
購入図書案内　7月号

神社のおしえ 神田明神∥編著 170

AIの衝撃 小林 雅一∥著 007.13

ドラグネット監視網社会
ジュリア
アングウィン∥著

007.3
岩波講座日本歴史　1・2・3・4・6・7・8・
9・10・11・12・13・15・16・17・20

大津 透∥編集委員 210.08

ＬＲＧ ライブラリー・リソース・ガイド
第１０号／２０１５年冬号

010.1 古墳の地図帳 210.32

1からわかる図書館の障害者サービス 佐藤 聖一∥著 015.17 武士はなぜ腹を切るのか 山本 博文∥著 210.5

まちライブラリーのつくりかた 礒井 純充∥著 016.29 交隣提醒 雨森 芳洲∥[著] 210.55

考える読書　第60回
全国学校図書館
協議会∥編 019.25 もう一つの「幕末史」 半藤 一利∥著 210.58

目録学発微 余 嘉錫∥著 020.22 幕末から維新へ 藤田 覚∥著 210.58

本で床は抜けるのか 西牟田 靖∥著 024.9 満洲難民 井上 卓弥∥著 210.75

生き抜く力を身につける 大澤 真幸∥著 041 日米開戦の正体 孫崎 享∥著 210.75

読売新聞140年史
読売新聞グループ
本社∥編集 070.67 歴史の視力 松本 正∥著 210.75

アイヌ民族抵抗史 新谷 行∥著 211

思考力を鍛える50の哲学問題 小川 仁志∥著 104 地図で読み解く江戸・東京
江戸風土研究会
∥編　著 213.61

論語集注　1・2・3・4 朱 熹∥[著] 123.83 都市 吉田 伸之∥著 213.61

新民説 梁 啓超∥[著] 125.6 フォト・ストーリー沖縄の70年 石川 文洋∥著 219.9

哲学用語図鑑 田中 正人∥著 130 近代日本の「南進」と沖縄 後藤 乾一∥著 219.9

中庸の神学 ガザーリー∥[著] 132.28 朝鮮開化派選集 金 玉均∥[著] 221.05

キルケゴール 藤野 寛∥著 139.3 台湾 日本統治時代の50年 片倉 佳史∥著 222.41

マンガでやさしくわかるアドラー心理学　2 岩井 俊憲∥著 140 失われた夜の歴史
ロジャー
イーカーチ∥著

230.5

やる気のコツ 植西 聰∥著 140 クリミア戦争　上・下
オーランドー
ファイジズ∥著

238.05

面白くてよくわかる!アドラー心理学 星 一郎∥監修 140 気になる人 渡辺 京二∥著 281.94

思考力の方法　「聴く力」篇 外山 滋比古∥著 141.5 図説吉田松陰 木村 幸比古∥著 289.1

振り回されない生き方 香山 リカ∥著 146.8 日本とアメリカ ハーフ・アンド・ハーフ スピアーズ洋子∥著 289.1

愛、心のふるさと 塩川 香世∥著 147 仲が良かったのは、難病のおかげ 春山 由子∥著 289.1

パッとしない私が、「これじゃ終われない」
と思ったときのこと 上田 紀行∥著 159 笑顔という、たったひとつのルール

山野 愛子
ジェーン∥著 289.1

持たない幸福論 pha∥著 159 アウンサンスーチーのビルマ 根本 敬∥著 289.2

私はなぜイスラーム教徒になったのか 中田 考∥著 167 アウシュヴィッツを志願した男 小林 公二∥著 289.3
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オフ・ザ・マップ
アラステア
ボネット∥著

290.4
運営からトラブル解決まで自治会・
町内会お役立ちハンドブック

水津 陽子∥著 318.8

世にもふしぎな極上ワンダーランド 渋川 育由∥編 290.87 インド第三の大国へ 堀本 武功∥著 319.25

死ぬまでに行きたい!世界の絶景
ホテル編

詩歩∥著 290.93 シリーズ日本の安全保障　4
遠藤 誠治∥
編集代表

319.8

47都道府県・地名由来百科 谷川 彰英∥著 291.02 No Nukes
『No Nukesヒロシマ ナガサ
キ
フクシマ』編集部∥編集

319.8

日本百名山ひと筆書き 田中 陽希∥著 291.09 明史選挙志　1 井上 進∥訳注 322.22

新訳日本奥地紀行
イザベラ
バード∥[著]

291.09 マヌ法典 渡瀬 信之∥訳注 322.25

にっぽん観光列車の旅 291.09 ライブ講義徹底分析!集団的自衛権 水島 朝穂∥著 323.14

絶景と美味とパワースポット 291.09 家裁調査官が見た現代の非行と家族 廣井 亮一∥編 327.12

家族でおでかけ東北　'15-'16 291.2 検察・国税担当 村串 栄一∥著 327.13

るるぶ和歌山白浜高野山
熊野古道　'16

291.66 図解ピケティの「21世紀の資本」　2 永濱 利廣∥監修 331.82

あたらしい離島旅行
セソコ マサユキ∥
[著]

291.9 本社はわかってくれない 下川 裕治∥編 335.5

るるぶ沖縄　'15 291.99 NPOの教科書 乙武 洋匡∥著 335.89

亜細亜ノ夜景 丸々 もとお∥著 292.09 稼ぐ会社の「課長心得12カ条」 森田 直行∥著 336.3

旅人思考でイスラムと世界を知る本 中山 茂大∥著 292.7 図解はじめての株 辻 庸介∥監修 338.16

大人のためのスコットランド旅案内 江藤 秀一∥編著 293.32 日本の納税者 三木 義一∥著 345

パリから一泊!フランスの美しい村 粟野 真理子∥著 293.5
データブックオブ・ザ・ワールド
Vol.27(2015)

350.9

イタリアのしっぽ 内田 洋子∥著 293.7 競争考 岩崎 夏海∥著 361.4

友だちリクエストの返事が来ない午後 小田嶋 隆∥著 361.4

ミクロネシアを知るための60章 印東 道子∥編著 302.74
大人のための会話
(コミュニケーション)の全技術

齋藤 孝∥著 361.45

紋切型社会 武田 砂鉄∥著 304 世論調査とは何だろうか 岩本 裕∥著 361.47

多数決を疑う 坂井 豊貴∥著 311.7 おひとりさまの終の住みか 中澤 まゆみ∥著 365.3

徹底討論日本の政治を変える 宮本 太郎∥著 312.1 マンションの理事になったらこの1冊
マンションの管理と自治
を研究する会∥著 365.36

中南海 稲垣 清∥著 312.22 世界はフムフムで満ちている 金井 真紀∥文と絵 366.29

ニッポンの個人情報 鈴木 正朝∥著 316.1 働きたいママの就活マニュアル 毛利 優子∥著 366.38

「イスラム国」謎の組織構造に迫る
サミュエル
ローラン∥著

316.4 夫をなくしてからのひとりの生き方 主婦の友社∥編 367.4

ヘイトスピーチ 安田 浩一∥著 316.81 だれも  知らない
宮崎日日新聞社「だれも
知らない」取材班∥著 367.6

我、かく闘えり 久保 信保∥著 317.79
私はこうしてストーカーに
殺されずにすんだ

遙 洋子∥著 368.6

地方公務員人事評価制度の手引
地方公務員人事評価
制度研究会∥編 318.37

かんたん、楽しい!高齢者の
手工芸レクリエーション12か月

高齢者アクティビティ
開発センター∥監修 369.26

「地方創生」で地方消滅は阻止できるか 高寄 昇三∥著 318.6 障害者総合支援法がよ～くわかる本
福祉行政法令
研究会∥著 369.27

社会科学
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えほん障害者権利条約 ふじい かつのり∥作 369.27 ツバメの謎 北村 亘∥著 488.99

<持ち場>の希望学 東大社研∥編 369.31 クスリに殺されない47の心得 近藤 誠∥著 490.4

東日本大震災以後の海辺を歩く 原田 勇男∥著 369.31 人間ドックの9割は間違い 牧田 善二∥著 492.1

東日本大震災と被災・
避難の生活記録

吉原 直樹∥編著 369.31
ズボラでも中性脂肪とコレステロールが
みるみる下がる47の方法 岡部 正∥著 493.2

にっぽんフクシマ原発劇場 八木澤 高明∥著 369.36 「開け!肩甲骨」で肩こりは治る 主婦の友社∥編 493.6

遺骨 栗原 俊雄∥著 369.37 帰還兵はなぜ自殺するのか
デイヴィッド
フィンケル∥著

493.74

原爆供養塔 堀川 惠子∥著 369.37
認知症がぐんぐん改善する!
8つの法則

森 惟明∥総合監修 493.76

日本の大課題子どもの貧困 池上 彰∥編 369.4 近代医学の先駆者 山内 一也∥著 493.82

ひとり親の子育て 諸富 祥彦∥著 369.41
エボラ出血熱と
エマージングウイルス

山内 一也∥著 493.87

ルポ保育崩壊 小林 美希∥著 369.42 ダウン症の歴史
デイヴィッド
ライト∥著

493.94

手づくりおもちゃを100倍楽しむ本 木村 研∥編著 376.16 子宮頸がんワクチン事件 斎藤 貴男∥著 495.43

子どもはみんな問題児。 中川 李枝子∥著 379.9 不妊治療の真実 黒田 優佳子∥著 495.48

普及啓発講演会報告集
平成２６年度

382.11 出生前診断 西山 深雪∥著 495.6

47都道府県・肉食文化百科 成瀬 宇平∥著 383.81 介護をはじめるときに読む本 浅井 真嗣∥著 498

ゼロからわかる墓じまい 吉川 美津子∥著 385.6 沈みゆく大国アメリカ 堤 未果∥著 498.03

三重スパイ 小倉 孝保∥著 391.6 ラストプレゼント 小野 宏志∥著 498.04

メモリアル病院の5日間 シェリ　フィンク∥著 498.16

変わらないために変わり続ける 福岡 伸一∥著 404 病気が長引く人、回復がはやい人 江田 証∥著 498.3

サイエンス・ブック・トラベル 山本 貴光∥編 404 笑医力 高柳 和江∥著 498.3

人物で語る数学入門 高瀬 正仁∥著 410.2 酢たまねぎ健康法 井上 正子∥監修 498.58

統計学の図鑑 涌井 良幸∥著 417 老けない人は何を食べているのか 森 由香子∥著 498.58

原子・原子核・原子力 山本 義隆∥著 429
図解やさしくわかる
うつ病からの職場復帰

山本 晴義∥監修 498.8

地球科学の開拓者たち 諏訪 兼位∥著 450.21 検証3・11災害医療 小針 かなえ∥著 498.89

知識ゼロからの異常気象入門 斉田 季実治∥著 451 新薬の罠 鳥集 徹∥著 499.09

12ケ月のお天気図鑑 武田 康男∥著 451
症状別&病気別でわかる
すぐに使える漢方薬入門

関水 康彰∥著 499.8

ゲノム科学への道 吉川 寛∥著 467.02

散歩でよく見る花図鑑 亀田 龍吉∥写真　文470 知的財産権のしくみ 渡辺 弘司∥監修 507.2

わたしの森林研究 直江 将司∥著 471.71 品質管理が一番わかる 宇喜多 義敬∥監修 509.66

ペンギンが教えてくれた
物理のはなし

渡辺 佑基∥著 481.7 昭和の刻印 窪田 陽一∥著 510.92

自然科学

技術・実用書
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鉄道技術の日本史 小島 英俊∥著 516.02
だまされたと思って試してほしい
料理の新常識 水島 弘史∥著 596

空港をゆく　2 517.9 きえもの日記 高山 なおみ∥著 596.04

MELON20周年記念誌
MELON20周年記念誌
作成委員会∥編 519 定年紳士たちの料理教室 江上 和子∥著 596.07

環境法入門 交告 尚史∥著 519.12 どんぶり+もう一品 足立 洋子∥著 596.3

レジリエンスと地域創生 林 良嗣∥編著 519.9 はじめてのライスミルク 大久保 朱夏∥著 596.3

丸々一冊はたらくクルマ
空港車両編

537.9 豆腐de100品 しらいし やすこ∥監修 596.3

翔べ、MRJ 杉本 要∥著 538.09
雑穀でつくるヘルシーサラダと
おいしいレシピ 鈴木 理恵子∥著 596.3

日本のものづくりはMRJでよみがえる! 杉山 勝彦∥著 538.68 ヘルシー!トスサラダ 井上 裕美子∥著 596.37

拳銃の科学 かの よしのり∥著 559.16 パセリ食堂 枝元 なほみ∥著 596.37

トコトンやさしいプラスチック材料の本 高野 菊雄∥著 578.4 お弁当が知ってる家族のおはなし 清原 亜希∥著 596.4

99%の人が知らない1%のおしゃれ術 岡部 久仁子∥著 589.2 わくわくポップオーバー 上田 まり子∥著 596.63

服を買うなら、捨てなさい 地曳 いく子∥著 589.2 コウケンテツのおやつめし コウ ケンテツ∥著 596.65

もたない、すてない、ためこまない。
身の丈生活

アズマ カナコ∥著 590 バムとケロのおいしい絵本
八木 佳奈∥料理
レシピ製作

596.65

四季折々家しごと 沖 幸子∥著 590 壁面ディスプレイスタイルBOOK 597

美しく軽やかに暮らしを
整える44の秘訣

辰巳 渚∥[著] 590 子どもと暮らすラクに片づく部屋づくり 宇高 有香∥著 597.5

はじめてでもできる
着物のお直しとお手入れ

きものすたいり
すとみえこ∥監修

593.1 おうちデトックス 大橋 わか∥著 597.5

まっすぐ縫うだけで、ほめられ服
新星出版社
編集部∥編

593.36 実家スッキリ化 堀川 波∥著 597.5

ハンドメイドレクで元気!手づくり雑貨 寺西 恵里子∥著 594
はじめてママ&パパの0～6才
病気とホームケア

渋谷 紀子∥監修 598.3

毎日使いたい刺しゅう小物 佐藤 ちひろ∥著 594.2 ぷりっつさんち　4 松本 ぷりっつ∥著 599.04

かんたん!ほめられる!大人が着けたい
ハンドメイドのブレスレット

新星出版社
編集部∥編

594.4 はじめてママ&パパの離乳食 上田 玲子∥監修 599.3

ハンドメイドのピアス&イヤリング
島谷 千穂∥
デザイン　製作

594.6 はじめてママ&パパの幼児食 牧野 直子∥監修 599.3

ロゼット WHYTROPHY∥著 594.6 トイレ上手な子どもになれる本 599.9

鎌倉スワニーのナチュラル
可愛いバッグ&ポーチ

鎌倉スワニー
∥監修

594.7

パリのカフェの最前列に
若い女性は座れない

山咲 千里∥著 595 地域に希望あり 大江 正章∥著 601.1

あやぶた食堂 杏耶∥著 596 沖縄物産志 河原田 盛美∥著 602.2

食卓の方程式 臼井 文∥著 596 モンサント
マリー=モニク
ロバン∥著

615.21

岸朝子の旬の食材で簡単料理
上・下

岸 朝子∥著 596 焼きいもが、好き!
日本いも類研究会
「焼きいも研究チーム」
∥企画編集

616.8

忙しい人のための“一品で”
栄養バランスが取れるレシピ

河埜 玲子∥著 596 ハーブの歴史
ゲイリー
アレン∥著

617.6

考えない台所 高木 ゑみ∥著 596
人もペットも気をつけたい
園芸有毒植物図鑑

土橋 豊∥著 623

産業
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うちの犬が教えてくれた大切なこと 大塚 敦子∥著 645.6
女の子のかわいいプラバンアクセサリー
&小物づくりレッスンBOOK

タニヤナギ ユウ
∥作品　イラスト

751.9

ふるさとのねこ 岩合 光昭∥著 645.7 切る貼るつくる箱の本 大西 景子∥著 754.9

カメ飼いのきほん
カメ飼い
編集部∥編

666.79 DecoNap & DecoPodge　2
くまがい
なおみ∥著

754.9

ヘビ飼いのきほん ヘビ飼い編集部∥編 666.79
ヨーロッパスタイルの
カラフルなバッグとバスケット

高宮 紀子∥著 754.9

東北ライン全線・全駅・全配線
第6巻

川島 令三∥編著 686.21 はじめてつくる暮らしのかご&こもの 松田 裕美∥著 754.9

「青春18きっぷ」ポスター紀行 込山 富秀∥著 686.21 デザインのめざめ 原 研哉∥著 757.04

ハイジャック犯は空の彼方に
何を夢見たのか

ブレンダン
I.コーナー∥著

687.7 命の響 舘野 泉∥著 762.1

るるぶスパリゾートハワイアンズ
2015

689 東洋音楽史 田辺 尚雄∥[著] 762.2

東京ディズニーリゾート便利帖 堀井 憲一郎∥著 689.5 必ず役立つ合唱の本　教会音楽編 松村 努∥監修 767.4

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
よくばり裏技ガイド　2015～16年版

USJ裏技調査隊
∥編

689.5 全身女優 小松 成美∥[著] 772.1

里山を創生する「デザイン的思考」 岩佐 十良∥著 689.8 みんなのパントマイム シスターひろみ∥著 775.8

コミュニティFMの可能性 北郷 裕美∥著 699 やり残したこと 北野 武∥著 778.21

ウサイン・ボルト自伝
ウサイン
ボルト∥著

782.3

表現者たちの「3・11」 山内 宏泰∥[ほか著]702.16 錦織圭さらなる高みへ 塚越 亘∥著 783.5

図説ベルギー 森 洋子∥編著 702.36 プロ野球「第二の人生」 赤坂 英一∥著 783.7

「複合的保存修復活動による地域文化遺産の保存と
地域文化力の向上システムの研究」研究成果報告書

東北芸術工科大学  文化財
保存修復研究センター∥
〔編〕

709.1 PL学園最強世代 伊藤 敬司∥著 783.7

文化遺産日常管理マニュアル
東北芸術工科大学  文化財
保存修復研究センター∥
〔編〕

709.1 プロ野球最強の助っ人論 中島 国章∥著 783.7

九相図をよむ 山本 聡美∥著 721.2 今さら聞けない!ゴルフの基本 伊藤 佳子∥講師 783.8

親孝行できるかな? たかぎ なおこ∥著 726.1 利休の茶会 筒井 紘一∥著 791.2

今夜、珈琲を淹れて漫画を読む
いしかわ
じゅん∥著

726.1 写真で楽しむ究極のまちがい探し
マシュー
ローウィング∥編

798

地球で生きている ヤマザキ マリ∥著 726.1

絵描き 西所 正道∥著 726.5 手紙にそえる季節の言葉365日 山下 景子∥著 816.6

ボールペンで描ける!ONE PIECE
かんたんイラストガイド

フジサワ ミカ∥
イラスト

726.51
古代エジプト文字
ヒエログリフ入門

ステファヌ
ロッシーニ∥著

894.21

あなたの物語 水野 敬也∥作 726.6

銅版画でつくる紙雑貨 左古 文男∥編著 735
もう一度読みたい教科書の
泣ける名作　再び

学研教育出版∥編 908.3

キャパへの追走 沢木 耕太郎∥著 740.25
国際子ども図書館児童文学連続講座
講義録　平成25年度

国立国会図書館
国際子ども図書館∥編
集

909.05

NHK中井精也のてつたび! 743.5
教科書では教えてくれない
日本文学のススメ

関根 尚∥著 910.26

むし子のほぼ100円手作りパラダイス みの むし子∥著 750 寺山修司のラブレター 寺山 修司∥著 910.27

はじめての粘土アート 牛嶋 君子∥著 751.4 修羅はよみがえった
宮沢賢治没後七十年「修羅はよ
みがえった」刊行編集委員会∥
編集

910.27

芸術・スポーツ

言語

文学
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谷崎潤一郎 910.268 ノロに見舞われて 宮路 重和∥著 916

万葉集 佐佐木 幸綱∥著 911.12

芸人と俳人 又吉 直樹∥著 911.31 座卓と草鞋と桜の枝と 会川 いち∥[著] N913.6

シルバー川柳　人生劇場編
みやぎシルバーネット
∥編 911.47 テノヒラ幕府株式会社 安藤 祐介∥著 N913.6

詩に就いて 谷川 俊太郎∥著 911.56 ミツハの一族 乾 ルカ∥著 N913.6

謹訳平家物語　1 林 望∥[訳]著 913.43 煉獄ふたり 岩城 裕明∥著 N913.6

世説新語　1・2・3・4 劉 義慶∥撰 923.4 志士の峠 植松 三十里∥著 N913.6

バーブル・ナーマ　1・2・3 バーブル∥[著] 929.57 福家警部補の追及 大倉 崇裕∥著 N913.6

新訳ラーマーヤナ　6・7 ヴァールミーキ∥[編著] 929.88 花燃ゆ　　1・2 大島 里美∥作 N913.6

ファンタジーを書く
ダイアナ　ウィン
ジョーンズ∥著 930.28 猫は抱くもの 大山 淳子∥著 N913.6

星の王子さまの美しい物語
アルバン
スリジエ∥編 953.7 透明人間は204号室の夢を見る 奥田 亜希子∥著 N913.6

HHhH ローラン　ビネ∥著 953.7 雪に眠る魔女 風森 章羽∥著 N913.6

ピンクとグレー 加藤 シゲアキ∥著 N913.6

東京を生きる 雨宮 まみ∥著 914.6 持たざる者 金原 ひとみ∥著 N913.6

いしいしんじの音ぐらし いしい しんじ∥著 914.6 たとえ、世界に背いても 神谷 一心∥著 N913.6

余命 五木 寛之∥著 914.6 恋する音川家 木下 半太∥著 N913.6

今夜は何を飲もうか オキ シロー∥著 914.6 さよなら、ニルヴァーナ 窪 美澄∥著 N913.6

木皿食堂　2 木皿 泉∥著 914.6 夜より黒きもの 高城 高∥著 N913.6

二人の親を見送って 岸本 葉子∥著 914.6 わたしの神様 小島 慶子∥著 N913.6

トットひとり 黒柳 徹子∥著 914.6 浜中刑事の妄想と檄運 小島 正樹∥著 N913.6

女優で観るか、監督を追うか 小林 信彦∥著 914.6 火星の話 小嶋 陽太郎∥著 N913.6

中年だって生きている 酒井 順子∥著 914.6 五十坂家の百年 斉木 香津∥著 N913.6

ひりつく色 挾土 秀平∥著 914.6 偽装 笹本 稜平∥著 N913.6

旅といっしょに生きてきた 橋田 壽賀子∥著 914.6 若冲 澤田 瞳子∥著 N913.6

道しるべをさがして 福原 義春∥著 914.6 ヒア・カムズ・ザ・サン 小路 幸也∥著 N913.6

口から入って尻から出るならば、
口から出る言葉は 前田 司郎∥著 914.6 明日の色 新野 剛志∥著 N913.6

おじいさんになったね 南 伸坊∥著 914.6 図書館の魔女 烏の伝言(つてこと) 高田 大介∥著 N913.6

よれよれ肉体百科 群 ようこ∥著 914.6 ジェノサイド 高野 和明∥著 N913.6

戦場観光 藤本 敏文∥著 916
悲しみの底で猫が教えてくれた
大切なこと

瀧森 古都∥著 N913.6

小説(日本）

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ
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歪んだ蝸牛 田中 経一∥著 N913.6

夏の雷音 堂場 瞬一∥著 N913.6 ある国にて
ローレンス  ヴァン
デル  ポスト∥[著] F933.7

あなたが消えた夜に 中村 文則∥著 N913.6 犬はまだ吠えている
パトリック
クェンティン∥著 F933.7

サラバ!　上・下 西 加奈子∥著 N913.6 アリスのままで リサ  ジェノヴァ∥著 F933.7

十津川警部捜査行　19 西村 京太郎∥著 N913.6 幸せのグラス バーバラ  ピム∥[著] F933.7

浜名湖 愛と歴史 西村 京太郎∥著 N913.6 誰でもない彼の秘密
マイケラ
マッコール∥著 F933.7

アンタッチャブル 馳 星周∥著 N913.6 紙の動物園 ケン  リュウ∥著 F933.7

鳥辺野心中 花房 観音∥著 N913.6 風の丘
カルミネ
アバーテ∥著 F973

いまのはなんだ?地獄かな 花村 萬月∥著 N913.6

禁忌 浜田 文人∥著 N913.6 魔法使いの王国 レイ  カーソン∥著 BF933.7

ラプラスの魔女 東野 圭吾∥著 N913.6
ソフロニア嬢、仮面舞踏会を
密偵(スパイ)する

ゲイル
キャリガー∥著

BF933.7

流 東山 彰良∥著 N913.6 クロニクル　2
リチャード
ハウス∥著

BF933.7

天下　上・下 火坂 雅志∥著 N913.6 家政婦は名探偵
エミリー
ブライトウェル∥著

BF933.7

深海大戦　2 藤崎 慎吾∥著 N913.6 風と共に去りぬ　第3巻
マーガレット
 ミッチェル∥著

BF933.7

茅原家の兄妹 藤谷 治∥著 N913.6 さよなら、シリアルキラー バリー  ライガ∥著 BF933.7

身元不明(ジェーン・ドゥ) 古野 まほろ∥著 N913.6 ノヴァーリスの引用/滝 奥泉 光∥著 BN913.6

LIFE 本城 雅人∥著 N913.6 鬼溜まりの闇 芝村 凉也∥[著] BN913.6

怪盗の伴走者 三木 笙子∥著 N913.6 梟の裂く闇 鈴木 英治∥[著] BN913.6

冷たい手 水生 大海∥著 N913.6 女性作家が選ぶ太宰治 太宰 治∥[著] BN913.6

リバース 湊 かなえ∥著 N913.6 男性作家が選ぶ太宰治 太宰 治∥[著] BN913.6

劉邦　上 宮城谷 昌光∥著 N913.6 異人館画廊 谷 瑞恵∥著 BN913.6

少年兵はなぜ故郷に火を放ったのか 宮本 雅史∥著 N913.6 八万石の危機 鳥羽 亮∥著 BN913.6

四季彩のサロメまたは背徳の省察 森 晶麿∥著 N913.6 最後の晩ごはん　3 椹野 道流∥[著] BN913.6

マインド・クァンチャ 森 博嗣∥著 N913.6 あの女 真梨 幸子∥[著] BN913.6

戦国スナイパー　5 柳内 たくみ∥著 N913.6 気分上々 森 絵都∥[著] BN913.6

闘鬼斎藤一 吉川 永青∥著 N913.6 イリスの炎 宵野 ゆめ∥著 BN913.6

レインコートを着た犬 吉田 篤弘∥著 N913.6 新・平家物語　17 吉川 英治∥著 BN913.6

森は知っている 吉田 修一∥著 N913.6 日本文学100年の名作　　第9巻 池内 紀∥編 BN913.68

祟り婿 輪渡 颯介∥著 N913.6

文庫

小説（外国）
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岩沼市史　5
岩沼市史
編纂委員会∥編集

M210 みやぎの先人集 未来への架け橋
〔朗読〕さとう 宗幸、杜 けあき、
山寺 宏一、茅根 利安、荒井 真
澄

V280

東北歴史博物館  研究紀要　16
東北歴史博物館
∥編

M210 震災を語り継ぐ人々 V369

加美地区草地畜産基盤整備事業関連
遺跡発掘調査報告書

加美町教育委員会 M210.025 名取ざっと昔 方言むかしばなし(二) A

東山官衙遺跡ほか 加美町教育委員会 M210.025

駒込遺跡
小牛田町
教育委員会∥編集

M210.025

入大遺跡 宮城県教育委員会 M210.025

平成２５年度東日本大震災復興事業関
連
遺跡調査報告Ⅱ

宮城県教育委員会 M210.025

楽しく、主体的に学ぶ防災 M369.3

「千年希望の丘」のものがたり 井口 経明∥著 M369.31

東日本大震災  石巻専修大学
報告書　第４号 石巻専修大学 M369.31

知られざる英雄たち
宮城県建設業協会
∥企画・制作

M369.31

東日本大震災全記録 M369.31

名取ざっと昔（二） 方言を語り残そう会 M388

仙台市科学館研究報告 仙台市科学館 M406

生きている
河北新報社
編集局∥編

M493.73

東北楽天ゴールデンイーグルス
あるある+ 原田 たかし∥著 M783.7

とんてんかん　創刊号 清岳 こう∥編 M911.568

ひぐらし 鈴木 欽次郎∥著 M914.6

第二次女川子ども読書活動推進計画
女川町教育委員会
生涯学習課∥編 G019.2

２０１５  みやぎのすがた 宮城県 G351

漁業センサス結果報告書　第１３次 宮城県企画部∥編 G660.59

子どもの本
日外アソシエーツ
株式会社∥編集

R910.31

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。）

ＣＤ・ＤＶＤ

行政資料
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天使が味方についている 小林 深雪∥作 KN913.6

仮面の街
ウィリアム
 アレグザンダー∥著

KF933.7 妖精のロールパン 斉藤 栄美∥作 KN913.6

マジック少年マイク ケイト  イーガン∥作 KF933.7 ひつじのブルル さいとう のりこ∥作 KN913.6

動物探偵ミア
ダイアナ
キンプトン∥作

KF933.7 ちびまる子ちゃん劇場　2・3 さくら ももこ∥原作 KN913.6

ぼろイスのボス
ダイアナ  ウィン
 ジョーンズ∥作

KF933.7 放課後ファンタスマ! 桜木 日向∥作 KN913.6

タイムライダーズ　2－1・2－2
アレックス
スカロウ∥作

KF933.7 楽園のつくりかた 笹生 陽子∥作 KN913.6

ぼくはこうして生き残った!　6
ローレン
ターシス∥著

KF933.7 シンドローム 佐藤 哲也∥著 KN913.6

魔女のふしぎな道具 ルース  チュウ∥作 KF933.7 空母せたたま小学校、発進! 芝田 勝茂∥作 KN913.6

トルネード!
ベッツィ
バイアーズ∥作

KF933.7 れっつ!ダンス!! 次良丸 忍∥作 KN913.6

グリーン・ノウの煙突
ルーシー
M.ボストン∥作

KF933.7 ふりかえれば名探偵 杉山 亮∥作 KN913.6

グリーン・ノウの石
ルーシー
M.ボストン∥作

KF933.7 すみっコぐらしストーリーズ せき ちさと∥著 KN913.6

グリーン・ノウの川
ルーシー
M.ボストン∥作

KF933.7 珍種ハンターウネリン先生 田丸 雅智∥作 KN913.6

グリーン・ノウの魔女
ルーシー
M.ボストン∥作

KF933.7 星空ぎゅいーん 長崎 夏海∥作 KN913.6

くろねこのロク空をとぶ
インガ  ムーア
∥作  絵

KF933.7 おひさまへんにブルー 花形 みつる∥著 KN913.6

ガフールの勇者たち　特別編
キャスリン
ラスキー∥著

KF933.7 復活!!虹北学園文芸部
はやみね
かおる∥作

KN913.6

勇者ライと3つの扉　3 エミリー  ロッダ∥著 KF933.7
こちら、ハンターカンパニー
希少生物問題課! 廣嶋 玲子∥作 KN913.6

動物病院のマリー　5
タチアナ
ゲスラー∥著

KF943.7 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　4 廣嶋 玲子∥作 KN913.6

ピッチの王様　1 ティロ∥文 KF943.7 あま～いおかしにご妖怪? 廣田 衣世∥作 KN913.6

シンデレラ
エリザベス
 ルドニック∥作

KF953.5 まぼろし写真館 福 明子∥作 KN913.6

鹿の王　上・下 上橋 菜穂子∥著 KN 美乃里の夏 藤巻 吏絵∥作 KN913.6

炎路を行く者 上橋 菜穂子∥作 KN913.6 星形クッキーは知っている
藤本 ひとみ
∥原作

KN913.6

つばさ
大島 理惠
∥作 絵

KN913.6 魔法のレシピでスイーツ・フェアリー 堀 直子∥作 KN913.6

おばけやさん　5 おかべ りか∥作 KN913.6 ユニコーンの乙女　2 牧野 礼∥作 KN913.6

氷の上のプリンセス　5 風野 潮∥作 KN913.6 ねこの風つくり工場
みずの よしえ
∥作

KN913.6

風のヒルクライム 加部 鈴子∥作 KN913.6 ペットたんていにおまかせ!　1 光丘 真理∥作 KN913.6

とりはだはどうやったらつくれる? 川北 亮司∥作 KN913.6 トリプル・ゼロの算数事件簿 向井 湘吾∥作 KN913.6

怪盗王子チューリッパ! 如月 かずさ∥作 KN913.6 うらない★うららちゃん　2 もとした いづみ∥作KN913.6

ドジ魔女ヒアリ　3 倉橋 燿子∥作 KN913.6 ケロニャンヌ 安田 夏菜∥作 KN913.6

おうだんほどうの
ムッシュトマーレ

香坂 直∥作 KN913.6 いのちのパレード 八束 澄子∥著 KN913.6

児童書（ものがたり）
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山田県立山田小学校　5 山田 マチ∥作 KN913.6 ヒマワリ 赤木 かん子∥作 K479.995

怪談オウマガドキ学園　11・12 常光 徹∥責任編集 KN913.68 身近な危険生物対応マニュアル 今泉 忠明∥監修　著K481.9

これはなんのようちゅうかな? K486.8

明日をつくる十歳のきみへ 日野原 重明∥著 K159.5 マグロの大研究 河野 博∥監修 K487.763

絵本で学ぶイスラームの暮らし 松原 直美∥文 K167 ぼくはフクロウを飼っている 下田 智美∥作 K488.75

神社・お寺のふしぎ100 田中 ひろみ∥文 K175 企業内職人図鑑　4・5・6 こどもくらぶ∥編 K502.1

ヒロシマ8月6日、少年の見た空 井上 こみち∥文 K210.75 こうじょうたんけん　たべもの編 藤原 徹司∥著 K509

おじいちゃんが孫に語る戦争 田原 総一朗∥作 K210.75 大研究!化粧品のちから 香山 梨緒∥漫画 K576.7

平和を考える戦争遺産図鑑
安島 太佳由∥
写真 著

K210.75 おてつだいの絵本 辰巳 渚∥作 K590

なめこと日本全国めぐり Beeworks∥監修 K291 いつものおやつ★デコ Junko∥作 K596.65

最新★修学旅行の本　2・3・4・5 国土社編集部∥編 K291.093
すがたをかえるたべものしゃしんえほん
1・6・7・9・10

宮崎 祥子∥構成　文 K619

調べる学習子ども年鑑
朝日小学生新聞∥
監修

K304 漁業国日本を知ろう 資料編 吉田 忠正∥文 K662.1

社会のしくみ図鑑 奥澤 朋美∥文 K307 漁業国日本を知ろう 関東の漁業 吉田 忠正∥文　写真 K662.13

あそびのおうさまずかん　くさばな K031 漁業国日本を知ろう 中部の漁業 渡辺 一夫∥文　写真 K662.15

命を救われた捨て犬夢之丞 今西 乃子∥著 K369.3 漁業国日本を知ろう 近畿の漁業 渡辺 一夫∥文　写真 K662.16

調べ学習ナビ　理科編 山本 紫苑∥著 K375 漁業国日本を知ろう 中国の漁業 吉田 忠正∥文　写真 K662.17

和の食文化　1・2・3・4 江原 絢子∥監修 K383.81 漁業国日本を知ろう 四国の漁業 渡辺 一夫∥文　写真 K662.18

よくわかる自衛隊 志方 俊之∥監修 K392.1076漁業国日本を知ろう 九州・沖縄の漁業 吉田 忠正∥文　写真 K662.19

絵でよくわかる科学のなぜ　2年生 美馬 のゆり∥監修 K404 江戸のお店屋さん　その２ 藤川 智子∥作 K672.1

絵でよくわかる科学のなぜ　3年生 美馬 のゆり∥監修 K404 黒部の谷のトロッコ電車 横溝 英一∥文　絵 K686.2142

摩擦のしわざ 田中 幸∥著 K423.5 大研究!航空会社の仕事 加藤 広史∥漫画 K687

星の王子さまとめぐる星ぼしの旅 縣 秀彦∥さく K440 コンピュータのひみつ ひろ ゆうこ∥漫画 K7.6

宇宙の謎大百科 レッカ社∥編著 K440
ふしぎ?なるほど!
西洋美術たんけん　第2巻

池上 英洋∥監修 K702.3

ガリレオ工房の水のひみつ 土井 美香子∥文 K452.9 パパママおしえてアートミステリー13話
アンジェラ
ヴェンツェル∥著

K704

日本列島、水をとったら?　1・2 K454.91
みんなでつくろう!季節と行事で
壁をかざる立体工作　1・2・3月

早未 恵理∥著 K750

フクイリュウ たかし よいち∥文 K457.87
みんなでつくろう!季節と行事で
壁をかざる立体工作　10・11・12月

早未 恵理∥著 K750

木の実は旅する 渡辺 一夫∥文 K471.1 しかけがいっぱい!紙でつくる楽しいお家
ムラバヤシ
ケンジ∥著

K754.9

アサガオ 赤木 かん子∥作 K479.951 はなといきもの
なかやま
れいこ∥さく

K757.3

タンポポ 赤木 かん子∥作 K479.995
なわとび「スゴ技」コレクション
1・2・3

K781.95

児童書（そのた）

10 ページ



やろうよミニバスケットボール 西山 充∥著 K783.1 おねがいパンダさん
スティーブ
アントニー∥さく

Eﾊｲｲﾛ

うまくなるミニバスケットボール
松野 千歌
∥まんが

K783.1
映画きかんしゃトーマス勇者と
ソドー島の怪物(モンスター)

ウィルバート
オードリー∥原作

Eﾊｲｲﾛ

やろうよバレーボール 熊田 康則∥著 K783.2 ローズとライオン
デイビッド  T.グリーン
バーグ∥作 Eﾊｲｲﾛ

やろうよサッカー 西川 陽介∥著 K783.47 みずたまのたび アンヌ  クロザ∥さく Eﾊｲｲﾛ

やろうよテニス 竹内 映二∥著 K783.5 セイウチくんをさがせ!!
スティーヴン
 サヴェッジ∥さく

Eﾊｲｲﾛ

やろうよソフトテニス 宮下 徹∥著 K783.5 ともだちになろう
ミース  ファン
ハウト∥さく

Eﾊｲｲﾛ

やろうよ卓球 近藤 欽司∥共著 K783.6 サンパギータのくびかざり 松居 友∥文 Eﾊｲｲﾛ

やろうよソフトボール 齊藤 優季∥著 K783.78 まいごになったねこのタビー
C.ロジャー
メイダー∥作  絵

Eﾊｲｲﾛ

おどる詩あそぶ詩きこえる詩 はせ みつこ∥編 K911.568 はなくそ アラン  メッツ∥さく Eﾊｲｲﾛ

ひとりではじめたアフリカボランティア 栗山 さやか∥著 K916
アニメおさるのジョージ
ハチさんのおうち

マーガレット
レイ∥原作

Eﾊｲｲﾛ

立原えりかのグリム童話 グリム∥[著] K943.6 ちっちゃなサリーはみていたよ
ジャスティン
ロバーツ∥ぶん

Eﾊｲｲﾛ

おでかけすいぞくかん 阿部 浩志∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

ぼくたちねこなのゆかいな8ぴき どい かや∥作 Eｱｵ はらぺことらたとふしぎなクレヨン あまん きみこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

あれなあに? いいじま あり∥作画 Eｱｶ こんなこいるかな　1・2・3・4・5・6 有賀 忍∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

コモちゃんのかくれんぼ 五十嵐 美和子∥著 Eｱｶ いきるってどういうこと?
いいだ ふみひこ
∥ものがたり

Eﾐﾄﾞﾘ

ハンバーガーバス 石崎 なおこ∥作  絵 Eｱｶ おかめ列車 いぬんこ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

いいこねんね 内田 麟太郎∥ぶん Eｱｶ ともだちってだれのこと? 岩瀬 成子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

なにができるでしょーか? 大森 裕子∥さく Eｱｶ ゆきおばあちゃん
おおたけ けいこ
∥文

Eﾐﾄﾞﾘ

ゆっくとすっくBaby あむあむ
たかてら かよ
∥ぶん

Eｱｶ かえるのがっしょう 岡本 敏明∥訳詩 Eﾐﾄﾞﾘ

ゆっくとすっくBaby ころん!
たかてら かよ
∥ぶん

Eｱｶ たんぽぽはたんぽぽ おくはら ゆめ∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

おべんとうはママのおてがみ 田島 かおり∥作 Eｱｶ まほうのかさ 小沢 正∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

これはまる 中川 ひろたか∥ぶん Eｱｶ あーといってよあー 小野寺 悦子∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

おちゃわんかぞく 林 木林∥文 Eｱｶ モケケパニック かなだ たえ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

むしむしとことこどこいくの? 林 よしえ∥作 Eｱｶ はこぶ 鎌田 歩∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

かくれんぼのぷ
まつ あきのり
∥作  絵

Eｱｶ おまめ 鎌田 暢子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

おおかみと7ひきのこやぎ グリム∥[原作] Eｷｲﾛ しましましまうま
かわむら おさむ
∥さく

Eﾐﾄﾞﾘ

しんぞうとひげ
しまおか ゆみこ
∥再話

Eｷｲﾛ はさみのチョキさん 苅田 澄子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

カワと7にんのむすこたち
アマンジ
シャクリー∥文

Eｷｲﾛ 森の戦士ボノロン　12
きたはら せいぼう
∥ぶん

Eﾐﾄﾞﾘ

三つのまほうのおくりもの
ジェイムズ
リオーダン∥文

Eｷｲﾛ あさくさのちょうちん 木村 昭平∥絵と文 Eﾐﾄﾞﾘ

絵本
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うれしいやくそく
くすのき
しげのり∥作

Eﾐﾄﾞﾘ えいっ 三木 卓∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

さんかんびにおめでとう!
くすのき
しげのり∥作

Eﾐﾄﾞﾘ はいくないきもの 皆川 明∥絵 Eﾐﾄﾞﾘ

センシュちゃんとウオットちゃん
ながいたび

工藤 ノリコ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ よるのかえりみち みやこし あきこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

もういいよったらもういいよ 香山 美子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ 宮沢賢治やまなし 宮沢 賢治∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

じゃがいもレストランへいらっしゃい 小原 麻由美∥文 Eﾐﾄﾞﾘ あめぽっつん 杜 今日子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ヒトニツイテ 五味 太郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ おはなしのは 森本 千絵∥文と絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ハテナはかせの
へんてこいきものずかん

ザ  キャビン
カンパニー∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ ひろいかわのきしべ 八木 倫明∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

いしゃがよい さくら せかい∥さく Eﾐﾄﾞﾘ アブナイおふろやさん 山本 孝∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ま、いっか! サトシン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ 鬼のおっぺけぽー 夢枕 獏∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おまかせ!ヨーチェンジャー
スギヤマ
カナヨ∥作

Eﾐﾄﾞﾘ ぼくだってウルトラマン よしなが こうたく∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

どんぶらこ。 瀧下 和之∥著 Eﾐﾄﾞﾘ 山賊の娘ローニャ　下
アストリッド
リンドグレーン∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ

やぎのしずかのしんみりしたいちにち 田島 征三∥作 Eﾐﾄﾞﾘ
パンパカパンツ
おばけパンツはこわいパンツ? Eﾐﾄﾞﾘ

そよそよとかぜがふいている 長 新太∥さく Eﾐﾄﾞﾘ ポワン
かなざわ
まゆこ∥作

Eﾑﾗｻｷ

ちっちゃなねずみくん なかえ よしを∥作 Eﾐﾄﾞﾘ リンドバーグ
トーベン
クールマン∥作

Eﾑﾗｻｷ

ショコラちゃんのレストラン 中川 ひろたか∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ アッチコッチソッチの歌 スズキ コージ∥著 Eﾑﾗｻｷ

ショコラちゃんはおはなやさん 中川 ひろたか∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ 蘇ったゴッホ
D.Cアダムス
∥文  本文挿絵

Eﾑﾗｻｷ

もういいかい 中野 真典∥作 Eﾐﾄﾞﾘ 世界でいちばんすばらしいもの
ヴィヴィアン
フレンチ∥文

Eﾑﾗｻｷ

そらまめくんのあたらしいベッド なかや みわ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

まてまてタクシー 西村 敏雄∥さく Eﾐﾄﾞﾘ 布絵本  すうじのうた T1

ニンニンジャーかぞく のぶみ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ 布絵本  ちえあそび T1

にちようびの森 はた こうしろう∥さく Eﾐﾄﾞﾘ 布絵本  ドレミのうた T1

くんくんくんこれはどなたのわすれもの?
はやし
ますみ∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

りんこちゃんのへんしん
はやま
めぐみ∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

ふたりのねこ ヒグチ ユウコ∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

ごはん 平野 恵理子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

リオン 減災絵本
防災士会みやぎ絵本
製作委員会∥企画 Eﾐﾄﾞﾘ

ぼくのたいせつなひ ママダ ミネコ∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

エスカレーターいかがですかレーター 丸山 誠司∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

小さなもみの木の物語 三浦 晃子∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

布絵本

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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