイケル
キング∥作  絵 Eﾊｲｲﾛ のっていこう 木内 達朗∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

あおいちびトラ
アリス
シャートル∥文 Eﾊｲｲﾛ ねこのそら きくち ちき∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おしえて、レンブラントさん
ヤン  パウル
スクッテン∥文 Eﾊｲｲﾛ おにぎりぎゅっぎゅっ

きむら ゆういち
∥作 Eﾐﾄﾞﾘ
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ぼくのジィちゃん
くすのき しげのり
∥作 Eﾐﾄﾞﾘ わたしのうさぎハッピー

みずしま さくらこ
∥原案 Eﾐﾄﾞﾘ

まんてんべんとう
くすのき しげのり
∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ちっちゃなトラック
レッドくんとイエローくん

みやにし たつや
∥作絵 Eﾐﾄﾞﾘ

モモンガくんとおともだち
くすのき しげのり
∥作 Eﾐﾄﾞﾘ まねしんぼう

みやにし たつや
∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

WASIMO　2 宮藤 官九郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ やさしさとおもいやり 宮西 達也∥作絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ジャングルの王さま 工藤 ノリコ∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ おむかえまだかな
もとした
いづみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ツバメのおんがえし 久留島 武彦∥作 Eﾐﾄﾞﾘ にしきのなかの馬
やえがし
なおこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

サカサムシちゅういほう こすぎ さなえ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

つもりやもり
こばやし
てるひろ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

KIRIMIちゃん.
ささむら
もえる∥文 絵 Eﾐﾄﾞﾘ

パンのようちえんえんそくにいく
さとう めぐみ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

くまおさんのカレーライス
白土 あつこ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ぶららんこ
鈴木 のりたけ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

うさぎちゃん
せな けいこ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

はなす 竹内 敏晴∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

トペラトト 田島 征三∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

アップリケのことり 殿内 真帆∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

里の春、山の春 新美 南吉∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

アントンせんせいおでかけです 西村 敏雄∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おてんきなあに
はた こうしろう
∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

ねっけつ!怪談部 林家 彦いち∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

森の本やさん 肥田 美代子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

しろがくろのパンダです。 平田 昌広∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ころげ月 福 明子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

もりのホテル
ふくざわ ゆみこ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ふたごのゴリラ
ふしはら のじこ
∥文  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

テコちゃんとネコネコ 古内 ヨシ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おばあさんのひっこし
エドナ  ベッカー
∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

いいなぁ
ほかま ひろき
∥ぶん  え Eﾐﾄﾞﾘ

おべんとうをたべたかった
おひさまのはなし

本田 いづみ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

絵本はラベルの色で分類しています。

　　　　     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

　　　　     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
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