
購入図書案内　8月号

ノンフィクション作家だってお化けは怖い 工藤 美代子∥著 147

鈴木さんにも分かるネットの未来 川上 量生∥著 007.3 自由という牢獄 大澤 真幸∥著 151.2

ソーシャルメディアの罠 宮田 穣∥著 007.3 尾木ママの7つの人生力 尾木 直樹∥著 159

仕事に効く!デジタル整理術 007.6 きょうも誰かが悩んでる 読売新聞生活部∥著 159

仕事を速くするExcel VBA入門
日経ソフトウエア
∥編集 007.64 先延ばしをやめる本 和田 秀樹∥著 159.4

図書館概論 塩見 昇∥編著 010 人生の名言・歴史の金言 廣池 幹堂∥著 159.8

図書館は市民と本・情報をむすぶ 池谷 のぞみ∥編著 010.4
ハリウッド・スターはなぜ
この宗教にはまるのか

ジョン　スウィーニー
∥著 169.53

図書館の法令と政策 後藤 敏行∥著 011.2 賀茂御祖神社 賀茂御祖神社∥編 175.96

場所としての図書館・空間としての図書館 根本 彰∥著 012 『法華経』日本語訳 ひろ さちや∥著 183.3

マイクロ・ライブラリー まちライブラリー∥編 016.29 まんだら絵解き図鑑 大角 修∥文 186.81

学校司書・司書教諭・図書館担当者
のための学校図書館スタートガイド

学校図書館スタートガ
イド編集委員会∥編著 017

授業につなげる学校図書館の
展示・掲示&指導案12カ月 渡辺 暢恵∥著 017.2 もういちど読む山川世界史用語事典

「世界史用語事典」
編集委員会∥編 203.3

読んだら忘れない読書術 樺沢 紫苑∥著 019.12
日本史を学ぶための古文書・
古記録訓読法 苅米 一志∥著 210.03

頭は「本の読み方」で磨かれる 茂木 健一郎∥著 019.12 古田武彦・古代史コレクション　23 古田 武彦∥著 210.3

これならできる!楽しい読書活動 吉田 和夫∥編 019.2 豊臣大坂城 笠谷 和比古∥著 210.48

読書世論調査　2015年版 019.3 日本人と台湾 歴史REAL編集部∥編 222.4

THE BOOKS green ミシマ社∥編 019.9 街角の遺物・遺構から見たパリ歴史図鑑 ドミニク　レスブロ∥著 235.3

世界の美しい本屋さん 清水 玲奈∥[著] 024
一流の女(ひと)が私だけに
教えてくれたこと 森 綾∥著 281.04

ほんほん本の旅あるき 南陀楼綾繁∥著 024.1 自分でつくれる200年家系図 橋本 雅幸∥著 288.2

本屋になりたい 宇田 智子∥著 024.8 天皇家と生物学 毛利 秀雄∥著 288.4

自由にものが言える時代、言えない時代 爆笑問題∥著 049 70年目の恋文 大櫛 ツチヱ∥著 289.1

ニュースの大問題! 池上 彰∥著 070.21 生きて帰ってきた男 小熊 英二∥著 289.1

徳川家康 小和田 哲男∥監修 289.1

カウンセリングを受けたいと思ったらQ&A 上地 安昭∥著 146.8 佐治敬三と開高健 最強のふたり 北 康利∥著 289.1

九十九怪談　第8夜 木原 浩勝∥著 147 プラハの憂鬱 佐藤 優∥著 289.1

　哲 学 ・ 宗 教

　歴 史 ・ 地 理
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下中彌三郎 中島 岳志∥著 289.1 series田園回帰 1 318.6

昭和残影 目黒 考二∥著 289.1 対米依存の起源 松田 武∥著 319.53

マリー・アントワネット
エレーヌ
ドラレクス∥著 289.3 耳鼻削ぎの日本史 清水 克行∥著 322.1

チャーチル 林 幹人∥著 289.3 それでもボクは会議で闘う 周防 正行∥著 327.6

医師と行く諦めていた夢が叶う旅 坂本 泰樹∥著 290.9 ナチスと精神分析官
ジャック
エル=ハイ∥著 329.67

封印された日本の地下世界 鹿取 茂雄∥著 291.09
世界を動かすエリートはなぜ、
この「フレームワーク」を使うのか? 原田 武夫∥著 336.2

仙台・松島 宮城　'16 291.23 新米上司の言葉かけ 梶原 しげる∥著 336.3

るるぶ富士山富士五湖御殿場富士宮　'16 291.51
スライドを極めればプレゼンは
100%成功する! 河合 浩之∥著 336.49

るるぶ伊豆箱根　'16 291.54
なぜ名刺交換をしても
仕事につながらないのか? 笹原 隆生∥著 336.49

和歌山 白浜・熊野古道・高野山 291.66 女性のためのもっと上手な話し方 日野 佳恵子∥[著] 336.49

るるぶ山陰　'16 291.71 ファイナンシャル・リテラシー 阿部 圭司∥著 338

るるぶ四国　'16 291.8
株は2万2000円まで上昇し、
その後大暴落する!? 浅井 隆∥著 338.16

るるぶ福岡　'16 291.91 ドル消滅
ジェームズ
リカーズ∥著 338.97

るるぶ長崎　'16 291.93
いよいよ政府があなたの財産を
奪いにやってくる!? 浅井 隆∥著 342.1

スイスアルプス旅事典 小川 清美∥ほか著 293.45 国勢調査 日本社会の百年 佐藤 正広∥著 358.1

カナダdeワーキングホリデー
西川桂子とワーホリ
仲間たち∥著&写真 295.1 クール・ジャパン!? 鴻上 尚史∥著 361.5

日本海ものがたり 中野 美代子∥著 299.23
これで解決。働くママが必ず悩む
36のこと 毛利 優子∥著 366.38

ブルーウォーター・ストーリー 片岡 佳哉∥著 299.8 派遣新時代 出井 智将∥著 366.8

中高年ブラック派遣 中沢 彰吾∥著 366.8

カザフスタンを知るための60章 宇山 智彦∥編著 302.3 トットちゃんとトットちゃんたち 黒柳 徹子∥著 367.6

タンザニアを知るための60章 栗田 和明∥編著 302.46 ちょっと早めの老い支度 岸本 葉子∥著 367.7

ぼくらの民主主義なんだぜ 高橋 源一郎∥著 304 ちょっと早めの老い支度　[正] 岸本 葉子∥著 367.7

ポスト資本主義 広井 良典∥著 304 よくわかる自殺対策 本橋 豊∥編著 368.3

マイナンバー制度
番号管理から住民を守る 白石 孝∥著 317.6

防災・減災につなげる
ハザードマップの活かし方 鈴木 康弘∥編 369.3

東京革命 石原 慎太郎∥著 318.24 証言記録東日本大震災　3
NHK東日本大震災
プロジェクト∥著 369.31

議会人が知っておきたい危機管理術 大塚 康男∥著 318.4 震災学　vol.5(2014)・vol.6(2015) 369.31

自治体の議会事務局職員になったら
読む本 香川 純一∥著 318.4 息子の将来、だいじょうぶ? 細川 貂々∥著 370.4

　社 会 科 学
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奨学金借りる?借りない?見極めガイド 久米 忠史∥著 373.4 世界の美しいサメ図鑑 仲谷 一宏∥監修 487.54

子どもをあずかる人のための
救命マニュアル

日本小児蘇生
研究機構∥監修 376.14 日本のカエル 奥山 風太郎∥解説 487.85

ネイチャーエデュケーション 長谷部 雅一∥著 376.15 ウルフ・ウォーズ
ハンク
フィッシャー∥著 489.56

おりがみで作る
かわいい室内飾り12か月

いまい みさ∥著 376.16 ベンツ 緑 慎也∥著 489.95

学校珍百景 塩崎 義明∥編著 376.2 在宅ホスピスノート 徳永 進∥著 490.14

病弱・虚弱児の医療・療育・教育 宮本 信也∥編集 378.4
幸せな死のために一刻も早く
あなたにお伝えしたいこと

中山 祐次郎∥著 490.14

教科別ニガテ解消の合格術
NHK『テストの花道』
制作チーム∥編 379.7 欧米に寝たきり老人はいない 宮本 顕二∥著 490.15

トーテムポールの世界 細井 忠俊∥著 382.52 記憶をあやつる 井ノ口 馨∥著 491.37

日本服飾史　女性編 井筒 雅風∥著 383.1 リベンジ薬理学 中原 保裕∥著 491.5

日本服飾史　男性編 井筒 雅風∥著 383.1 検査でわかること 492.1

食べる世界地図 ミーナ　ホランド∥著 383.8 日本は世界一の「医療被曝」大国 近藤 誠∥著 492.4

英国一家、フランスを食べる マイケル　ブース∥著 383.84 ゆるめてリセットロルフィング教室 安田 登∥著 492.79

赤ちゃん・子どものお祝いごとがわかる本 三浦 康子∥監修 385.2 高血圧 河野 雄平∥総監修 493.25

山怪 田中 康弘∥著 388.1
図解痛風・高尿酸血症を治す!
最新治療と正しい知識

谷口 敦夫∥監修 493.6

バリデーションへの誘い 都村 尚子∥著 493.76

文明探偵の冒険 神里 達博∥著 404 女性のアスペルガー症候群 宮尾 益知∥監修 493.76

アインシュタイン相対論の100年 421.2 身長を伸ばす7つの法則 黒川 伊保子∥著 493.91

火星
ジャイルズ
スパロウ∥著 445.3

子どもの身長がぐんぐん伸びる
おいしいレシピ150

中野 康伸∥監修 493.98

図説日本の湖 森 和紀∥著 452.93 尿道狭窄症 堀口 明男∥著 494.95

ナショジオが行ってみた究極の洞窟
ナショナルジオグラ
フィック∥編著 454.66 日本医療クライシス 渡辺 さちこ∥著 498.13

ティラノサウルスはすごい 土屋 健∥著 457.87 “スマホ首”があらゆる不調を引き起こす! 鄭 信義∥著 498.3

石ころ博士入門 高橋 直樹∥著 458 珈琲一杯の元気 岡 希太郎∥原作 498.58

地球とヒトと微生物 山中 健生∥著 465 ファルマゲドン
デイヴィッド
ヒーリー∥[著] 499.09

海辺を食べる図鑑 向原 祥隆∥写真と文 468.8

つまき式親子で楽しむ動物園ガイド つまき∥著 480.76 トコトンやさしい超音波の本 谷腰 欣司∥著 501.24

動物たちは何を考えている? 藤田 和生∥編著 481.78 凄い!ジオラマ
情景師アラーキー
∥著 507.9

クモハンドブック 馬場 友希∥著 485.73 鉄道模型レイアウト・ジオラマ入門 507.9

　自 然 科 学

　技 術 ・ 実 用 書
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欧州ヨーロッパのドボクを見に行こう 八馬 智∥著 510.92 薬膳で楽しむ毒出しごはん 青山 有紀∥著 596

こんなまちに住みたいナ 延藤 安弘∥著 518.8 豆腐クリームレシピ 重信 初江∥[著] 596

14歳からのケンチク学 五十嵐 太郎∥編 520.4 冷凍するだけ極うまレシピ110 しらいし やすこ∥著 596

光と影で見る近代建築 近藤 存志∥著 520.4 仙台食本ぴあ 596

日本が世界に誇る名作モダン建築 伊藤 隆之∥著 529 くいしんぼう 松浦 弥太郎∥著 596.04

見てわかるバイクメンテナンス
&洗車完全ガイド 太田 潤∥監修 537.98 日本料理むきものハンドブック 島谷 宗宏∥著 596.21

ファーストジェットパイロット
ルッツ
ヴァルジッツ∥著 538.68 野崎洋光の縁起食 野崎 洋光∥著 596.21

航空自衛隊航空機写真集 538.7 かんたんアジアごはん 596.22

あかりの魔法 村角 千亜希∥著 545.61 いけるね!シカ肉おいしいレシピ60 松井 賢一∥著 596.33

できるOffice 365
インサイト
イメージ∥著 547.48 農家が教える産地のイチおし旬レシピ

農山漁村
文化協会∥編 596.37

これだけ!電波と周波数 吉村 和昭∥著 547.51 炊飯器ではじめてのお菓子&ふっくらパン 飯田 順子∥[著] 596.6

海の訓練ワークブック
日本海洋少年団
連盟∥監修 557 はじめてのポップオーバーBOOK 若山 曜子∥著 596.63

戦国武器甲冑事典 中西 豪∥監修 559.02 とろけるプリンとゼリー、ムース 越野 ゆうこ∥著 596.65

香料商が語る東西香り秘話 相良 嘉美∥著 576.6 おかたづけ育、はじめました。 Emi∥著 597.5

図説世界の木工具事典
世界の木工具
研究会∥編 583.8 無痛分娩のすすめ

勝間和代の
クロストーク∥編 598.2

いつもの服をそのまま着ているだけなのに、
なぜだかおしゃれに見える 山本 あきこ∥著 589.22 東儀家の子育て 東儀 秀樹∥著 599.04

主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村 シュフ∥著 590

手ぬいでできちゃう!服のお直し 高畠 海∥著 593.3 震災復興と地域産業　6 601.12

こどもの手作り仮装コスチューム あんどう まゆこ∥著 593.36 ニッポン産業遺産の旅 二村 悟∥監修 602.1

手ぬいの赤ちゃんこものとお洋服 高橋 恵美子∥著 593.36 未来へつなぐ食のバトン 大林 千茱萸∥著 615.71

はじめてのソーイング 奥山 千晴∥監修 594 コメの歴史 レニー　マートン∥著 616.2

青木和子旅の刺しゅう　3 青木 和子∥著 594.2
わが社のお茶が1本30万円でも
売れる理由 吉本 桂子∥著 619.8

パラグアイに伝わる虹色のレース
ニャンドゥティ

岩谷 みえ
エレナ∥著

594.3 家庭菜園やさしい有機栽培入門 佐倉 朗夫∥著 626.9

かぎ針で作る恐竜のあみぐるみ おの ゆうこ∥著 594.3
用土を変えずに連作できる
プランターの田畑リレー栽培 中島 康甫∥著 626.9

気品髪 板谷  裕實 595.4 おてがる茶花ガーデニング 斉藤 吉一∥著 627

40代からの「幸福美肌」の作り方 森田 宏美∥著 595.5 すてきな花冠の作り方
フローリスト
編集部∥編 627.9

石原新菜的やせるのは、どっち? 石原 新菜∥著 595.6
「吠えグセ」について、犬のコタロウ
さんにきいてみました。 藤井 聡∥監修 645.6

　産  業
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モモンガ飼いになる
モモンガ好き
編集部∥編 645.9 高峰秀子かく語りき 高峰 秀子∥著 778.21

非常識クレームへの対応法 柴田 豊幸∥著 673.3 「寅さん」こと渥美清の死生観 寺沢 秀明∥著 778.21

葬送の仕事師たち 井上 理津子∥著 673.93 ハリー・ポッター魔法生物大図鑑
ジョディ
レベンソン∥著 778.25

イベントの仕事で働く 岡星 竜美∥著 674.53
空想法律読本
<12月24日住居侵入事件>編 盛田 栄一∥著 778.8

高速列車で旅するヨーロッパ 686.23
空想法律読本
<天文学的違法金利事件>編 盛田 栄一∥著 778.8

エアライン年鑑
Charlie FURUSHO
∥執筆  写真 687.06 幻燈スライドの博物誌

早稲田大学坪内博士
記念演劇博物館∥編 778.9

東京ディズニーランド&シーファミリー
裏技ガイド

TDL&TDS裏技
調査隊∥編 689.5 紙芝居入門　1・2 779.8

敗者の読書術 高橋 弘樹∥著 699.6 筋トレと栄養の科学 坂詰 真二∥監修 780.7

これ1冊できちんとわかるピラティス 新井 亜樹∥監修 781.4

戦争画とニッポン 椹木 野衣∥著 721.03 卓球ビギナー上達ナビ 783.6

書の大疑問ハンドブック 横山 淳一∥著 728
ワールド・フィギュアスケートEXTRA
2015June 784.65

デジタルカメラ飛行機撮影術 中野 耕志∥写真　解説746 私には山がある 田部井 淳子∥著 786.1

新聞紙とガムテープでつくって遊ぼう! 関口 光太郎∥著 750 日本山小屋ガイド 786.1

ゼロからの金継ぎ入門 伊良原 満美∥共著 751 フリークライミング&ボルダリング 佐川 史佳∥編著 786.16

きんしゃい有田豆皿紀行
ARITA SELECTION
プロジェクト∥編 751.1 自転車の教科書　身体の使い方編 堂城 賢∥著 786.5

焼かずに作れる!!陶器みたいな
ねんどのアクセサリー くまだ まり∥著 751.4 超カンタンにわかる!麻雀入門 主婦の友社∥編 797.5

和紙折り紙人形 麻生 玲子∥著 754.9

ハンドメイドでおしゃれに飾る
素敵なウォールステッカー

Atelier*Naco∥著 754.9 さりげなく思いやりが伝わる大和言葉 上野 誠∥著 810.4

和のかごとざる 高宮 紀子∥著 754.9 これから論文を書く若者のために 酒井 聡樹∥著 816.5

世界で一番美しい色彩図鑑
ジョアン
エクスタット∥著 757.3

はじめての手作り万華鏡 山見 浩司∥著 759 社会人のためのビジュアルカラー国語百科
大修館書店
編集部∥編 910.2

月のピエロ 菊池 ともゆき∥[作] 759.09 文学の空気のあるところ 荒川 洋治∥著 910.26

はじめましての郷土玩具 甲斐 みのり∥著 759.9 芥川賞の謎を解く 鵜飼 哲夫∥著 910.26

楽典・楽譜の書き方 トム　ゲルー∥著 761.2 昭和の作家たち 大庭 登∥著 910.26

音楽という<真実> 新垣 隆∥著 762.1 加藤周一を記憶する 成田 龍一∥著 910.27

パイプオルガン入門 椎名 雄一郎∥著 763.35 ぼくの短歌ノート 穂村 弘∥著 911.16

昭和のテレビ童謡クロニクル
小島豊美とアヴァン
デザイン活字楽団∥著 767.7 歌人の死 福島 泰樹∥著 911.16

　文  学

　芸 術 ・ ス ポ ー ツ

　言  語
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サラリーマン川柳ごくじょう傑作選 やく みつる∥選 911.47 ゾンビ・アパート 飯野 文彦∥著 N913.6

浅見光彦の日本不思議舞台地
(ミステリースポット)の旅 内田 康夫∥著 915.6 贖い 五十嵐 貴久∥著 N913.6

シャーロック・ホームズの成功の秘訣
デヴィッド
アコード∥著 930.27 悪声 いしい しんじ∥著 N913.6

リンドグレーンと少女サラ
アストリッド
リンドグレーン∥[著] 949.8

井上ひさし短編中編小説集成
第1巻～第8巻 井上 ひさし∥著 N913.6

ペロー昔話を読み解く 末松 氷海子∥著 950.26 エイトハンドレッド 植田 文博∥著 N913.6

BLOOD ARM 大倉 崇裕∥著 N913.6

断片的なものの社会学 岸 政彦∥著 914.6 分解日記 大山 淳子∥著 N913.6

「ありがとう」がエンドレス 田口 ランディ∥著 914.6 美森まんじゃしろのサオリさん 小川 一水∥著 N913.6

生きるということ なかにし 礼∥著 914.6 電気作家 荻野 アンナ∥著 N913.6

美女千里を走る 林 真理子∥著 914.6 その愛の程度 小野寺 史宜∥著 N913.6

七つ空、二つ水 東 直子∥著 914.6 ブラック・ベルベット 恩田 陸∥著 N913.6

路地裏人生論 平川 克美∥著 914.6 天満明星池 加瀬 政広∥著 N913.6

衣にちにち 群 ようこ∥著 914.6 たぶん、おそらく、きっとね 片岡 義男∥著 N913.6

エッセイをどう書くの?こう書いた! 辻 真先∥講師 914.68 去年の夏、ぼくが学んだこと 片岡 義男∥著 N913.6

102歳の平穏死 井上 貴美子∥著 916
2.43
second season

壁井 ユカコ∥著 N913.6

若年性アルツハイマーの母と生きる 岩佐 まり∥著 916 美しい果実 唐瓜 直∥著 N913.6

涙のあとは乾く
キャサリン　ジェーン
フィッシャー∥著 936 岳飛伝　13 北方 謙三∥著 N913.6

病院は劇場だ
バティスト
ボーリュー∥著 956 書斎の鍵 喜多川 泰∥著 N913.6

作家で十年いきのびる方法 鯨 統一郎∥著 N913.6

匿名芸術家 青木 淳悟∥著 N913.6 ティーンズ・エッジ・ロックンロール 熊谷 達也∥著 N913.6

三毛猫ホームズの回り舞台 赤川 次郎∥著 N913.6 勁草 黒川 博行∥著 N913.6

幽霊審査員 赤川 次郎∥著 N913.6 モンローが死んだ日 小池 真理子∥著 N913.6

闇に咲く あさの あつこ∥著 N913.6 女王の七つの鏡 斉藤 洋∥作 N913.6

深紅の断片 麻見 和史∥著 N913.6 ウィメンズマラソン 坂井 希久子∥著 N913.6

公器の幻影 芦崎 笙∥著 N913.6 ちゃんぽん食べたかっ! さだ まさし∥著 N913.6

京都・近江路殺人事件 梓 林太郎∥[著] N913.6 ギャラリスト 里見 蘭∥著 N913.6

謎解き広報課 天祢 涼∥著 N913.6 誰がカインを殺したか 篠田 真由美∥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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暴走 周木 律∥著 N913.6 モダン 原田 マハ∥著 N913.6

今日からは、愛のひと 朱川 湊人∥著 N913.6 ライオンの歌が聞こえる 東川 篤哉∥著 N913.6

君の膵臓をたべたい 住野 よる∥著 N913.6 鵺の家 廣嶋 玲子∥著 N913.6

啓火心 日明 恩∥著 N913.6 ミステリー・アリーナ 深水 黎一郎∥著 N913.6

ブラックナイト 建倉 圭介∥著 N913.6 森笠邸事件 福田 栄一∥著 N913.6

家族スクランブル 田丸 雅智∥著 N913.6 天空の救命室 福田 和代∥著 N913.6

信長の笑み、光秀の涙 辻 大悟∥著 N913.6 ぼくは愛を証明しようと思う。　2 藤沢 数希∥著 N913.6

未来S(ミクラス)高校航時部レポート　2 辻 真先∥著 N913.6 雨の裾 古井 由吉∥著 N913.6

朝が来る 辻村 深月∥著 N913.6 竜宮電車 堀川 アサコ∥著 N913.6

ビオレタ 寺地 はるな∥著 N913.6 君の隣に 本多 孝好∥著 N913.6

風の如く　久坂玄瑞篇 富樫 倫太郎∥著 N913.6 死屍累々の夜 前川 裕∥著 N913.6

さえこ照ラス 友井 羊∥著 N913.6 私たちは塩を減らそう 前田 司郎∥著 N913.6

兄と弟、あるいは書物と燃える石 長野 まゆみ∥著 N913.6 トイレのピエタ 松永 大司∥著 N913.6

ヒポクラテスの誓い 中山 七里∥著 N913.6 交換殺人はいかが? 深木 章子∥著 N913.6

世界の果てのこどもたち 中脇 初枝∥著 N913.6 劉邦　中 宮城谷 昌光∥著 N913.6

鬼船の城塞 鳴神 響一∥[著] N913.6 うたうとは小さないのちひろいあげ 村上 しいこ∥著 N913.6

十二大戦 西尾 維新∥小説 N913.6 オールド・テロリスト 村上 龍∥著 N913.6

回想のぬいぐるみ警部 西澤 保彦∥著 N913.6 東京藝大物語 茂木 健一郎∥著 N913.6

「ななつ星」一〇〇五番目の乗客 西村 京太郎∥著 N913.6 戦場の聖歌(カンタータ) 森村 誠一∥著 N913.6

十津川警部日本縦断長篇ベスト選集
46・47

西村 京太郎∥著 N913.6 春や春 森谷 明子∥著 N913.6

十津川警部裏切りの駅 西村 京太郎∥著 N913.6 弁天の夢 矢野 隆∥著 N913.6

屋上のウインドノーツ 額賀 澪∥著 N913.6 かわいい結婚 山内 マリコ∥著 N913.6

まったなし 畠中 恵∥著 N913.6 あしたの朝子 山口 恵以子∥著 N913.6

しばしとどめん北斎羽衣 花形 みつる∥著 N913.6 可愛い世の中 山崎 ナオコーラ∥著 N913.6

蒼天見ゆ 葉室 麟∥著 N913.6 ジョン・マン　5 山本 一力∥著 N913.6

中島ハルコの恋愛相談室 林 真理子∥著 N913.6 幽霊なんて怖くない 山本 弘∥[著] N913.6

三人屋 原田 ひ香∥著 N913.6 ウツボカズラの甘い息 柚月 裕子∥著 N913.6
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化け札 吉川 永青∥著 N913.6 Xの悲劇
エラリー
クイーン∥[著]

BF933.7

タッグ
日本推理作家協会
∥編

N913.68 Yの悲劇
エラリー
クイーン∥[著]

BF933.7

決戦!大坂城 葉室 麟∥著 N913.68 Zの悲劇
エラリー
クイーン∥[著]

BF933.7

ベスト本格ミステリ　2015
本格ミステリ作家
クラブ∥選  編

N913.68 助手席のチェット
スペンサー
 クイン∥著

BF933.7

京都綺談 山前 譲∥編 N913.68 落札された死
ジェーン
K.クリーランド∥著

BF933.7

ひびわれた心を抱いて
シェリー
コレール∥著

BF933.7

セデック・バレ
魏 徳聖∥
原案  原文 F923.7 王立調査船、進撃!

マイク
シェパード∥著

BF933.7

春草 裘 山山∥著 F923.7 ティアリングの女王　上・下
エリカ
ジョハンセン∥著

BF933.7

不思議の国のアリス ルイス  キャロル∥著 F933.6 白光の召喚者 リー  バーデュゴ∥著 BF933.7

サッカーの神様
メアリー  ポープ
オズボーン∥著 F933.7 クロニクル　3・4

リチャード
ハウス∥著

BF933.7

ドクター・スリープ　上・下
スティーヴン
キング∥著 F933.7 アデスタを吹く冷たい風

トマス
フラナガン∥著

BF933.7

夏の沈黙 ルネ  ナイト∥著 F933.7 ユー・アー・マイン
サマンサ
ヘイズ∥著

BF933.7

まだなにかある　上・下 パトリック  ネス∥著 F933.7 おかしな遺産
シャーロット
マクラウド∥著

BF933.7

エンジェルメイカー
ニック
ハーカウェイ∥著 F933.7 風と共に去りぬ　第4巻・第5巻

マーガレット
ミッチェル∥著

BF933.7

ミニチュア作家
ジェシー
バートン∥著 F933.7 ママは何でも知っている

ジェイムズ
ヤッフェ∥著

BF933.7

ブリジット・ジョーンズの日記　上・下
ヘレン
フィールディング∥著 F933.7 街角の書店 F.ブラウン∥[ほか]著 BF933.78

魂の棺　3 リン  フルエリン∥著 F933.7 悪女は自殺しない ネレ  ノイハウス∥著 BF943.7

夜が来ると
フィオナ
マクファーレン∥著 F933.7 湿地

アーナルデュル
インドリダソン∥著

BF949.53

他人の墓の中に立ち イアン  ランキン∥著 F933.7 燦　6 あさの あつこ∥著 BN913.6

何度でも、おかえりを言おう
バルバラ
コンスタンティーヌ∥著 F953.7 ジャイロスコープ 伊坂 幸太郎∥著 BN913.6

失われた時を求めて
マルセル
プルースト∥著 F953.7 付添い屋・六平太　4 金子 成人∥著 BN913.6

情熱のシーラ　上
マリーア
ドゥエニャス∥著 F963 夫婦フーフー日記 川崎フーフ∥原作 BN913.6

クリングゾールをさがして ホルヘ  ボルピ∥著 F963 異国の影 佐伯 泰英∥著 BN913.6

十五番目のアルカナ 篠原 美季∥[著] BN913.6

時を紡ぐ少女
ジェニファー
アルビン∥著

BF933.7 天皇の料理番　上・下 杉森 久英∥著 BN913.6

悪魔の羽根
ミネット
ウォルターズ∥著

BF933.7 瓜ふたつ 七瀬 晶∥著 BN913.6

翼あるものたちの女王
エヴァンジェリン
ウォルトン∥著

BF933.7 嶽神伝 孤猿　上・下 長谷川 卓∥[著] BN913.6

　文 庫

　小 説 （ 外 国 ）
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松谷警部と三ノ輪の鏡 平石 貴樹∥著 BN913.6

人外ネゴシエーター　1 麻城 ゆう∥著 BN913.6

箱入り王女の災難 三川 みり∥[著] BN913.6

新・平家物語　18・19 吉川 英治∥著 BN913.6

鍵屋甘味処改 梨沙∥著 BN913.6

日本文学100年の名作　第10巻 池内 紀∥編 BN913.68

昭和のアルバム仙台・名取
昭和のアルバム
編集室∥編 M212.3

仙台・福住町方式 減災の処方箋 菅原 康雄∥著 M369.3

平成２７年 第６回 臨時会
第７回 定例会 名取市議会会議資料 名取市議会 G318.4

世界の統計　2015 総務省統計局∥編集 R350.9

日本国勢図会　2015/16
矢野恒太記念会
∥編集 R351

　参 考 資 料    （貸出はできません。館内でごらんください）

　郷 土 資 料

　行 政 資 料
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それぞれの名前 春間 美幸∥著 KN913.6

プリンセス★マジックルビー　4
ジェニー
 オールドフィールド∥作

KF933.7 こちらパーティー編集部っ!　3 深海 ゆずは∥作 KN913.6

マザーランドの月
サリー
ガードナー∥著

KF933.7 幽霊魚 福田 隆浩∥著 KN913.6

ウソつきとスパイ レベッカ  ステッド∥作 KF933.7 クレヨン王国超特急24色ゆめ列車 福永 令三∥作 KN913.6

青い目の人形物語　1
シャーリー
パレントー∥作

KF933.7 チビまじょチャミーとようせいのドレッサー 藤 真知子∥作 KN913.6

サバイバーズ　3 エリン  ハンター∥作 KF933.7 お嬢様探偵ありす 天空のタワー事件 藤野 恵美∥作 KN913.6

かわうそオスカーのすべりだい
ナサニエル
ベンチリー∥さく

KF933.7 バケモノの子 細田 守∥作 KN913.6

リトル・パパ パット  ムーン∥作 KF933.7 「悩み部」の結成と、その結末。 麻希 一樹∥著 KN913.6

芥川龍之介名作集 芥川 龍之介∥[著] KN913.6 とびばこバーン 升井 純子∥作 KN913.6

魔リンピックでおもてなし 石崎 洋司∥作 KN913.6 龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　4 宮下 恵茉∥作 KN913.6

石になった少女 大城 将保∥作 KN913.6 あなたをずっとあいしてる 宮西 たつや∥作絵 KN913.6

空飛ぶのらネコ探険隊　2 大原 興三郎∥作 KN913.6 教室の日曜日 村上 しいこ∥作 KN913.6

わすれものの森 岡田 淳∥作 KN913.6 怪談オウマガドキ学園　13 常光 徹∥責任編集 KN913.68

悪魔の十三階段 加藤 一∥作 KN913.6

白うさぎと天の音 かんの ゆうこ∥文 KN913.6 ふれあいしぜん図鑑　夏 横山 洋子∥監修 K031

1ねんせいじゃだめかなあ?
きたがわ めぐみ
∥作  絵

KN913.6 あそびのおうさまずかん　うみ K031

あめ・のち・ともだち 北原 未夏子∥作 KN913.6 あそびのおうさまずかん　のりもの K031

のりものおばけずかん 斉藤 洋∥作 KN913.6 あそびのおうさまずかん　むし K031

ぼくはすし屋の三代目 佐川 芳枝∥作 KN913.6 朝日ジュニア学習年鑑　2015 K059

ちびまる子ちゃん劇場　4 さくら ももこ∥原作 KN913.6
絵と文で楽しく学ぶ
大人と子どもの現象学 吉田 章宏∥著 K116.7

放課後ファンタスマ!　2 桜木 日向∥作 KN913.6 本当にこわい怪談99話 現代怪談研究会∥編 K147

美雨13歳のしあわせレシピ しめの ゆき∥[著] KN913.6
心に響くあの人のことば
[第1期]1・2・3・4・5 押谷 由夫∥監修 K159.2

みずがめ座流星群の夏 杉本 りえ∥作 KN913.6
むのたけじ100歳のジャーナリストから
きみへ むの たけじ∥著 K159.5

太宰治名作集 太宰 治∥[著] KN913.6
国際関係がよくわかる宗教の本
1・2・3・4 池上 彰∥著 K160

それが神サマ!?　2の巻 橘 もも∥作 KN913.6
信じる?信じない?世界仰天ミステリー
1・2・3・4・5 古舘 明廣∥著 K204

夏休みの秘密の友だち 富安 陽子∥著 KN913.6
人物や文化遺産で読み解く日本の歴史
1・2・3・4・5・6・7

千葉 昇∥
監修　指導 K210.1

トキメキ♥図書館　PART10 服部 千春∥作 KN913.6 アジア・太平洋戦争 森 武麿∥監修 K210.75

　児 童 書 （ そ の ほ か ）

　児 童 書 （ も の が た り ）
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シリーズ戦争孤児　3・4・5 K210.75 日本全国給食図鑑　西日本編 K374.94

日本の歴史人物 佐藤 和彦∥監修 K281 東大合格生が小学生だったときのノート 太田 あや∥著 K375

日英対訳によるジョン万次郎の
勇気と努力の物語

ジョン万次郎に
学ぶ会∥企画 K289.1 調べ学習ナビ　社会科編 山本 紫苑∥著 K375

わたしが外人だったころ 鶴見 俊輔∥文 K289.1 しらべよう!りかいしよう!点字の世界1・2・3 桜雲会∥監修 K378.18

アンネのバラ 國森 康弘∥文　写真 K289.3
再発見!くらしのなかの伝統文化
1・2・3・4・5・6・7 市川 寛明∥監修 K382.1

日本地理 保岡 孝之∥監修 K291
未来へ伝えたい日本の伝統料理
1・2・3・4・5・6 後藤 真樹∥著 K383.81

統計・資料で見る日本地図の本
1・2・3・4・5・6・7・8

こどもくらぶ∥編 K291.08 柳田理科雄の1日1科学　1 柳田 理科雄∥著 K404

事前学習に役立つみんなの修学旅行
広島・山口

西別府 元日∥監修 K291.093 はじめての手づくり科学あそび　2・3
西 博志∥著
おもちゃ発案 K407

事前学習に役立つみんなの修学旅行
京都2

K291.093 だいすきスイーツで自由研究 盛口 満∥監修 K407

南極から地球環境を考える　1
国立極地研究所
∥監修 K297.9 理科の実験・観察　生物・地球・天体編 横山 正∥監修 K407

しくみがわかる政治とくらし大事典
1・2・3・4・5

福岡 政行∥監修 K312.1 理科の実験・観察　物質とエネルギー編 横山 正∥監修 K407

21世紀の紛争　第1巻～第5巻 吉岡 攻∥編集 K319
でんじろう先生の学校の理科が
ぐんぐんわかるおもしろ実験

米村 でんじろう
∥監修 K407

はじめて学ぶ憲法教室　第3巻・第4巻 菅間 正道∥著 K323.14 さわって学べる算数図鑑 朝倉 仁∥監修 K410

日本国憲法 角替 晃∥監修 K323.14 宇宙 渡部 潤一∥監修 K440

国際組織 渡部 茂己∥監修 K329.3 100の知識おどろくべき地球
アンナ
クレイボーン∥著 K450

表とグラフを使おう!　1・2・3 渡辺 美智子∥監修 K350.1 100の知識地球のすがた
ピーター
ライリー∥著 K450

日本のすがた　2015
矢野恒太記念会
∥編集 K351 100の知識天気のしくみ クレア　オリバー∥著 K451

信じられない「原価」 稲葉 茂勝∥訳　著 K366 天気のクイズ図鑑 K451

信じられない「原価」　1・2 稲葉 茂勝∥訳　著 K366 天気がへんだ 桐生 広人∥著 K451.85

小説・マンガで見つける!すてきな仕事
1・2・3・4・5

学研教育出版∥編 K366.29 日本列島、水をとったら?　3 K454.91

仕事・職業 渡辺 三枝子∥監修 K366.29 恐竜クイズブック 冨田 幸光∥監修　指導K457.87

職場体験完全ガイド　41・42・43・44・45 K366.29 人類の誕生と大移動
イアン
タターソル∥著

K469.3

生きものと働きたい!　1・2・3・4・5 K366.29 わたしのタンポポ研究 保谷 彰彦∥著 K479.995

みんなを幸せにする新しい福祉技術
1・2・3 孫 奈美∥編著 K369.18 絶滅危惧種救出裁判ファイル 大渕 希郷∥著 K480

ぼくは、チューズデー
ルイス  カルロス
 モンタルバン∥文

K369.27 動物最強王図鑑 實吉 達郎∥監修 K480

はれるんのぼうさい教室　3 堀江 譲∥絵と文 K369.3 100の知識消えゆく動物たち
スティーブ
パーカー∥著 K480

みんなの防災事典 山村 武彦∥監修 K369.3 ありがとう実験動物たち 太田 京子∥著 K480.75
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北極・いのちの物語 寺沢 孝毅∥写真　文 K482.78 かき氷 細島 雅代∥写真 K588.8

昆虫のふしぎ 寺山 守∥監修 K486
かんたん!かわいい女の子の
手芸&工作BOOK niko works∥著 K594

むし K486 日本の農業 石谷 孝佑∥監修 K612.1

あわふきむし 藤丸 篤夫∥しゃしん K486.5
めざせ!栽培名人花と野菜の育てかた
1・2・3・4・5・6・7・8

日本農業教育学会
∥監修 K627

川のホタル森のホタル 宮武 健仁∥文　写真 K486.6 日本の国立公園まるわかり事典 加藤 峰夫∥監修 K629.41

おいかけっこの生態学 遠藤 知二∥文 K486.7 なかよしヤギ一家のECOプロジェクト 深山 さくら∥文 K645.4

ウミガメいのちをつなぐ岬 櫻井 季己∥文　写真 K487.95 さくら猫と生きる 今西 乃子∥著 K645.7

天井からジネズミ 佐伯 元子∥文 K489.41 広島の木に会いにいく 石田 優子∥著 K653.2176

エゾリス 竹田津 実∥文|写真 K489.475 メイドインどこ?　1・3 斉藤 道子∥編　著 K678.5

ぞうのなみだひとのなみだ 藤原 幸一∥著 K489.7
かんたん!あそべる!おもちゃこうさく
1・2・3・4・5・6・7・8 K750

人のからだ 坂井 建雄∥監修 K491.3 親子で遊べるだいにんきおりがみ100 主婦の友社∥編 K754.9

感染症から知るウイルス・細菌　1・2・3 西條 政幸∥監修 K493.8 日本の音日本の音楽 小塩 さとみ∥著 K762.1

読む知る話すほんとうにあった
食べものと命のお話 笠原 良郎∥監修 K498.5 バレエの世界へようこそ! リサ　マイルズ∥著 K769.9

食と健康 豊川 裕之∥監修 K498.5 夢へ翔けて
ミケーラ
デプリンス∥著

K769.953

からだがよろこぶ生活習慣　1・2・3・4・5 羽崎 泰男∥監修 K498.7 伝統芸能 三隅 治雄∥監修 K772.1

エネルギーをどうする 桐生 広人∥著 K501.6 100円ショップでどきどきマジック 藤原 邦恭∥著 K779.3

調べてみよう!日本の職人伝統のワザ
1・2・3・4・5・6・7 K502.1 世界のスポーツ1・2・3・4・5・6 友添 秀則∥監修 K780.8

ゴミとつきあおう 桐生 広人∥著 K518.52 サッカー大百科
メアリー　ポープ
オズボーン∥著

K783.47

ごみとリサイクル 安井 至∥監修 K518.52 羽生善治の将棋入門 羽生 善治∥著 K796

わたしたちの地球をすくおう 桐生 広人∥著 K519 じゃんけん学 稲葉 茂勝∥著 K798

100の知識地球を守ろう
アンナ　クレイボーン
∥著 K519

漢字で鍛える日本語力
1・2・3・4・5・6・7・8・

金田一 秀穂∥監修 K811.2

さがしてみようくらしの中のエコ
1・2・3・4・5

水谷 広∥監修 K519 すぐに使える!はじめての敬語　1 唐沢 明∥文 K815.8

もったいないからはじめよう!
1・2・3・4・5・6 La ZOO∥作 K519 方言 佐藤 亮一∥監修 K818

オゾンホールのなぞ 桐生 広人∥著 K519.3 世界名作ショートストーリー　1・2 K908.3

自動車 竹内 裕一∥監修 K537 夏目漱石、読んじゃえば? 奥泉 光∥著 K910.268

しんかんせん K546.5 平和をかんがえるこども俳句の写真絵本 K911.367

ケーキ屋さん・カフェで働く人たち 籏智 優子∥著 K588.35 マザー・テレサのいる動物病院 キム ハウン∥文 K929.13
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トルストイのいる古本屋 クォン アン∥文 K929.13 カブトムシのなつ いしい つとむ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ばけばけばけばけばけたくん
たんじょうびの巻

岩田 明子∥ぶん  え Eﾐﾄﾞﾘ

ダヤンとうさぎの赤ちゃん 池田 あきこ∥著 Eｱｵ だるまなんだ　2 おおなり 修司∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

しろとくろ 新井 洋行∥作  絵 Eｱｶ そらとぶてっぱん
岡田 よしたか
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

あおぞらくろくま
たかい よしかず
∥さく  え Eｱｶ はこ 小野 不由美∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

はなちゃんおさんぽ 中川 ひろたか∥文 Eｱｶ なかよしスタンプがたまったら かとう あじゅ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

はなちゃんおふろ 中川 ひろたか∥文 Eｱｶ パティシエのモンスター
かわむら げんき
∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

はなちゃんすべりだい 中川 ひろたか∥文 Eｱｶ 風切る翼 木村 裕一∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ころころくるりん 長野 ヒデ子∥作  絵 Eｱｶ かぞえる 楠田 枝里子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

くまちゃんせんせい
マリーニ
モンティーニ∥さく  え Eｱｶ たなからぼたもち

くすのき
 しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

びよよ～ん 村田 エミコ∥さく Eｱｶ ぼくのたからもの 鈴木 まもる∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

まるまるだーれ?
わかやま しずこ
∥さく Eｱｶ おかお おかお おかおだよ スマ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

たなばたさま いもと ようこ∥文  絵 Eｷｲﾛ まじょがかぜをひいたらね 高畠 じゅん子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

あかいはねのふくろう
フェリドゥン
オラル∥文  絵 Eﾊｲｲﾛ あいうえをん

たかやま
ちかこ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ワニくんとパーティーにいったんだ
ジュディス
カー∥作  絵 Eﾊｲｲﾛ かとりせんこう 田島 征三∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

たびにでたファルガさん
チトラ
サウンダー∥文 Eﾊｲｲﾛ ぴょんぴょんむし 谷本 雄治∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ポルカとオルタンスのだいぼうけん
アストリッド
デボルド∥さく Eﾊｲｲﾛ あいつとぼく 辻村 ノリアキ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

アンナとわたりどり
マクシーン
トロティエ∥文 Eﾊｲｲﾛ ええことおもいついたなっちゃん 鍋田 敬子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

どんなきもち?
ミース  ファン
ハウト∥さく Eﾊｲｲﾛ おばかおおかみママになる! のぶみ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

クエスト
アーロン
ベッカー∥作 Eﾊｲｲﾛ きょうりゅうといぬどっちがつよい? のぶみ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

お～しまい!…かな? ジム  ベントン∥さく Eﾊｲｲﾛ ファンファンおばけやしき
はんだ みちこ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

いもうとガイドブック
ポーラ
メトカーフ∥文 Eﾊｲｲﾛ ウホウホあぶないウホウホにげろ 日隅 一雄∥原案 Eﾐﾄﾞﾘ

ちびのミイのおひっこし?
トーベ
ヤンソン∥原作 Eﾊｲｲﾛ ばけまつり 広瀬 克也∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

みんなからみえないブライアン
トルーディ
ラドウィッグ∥作 Eﾊｲｲﾛ ピーテル、はないちばへ

広野 多珂子
∥文  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ことりのみずあび
マリサビーナ
 ルッソ∥作 Eﾊｲｲﾛ いちにちのりもの ふくべ あきひろ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

30000このすいか あき びんご∥作 Eﾐﾄﾞﾘ のってるのってる ますだ ゆうこ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ロウソクいっぽんちょうだいな 飯野 まき∥さく Eﾐﾄﾞﾘ れいぞうこのなかのなっとうざむらい 漫画兄弟∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

  絵　本
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おなまえなあに みやまつ ともみ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

なつはひるね 村上 康成∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おばけのモジくん トイレいけるもん! モカ子∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

くらす 森崎 和江∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ツガルさん ゆみちゃん∥絵と文 Eﾐﾄﾞﾘ

椅子 ささめや ゆき∥作 Eﾑﾗｻｷ

もちもちともだち すとう あさえ∥脚本 P

おてんばきょうりゅうトリプラ
やました
こうへい∥脚本  絵 P

紙芝居

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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