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2015年7月受入分　No.295　　　　名　取　市　図　書　館

「戦記」で読み解くあの戦争の真実 戸高 一成∥監修 210.75

ビジネスプロフェッショナルのExcel術 007.63 人種戦争-レイス・ウォー
ジェラルド
ホーン∥著 210.75

ＬＲＧ ライブラリー・リソース・ガイド
第６号／２０１４年冬号 010.1 東北の中世史　1

柳原 敏昭∥
企画編集委員 212

中世イスラムの図書館と西洋 原田 安啓∥著 010.227 佐高信の一人一句 佐高 信∥著 281.04

この本読んで！　２０１５年夏号 015.8 イタリア「色悪党」列伝
ファブリツィオ
グラッセッリ∥著 283.7

アーカイブ基礎資料集 小川 千代子∥編著 018.09 皇室　第66号(平成27年春号)
『皇室Our Imperial
Family』編集部∥編集 288.4

本なんて!
キノブックス
編集部∥編

019.04 戦争をしない国 矢部 宏治∥文 288.41

クリエイターおすすめの絵本650冊 019.53 戦地で生きる支えとなった115通の恋文 稲垣 麻由美∥著 289.1

アール・デコの挿絵本 鹿島 茂∥著 022.39 南方熊楠 唐澤 太輔∥著 289.1

戦争と検閲 河原 理子∥著 070.12 真田幸村と真田一族のすべて 小林 計一郎∥編 289.1

池上彰に聞くどうなってるの?
ニッポンの新聞 池上 彰∥著 070.21 吉沢久子97歳のおいしい台所史 吉沢 久子∥著 289.1

数学の大統一に挑む
エドワード
フレンケル∥著 289.3

ポジティブ哲学! 小川 仁志∥著 135.5 世界の辺境案内 蔵前 仁一∥ほか著 290.4

感情的にならない本 和田 秀樹∥著 141.6 地平線の彼方から 野町 和嘉∥著 290.9

平常心のコツ 植西 聰∥著 159 行ってはいけない世界遺産 花霞 和彦∥著 290.93

ぼくたちに、もうモノは必要ない。 佐々木 典士∥著 159 月に一度の世界スパ&ホテル巡り Ciel∥著 290.93

運のある人、運のない人 中谷 彰宏∥著 159 日本ザンテイ世界遺産に行ってみた。 宮田 珠己∥著 291.09

60歳からの人生が輝く
女性の生き方20のヒント 浅川 有基∥著 159.6 るるぶ栃木　'16 291.32

日本の中でイスラム教を信じる 佐藤 兼永∥著 167 るるぶ群馬　'16 291.33

日本全国一の宮巡拝完全ガイド
招福探求
巡拝の会∥著

175.9 るるぶ埼玉　'16 291.34

般ニャ心経 加藤 朝胤∥監修 183.2
家族でたのしむ北陸おでかけガイド
'15-'16 291.4

るるぶ石川　'16 291.43

勝者なき戦争
イアン　J.ビッカートン
∥[著] 209.6 南アルプス・中央アルプス 291.5

日本人が目覚めた国難の日本史 藤岡 信勝∥著 210.1 るるぶ岐阜　'16 291.53

メディアの展開 加藤 秀俊∥著 210.5 るるぶ大阪　'16 291.63

武士の絵日記 大岡 敏昭∥[著] 210.58 堺歴史読本 291.63

日米の教科書当時の新聞でくらべる
太平洋戦争

出版企画開発室
∥監修 210.75 るるぶ徳島鳴門祖谷渓　2015 291.81

総記

哲学・宗教

歴史・地理
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るるぶ湯布院黒川　'16 291.95 下流老人 藤田 孝典∥著 367.7

ayacoの台湾あいうえお ayaco∥著 292.24 ルポ原発難民 粟野 仁雄∥著 369.31

ドイツで100年続くもの 見市 知∥著 293.4
ドキュメント
東日本大震災救助の最前線で

Ｊレスキュー
編集部∥編 369.31

新しいチェコ・古いチェコ愛しのプラハへ 横山 佳美∥著 293.48 遺体 石井／光太∥著 369.31

人生に疲れたらスペイン巡礼 小野 美由紀∥著 293.6 津波の墓標 石井 光太∥著 369.31

地中海のとっておきの島マルタへ 乾 明子∥文　写真 293.79 津波の夜に 大西 暢夫∥著 369.31

クロアチア・スロベニア
世界遺産と歴史の旅

武村 陽子∥著 293.94 子どもたちの3.11 Create Media∥編 369.31

3/11キッズフォトジャーナル
3 11Kids Photo
Journal∥編 369.31

残虐の大地 李 真実∥著 302.22 ＴＳＵＮＡＭＩ　３・１１　ＰＡＲＴ２ 第三書館編集部∥編 369.31

余剰の時代 副島 隆彦∥著 304 「脇役」たちがつないだ震災医療 辰濃／哲郎∥著 369.31

ルポ過激派組織IS 別府 正一郎∥著 316.4 東日本大震災復興研究　1・3
東北大学大学院経済学
研究科地域産業復興調査
研究プロジェクト∥編

369.31

東日本大震災  海上保安庁の闘い
 写真集

海上保安新聞∥編集 317.26 記憶と記録 長坂 俊成∥著 369.31

平成25年度復興庁「新しい東北」先導モデル
事業 子どもを元気にする環境づくりに向けた
専門家派遣と行動計画報告書

318 ふたつの震災 西岡 研介∥著 369.31

がんばっぺし!ぺしぺしぺし! 戸羽 太∥著 318.22 ドキュメント震災三十一文字
NHK「震災を詠む」
取材班∥編 369.31

崩れゆく世界生き延びる知恵 副島 隆彦∥著 319.04 東日本大震災、その時企業は 日本経済新聞社∥編 369.31

撤退するアメリカと「無秩序」の世紀
ブレット
スティーブンズ∥著 319.53

東日本大震災から１年の
シンポジウム報告書・資料集

日本弁護士連合会 369.31

日本人だけが知らない戦争論 苫米地 英人∥著 319.8 東日本大震災復興支援Ｑ＆Ａ　第一版 日本弁護士連合会 369.31

東日本大震災無料法律相談事例集 日本弁護士連合会 320 ガレキ 丸山 佑介∥[著] 369.31

イラストと読む<現代語訳>ポツダム宣言 田中 等∥作　画 329.66 それぞれの真実それぞれの思い 湊 雅義∥聞き書き 369.31

新自由主義の自滅 菊池 英博∥著 331.7 東日本大震災の教訓 村井／俊治∥著 369.31

AIIBの正体 真壁 昭夫∥[著] 333.82 津浪と村 山口／弥一郎∥著 369.31

シニア人材マネジメントの教科書 崎山 みゆき∥著 336.42 記者は何を見たのか 読売新聞社∥著 369.31

ファシリテーション・グラフィック 堀 公俊∥著 336.49 ３．１１絆のメッセージ 369.31

お金のこと
関 和之∥マンガ
イラスト 337 TSUNAMI 3・11　PART3 369.31

これから始める人の
ふるさと納税らくらくガイド

叶 温∥著 345 保育園義務教育化 古市 憲寿∥著 369.42

なぜネット社会ほど権力の
暴走を招くのか

ジュリア　カジェ∥著 361.45 もぎ塾実況ライブ! 茂木 健一郎∥著 370.4

治安はいいのにチカンが多いって、
どういうこと?

異文化コミュニ
ケーション研究所∥著 361.5 未来を生き抜くスキルはこう育てる

パトリック
ニュウエル∥著 371

図解わかる会社をやめるときの
手続きのすべて　2015-2016年版

中尾 幸村∥著 364.3 絵本から学ぶ子どもの文化 浅木 尚実∥編著 371.45

老後破産
NHKスペシャル
取材班∥著 367.7

教師が変わる!授業が変わる!
「ファシリテーション・グラフィック」入門 藤原 友和∥著 374.3

社会科学
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頭のよい子の親がしている28の習慣 苫米地 英人∥著 379.9 家族という病巣 星野 仁彦∥著 493.76

「和食」って何? 阿古 真理∥著 383.81 子どものネット依存 遠藤 美季∥著 493.94

知っておきたい北海道食(メシ)のキホン 萬谷 利久子∥監修 383.81 子どもの悲しみとトラウマ BRIS∥編 493.94

自然葬のススメ 島田 裕巳∥監修 385.6 アトピッ子の素肌をつくる 隅田 さちえ∥著 493.94

お墓、葬式、戒名は本当に必要か ひろ さちや∥著 385.6
働く女性のための
がん入院・治療生活便利帳

岩井 ますみ∥著 494.5

祇園祭のひみつ 白川書院∥編 386.16 誰にも尋(き)けないおしりの難病 高野 正博∥著 494.66

日本に自衛隊がいてよかった 桜林／美佐∥著 392.11 整形した女は幸せになっているのか 北条 かや∥著 494.79

子宮頸がんワクチン、
副反応と闘う少女とその母たち

黒川 祥子∥著 495.43

ヒトラーの科学者たち
ジョン
コーンウェル∥著 402.34 これからの乳房再建BOOK 岩平 佳子∥著 495.46

ホワット・イフ?
ランドール
マンロー∥著 404 人のアブラはなぜ嫌われるのか 近藤 和雄∥著 498.55

科学を生きる 湯川 秀樹∥著 404 食べ方次第で医者いらずになる! 石原 結實∥著 498.58

大宇宙驚異の新発見
臼田‐佐藤
功美子∥著

440 救命 海堂／尊∥監修 498.89

大宇宙101の謎 山岡 均∥著 440

太陽系惑星大図鑑 DK社∥編集 445.04
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

東日本大震災の科学 佐竹 健治∥編 453.21 神戸の震災復興事業 中山 久憲∥著 518.8

東日本大震災を解き明かす
ＮＨＫ「サイエンス
ＺＥＲＯ」取材班∥編著 453.21

世界でもっとも貧しい大統領
ホセ・ムヒカの言葉

ホセ　ムヒカ∥[述] 519

解き明かされる日本最古の歴史津波 飯沼 勇義∥著 453.4 国会議事堂 田原 桂一∥[撮影] 523.14

知識ゼロからの恐竜入門 恐竜くん∥著　装画 457.87 海に陸にそして宇宙へ　2-１・２
三菱重工業株式会社
社史編さん委員会∥編
集

530.67

巨大津波は生態系をどう変えたか 永幡 嘉之∥著 462.12 これだけは知りたい旅客機の疑問100 秋本 俊二∥著 538.6

オオカミがいないと、
なぜウサギが滅びるのか 山田 健∥著 468 ドローンの衝撃 河 鐘基∥著 538.6

ネアンデルタール人は私たちと交配した
スヴァンテ
ペーボ∥著 469.2 すごい!磁石 宝野 和博∥著 541.66

えのすい愛しのクラゲたち 新江ノ島水族館∥著 483.33 銃を読み解く23講 小林 宏明∥著 559.1

奥本昆虫記 奥本 大三郎∥著 486.04 女工哀史 細井 和喜蔵∥著 586.22

虫の虫 養老 孟司∥著 486.04 必要十分生活 たっく∥著 590

きらめく甲虫 丸山 宗利∥著 486.6 家族のお金が増えるのは、どっち!? 菅井 敏之∥著 591

iPS細胞 黒木 登志夫∥著 491.11 オールシーズンのメンズ服 金子 俊雄∥[著] 593.3

こちら脳神経救急病棟
アラン
　H.ロッパー∥著 493.7 荒木由紀の女の子のお洋服 荒木 由紀∥著 593.36

認知症・行方不明者1万人の衝撃
NHK「認知症行方不明
者1万人」取材班∥著 493.76 手ぬいで作る可愛い大人のスカート 遠藤 リカ∥監修 593.36

人間アレルギー 岡田 尊司∥著 493.76
型紙いらずのまっすぐ縫い
着物リメイクで大人服、子ども服

松下 純子∥著 593.36

自然科学

技術・実用書
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型紙いらずの着物リメイク
チュニック&ワンピース 松下 純子∥著 593.36 ミッフィーからの贈り物

ディック  ブルーナ
∥[著] 726.6

ちくちく、かわいい刺し子の
花ふきんと小もの

吉田 久美子∥監修 594.2 アジアの子どもたちの絵日記集　'12-'13 726.7

いちばんよくわかるタティング
レースの基本BOOK 杉本 ちこ∥著 594.3 おもてなし折り紙 小林 一夫∥著 754.9

かぎ針編みの爽やかな大人ニット春夏 594.3 サントラ、BGMの作曲法 岡 素世∥編著 761.8

美しい水引のアクセサリー 誠文堂新光社∥編集 594.9 つながれ心、つながれ力 工藤 一郎∥著 764.3

子どもに食べさせたいおやつ おかあさんの輪∥著 596 レノンとジョブズ 井口 尚樹∥著 764.7

手間をかけずにこの「ほめ言葉」が
聞こえるレシピ

小田 真規子∥著 596 歌丸極上人生 桂 歌丸∥著 779.13

燻製調味料でつくる絶品料理 輿水 治比古∥著 596 いつも心に立川談志 橘 蓮二∥写真 779.13

和えもの 真藤 舞衣子∥著 596 フルマラソンスタートBOOK 牧野 仁∥メイン監修 782.3

moomín Caféおもてなしごはん 松本 勲∥著 596 トライアスロンスタートBOOK 白戸 太朗∥監修 782.6

家庭で作れる南インドのカレーと
スパイス料理 香取 薫∥著 596.22 ラストピース 下薗 昌記∥著 783.47

おうちで作る生ライスミルクのカフェレシピ
中目黒Bioキッチン
∥著 596.3 ソフトテニス基本と勝てる戦術 野口 英一∥監修 783.5

いちばんやさしいさかな料理の本 植木 もも子∥著 596.35 高校野球100年 週刊朝日編集部∥編 783.7

チョップドサラダ しらいし やすこ∥著 596.37 参謀の甲子園 小倉 清一郎∥著 783.7

揖保乃糸そうめん献立帖
兵庫県手延素麵
協同組合∥監修

596.38 なぜ大谷翔平は二刀流で闘えるのか 児玉 光雄∥著 783.7

短時間で作れる!焼かないケーキ 森崎 繭香∥著 596.65 奇跡の決勝 田尻 賢誉∥著 783.7

とっておきグラススイーツ 脇 雅世∥著 596.65 監督と甲子園　7 藤井 利香∥著 783.7

SUPスタートBOOK 785.3

稼ぐまちが地方を変える 木下 斉∥著 601.1 明解日本登山史 布川 欣一∥著 786.1

大江戸商い白書 山室 恭子∥著 672.14 船のルアーフィッシングスタートBOOK
SALT WORLD
編集部∥監修 787.13

風俗で働いたら人生変わったwww 水嶋 かおりん∥著 673.94
ゼロから始める釣法別海釣り入門
堤防・波止釣り編

近藤 利紀∥企画
執筆　撮影 787.13

プライベートカンパニーを活用して、
不動産投資をしよう! 成田 仁∥[著] 673.99 賭けずに楽しむ日本の賭博ゲーム 伊藤 拓馬∥著 797

サラリーマンのためのマンション経営
一問一答 福田 俊孝∥著 673.99 脳が目覚める!けん玉レッスン 白澤 卓二∥監修 798

廃駅ミュージアム 笹田 昌宏∥著 686.53

新・観光立国論 寺島 実郎∥著 689.1 使える語学力 橋本 陽介∥[著] 807

キッザニア裏技ガイド　2015～16年版
キッザニア裏技
調査隊∥編 689.5

いつも同じお題なのに、なぜ落語家の
話は面白いのか 立川 談慶∥著 809.2

芸術の都フィレンツェ大図鑑 パオルッチ∥ほか著 702.37 サイバーミステリ宣言! 一田 和樹∥著 901.3

世界の記憶遺産60 古田 陽久∥著 709 犬たちの肖像 四方田 犬彦∥著 902.09

文学

産業

芸術・スポーツ

言語
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山崎豊子スペシャル・ガイドブック 林 真理子∥[ほか著] 910.27 極悪専用 大沢 在昌∥著 N913.6

天皇皇后両陛下慰霊と祈りの御製と御歌 割田 剛雄∥著 911.16 スタンド・バイ・ユー 岡根 芳樹∥著 N913.6

悲しみの海 谷川 健一∥編 911.17 棟方志功の原風景 長部 日出雄∥著 N913.6

歌集  赫き花 落合  けい子 911.17 太陽は気を失う 乙川 優三郎∥著 N913.6

お～い俳句 伊藤園∥編 911.37 ガバナンスの死角 梶永 正史∥著 N913.6

第二楽章 吉永 小百合∥編 911.57 本好きの下剋上　第1部１・２・３ 香月 美夜∥著 N913.6

読み聞かせる戦争 日本ペンクラブ∥編 918.6 人魚ノ肉 木下 昌輝∥著 N913.6

抱く女 桐野 夏生∥著 N913.6

きれいの手口 内館 牧子∥著 914.6 今日はいぬの日 倉狩 聡∥著 N913.6

月を見あげて　第3集 佐伯 一麦∥著 914.6 ザ・原発所長　上・下 黒木 亮∥著 N913.6

私の息子はサルだった 佐野 洋子∥著 914.6 赤い呪縛 小杉 英了∥著 N913.6

老骨の悠々閑々 半藤 一利∥著 914.6 マインド 今野 敏∥著 N913.6

自閉症の僕の七転び八起き 東田 直樹∥著 914.6 豹変 今野 敏∥著 N913.6

村上さんのところ
村上 春樹∥
答えるひと 914.6 強襲 笹本 稜平∥著 N913.6

おとなになるってどんなこと? 吉本 ばなな∥著 914.6 鳴夜 柴村 仁∥著 N913.6

ひんやりと、甘味
阿川 佐和子∥
[ほか]著 914.68 グッド・ラック 清水 保俊∥著 N913.6

ベスト・エッセイ　2015 日本文藝家協会∥編 914.68 星空を願った狼の 高里 椎奈∥著 N913.6

読めなくても、書けなくても、勉強したい 井上 智∥著 916 七夕の雨闇 高田 崇史∥著 N913.6

僕の声は届かない。
でも僕は君と話がしたい。 近藤 崇∥著 916 神の時空(とき)　4 高田 崇史∥著 N913.6

被災地の空に花を咲かせた日 高田 佳岳∥著 916 神殺しの救世主 多崎 礼∥著 N913.6

原爆の惨禍 蜂谷 道彦∥著 916 日付変更線　上・下 辻 仁成∥著 N913.6

兵隊蟻の五〇〇〇キロ 三橋 國民∥著 916 長いお別れ 中島 京子∥著 N913.6

院内カフェ 中島 たい子∥著 N913.6

つまをめとらば 青山 文平∥著 N913.6 冥途あり 長野 まゆみ∥著 N913.6

三姉妹探偵団　24 赤川 次郎∥著 N913.6 表参道・リドルデンタルクリニック 七尾 与史∥著 N913.6

泥棒教室は今日も満員 赤川 次郎∥[著] N913.6 ちょうかい 仁木 英之∥著 N913.6

負けるもんか 阿川 佐和子∥著 N913.6 砂の王宮 楡 周平∥著 N913.6

ゆらやみ あさの あつこ∥著 N913.6 怪盗グリフィン対ラトウィッジ機関 法月 綸太郎∥著 N913.6

ジムグリ 飴村 行∥著 N913.6 なりたい 畠中 恵∥著 N913.6

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ

小説（日本）
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ロック・オブ・モーゼス 花村 萬月∥著 N913.6 来訪者 ロアルド  ダール∥著 BF933.7

BABEL 日野 草∥著 N913.6 その罪のゆくえ
リサ
バランタイン∥著

BF933.7

ベトナムの桜 平岩 弓枝∥著 N913.6 薔薇の輪
クリスチアナ
 ブランド∥著

BF933.7

トリダシ 本城 雅人∥著 N913.6 偽りの顔たち J.D.ロブ∥著 BF933.7

あぶない叔父さん 麻耶 雄嵩∥著 N913.6 子守唄
カーリン  イェルハル
ドセン∥著

BF949.83

あの家に暮らす四人の女 三浦 しをん∥著 N913.6 意次ノ妄 佐伯 泰英∥著 BN913.6

エクソダス症候群 宮内 悠介∥[著] N913.6 柳生十兵衛秘剣考水月之抄 高井 忍∥著 BN913.6

劉邦　下 宮城谷 昌光∥著 N913.6 第四権力 高杉 良∥[著] BN913.6

花酔いロジック 森 晶麿∥著 N913.6 蓮花の契り 高田 郁∥著 BN913.6

破落戸(ごろつき) 諸田 玲子∥著 N913.6 強欲な羊 美輪 和音∥著 BN913.6

アノニマス・コール 薬丸 岳∥著 N913.6 朽木のひずみに群れ集え 結城 光流∥[著] BN913.6

14歳の水平線 椰月 美智子∥著 N913.6 折り紙衛星の伝説 大森 望∥編 BN913.68

赤の他人だったら、どんなによかったか。 吉野 万理子∥著 N913.6

息ができない 吉村 龍一∥著 N913.6 ６枚の壁新聞 石巻日日新聞社∥編 M070.2123

100万分の1回のねこ 江國 香織∥著 N913.68 仙台市史 索引
仙台市史編さん
委員会∥編集 M210

ザ・ベストミステリーズ　2015
日本推理作家
協会∥編

N913.68 仙台市史 年表
仙台市史編さん
委員会∥編集 M210

冒険の森へ　5・11・16 N913.68 昭和のアルバム仙台・名取
昭和のアルバム
編集室∥編 M212.3

創造的な復興への胎動 村井  嘉浩∥[述] M318

忘れられた巨人 カズオ  イシグロ∥著 F933.7 ３・１１その日を忘れない。 飯沼／勇義∥著 M369.31

美しき廃墟
ジェス  ウォルター
∥[著] F933.7 私が見た大津波 河北新報社∥編 M369.31

コーラス・オブ・マッシュルーム ヒロミ  ゴトー∥著 F933.7 After3.11東日本大震災と東北学院
東北学院東日本大震災
アーカイブプロジェクト
委員会∥編

M369.31

ワンダー R.J.パラシオ∥作 F933.7 巨大津波
NHKスペシャル
取材班∥著

M369.31

出口のない農場
サイモン
ベケット∥著 F933.7 名取市民  震災の記録 水田 惠三∥編著 M369.31

独りでいるより優しくて イーユン  リー∥著 F933.7 被災、石巻五十日。 皆川／治∥著 M369.31

国を救った数学少女 ヨナス  ヨナソン∥著 F949.83
東日本大震災教職員が語る
子ども・いのち・未来

宮城県教職員組合
∥編

M369.31

情熱のシーラ　中
マリーア
ドゥエニャス∥著 F963 警察官の本分 山野 肆朗∥編著 M369.31

ルミッキ　1 サラ  シムッカ∥著 F993.613 いちご畑をもう一度 森 栄吉∥著 M626.29

よみがえれ海岸林 小山 晴子∥著 M656.55

軌道学園都市フロンテラ 上・下
ジョーン  スロン
チェフスキ∥著

BF933.7 牡蠣とトランク 畠山 重篤∥著 M666.7

小説（外国）

郷土資料

文庫
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おもてなしの経営学　震災編
東北学院大学経営学部
おもてなし研究チーム∥
編著

M689.8

大震災を詠む川柳 川柳宮城野社∥編 M911.467

わたしの句読点
河北新報社
編集局∥編

M914.68

オイラのありがとう作戦 佐々木／直人∥著 M916

東日本大震災  あの時、岩沼では・・・。
「東日本大震災あの時、
岩沼では・・・。」編集員
会∥編集

M916

被災地での５５の挑戦 復興庁 G369.31

行政資料
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Eggs 小瀬木 麻美∥作 KN913.6

浮き橋のそばのタンムー 彭 学軍∥著 KF923.7 女の子ってなんでできてる? 小林 深雪∥作 KN913.6

影なき者の歌
ウィリアム
アレグザンダー∥著

KF933.7 藤井兄妹の絶体絶命な毎日 小林 深雪∥[著] KN913.6

ダース・ペーパーの逆襲
トム  アングル
バーガー∥作

KF933.7 ちびまる子ちゃん劇場　5 さくら ももこ∥原作 KN913.6

ペンギンは、ぼくのネコ ホリー  ウェッブ∥作 KF933.7 目の見えない子ねこ、どろっぷ 沢田 俊子∥文 KN913.6

アーチー・グリーンと魔法図書館の謎 D.D.エヴェレスト∥著 KF933.7 おねがい♡恋神さま 次良丸 忍∥作 KN913.6

スモーキー山脈からの手紙
バーバラ
オコーナー∥作

KF933.7 ぞくぞく村のランプの精ジンジン 末吉 暁子∥作 KN913.6

ヒックとドラゴン ヒーロー手帳
クレシッダ
コーウェル∥作  絵

KF933.7 波のそこにも 末吉 暁子∥作 KN913.6

サーティーナイン・クルーズ　20 小浜 杳∥訳 KF933.7 ぼくらの魔女戦記　1 宗田 理∥作 KN913.6

フェアリー・ガールズ　5 キキ  ソープ∥作 KF933.7 悪ガキ7　＜4＞ 宗田 理∥著 KN913.6

ぼくはこうして生き残った!　7
ローレン
ターシス∥著

KF933.7 霊界教室恋物語(ラブストーリー)　５ 高山 栄子∥作 KN913.6

ナツ恋。
アンジェラ
ダーリン∥著

KF933.7 スプーン王子のぼうけん 竹下 文子∥作 KN913.6

まほうの国の獣医さんハティ　３
クレア  テイラー
スミス∥作

KF933.7 ツクツクボウシの鳴くころに 堤 しゅんぺい∥作 KN913.6

アラルエン戦記　７上 ジョン  フラナガン∥作 KF933.7 屋久島まぼろしの巨大杉をさがせ! 遠崎 史朗∥著 KN913.6

インサイド・ヘッド
スーザン
フランシス∥作

KF933.7 どうくつたんけんゴー! 長崎 夏海∥作 KN913.6

神々と戦士たち　1
ミシェル
ペイヴァー∥著

KF933.7 3+6の夏 中澤 晶子∥作 KN913.6

盗まれたおとぎ話 イアン  ベック∥作  絵 KF933.7 かいけつゾロリのようかい大うんどうかい 原 ゆたか∥さく  え KN913.6

コービーの海
ベン
 マイケルセン∥作

KF933.7 フェアリーキャット 東 多江子∥作 KN913.6

おたずねもの姉妹の探偵修行　File#1 M.E.ラブ∥著 KF933.7 サッカク探偵団 藤江 じゅん∥作 KN913.6

コーンフィールド先生と
ふしぎな動物の学校　1

マルギット
アウアー∥著

KF943.7 七夕姫は知っている 藤本 ひとみ∥原作 KN913.6

おやゆび姫 アンデルセン∥[著] KF949.73 ルークとふしぎな歌 ほしお さなえ∥作 KN913.6

オクサ・ポロック　6 アンヌ  プリショタ∥著 KF953.7 「悩み部」の栄光と、その慢心。 麻希 一樹∥著 KN913.6

アンティークFUGA　2 あんびる やすこ∥作 KN913.6 ただいまおばけとりょこうちゅう! むらい かよ∥著 KN913.6

ジャレットのきらきら魔法
あんびる やすこ
∥作  絵

KN913.6 7分間でゾッとする7つの話 山口 タオ∥著 KN913.6

死神うどんカフェ1号店　5杯目 石川 宏千花∥[著] KN913.6 ぼくらと犬の小さな物語 山口 花∥著 KN913.6

丸天井の下の「ワーオ!」 今井 恭子∥作 KN913.6 レターソング 夕貴 そら∥作 KN913.6

放課後だけの魔法使い!　1 GAINAX∥原作 KN913.6 虫ロボのぼうけん 吉野 万理子∥作 KN913.6

モデルに聞いたこわい話 カオル∥作 KN913.6 すし食いねえ 吉橋 通夫∥著 KN913.6

まほとおかしな魔法の呪文 草野 たき∥作 KN913.6 石の鐘の物語 和田 登∥著 KN913.6

児童書（ものがたり）
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キラキラ! 工藤 純子∥作 KN913.68 友だち関係
藤 美沖∥
マンガ　イラスト

K361.454

笑い猫の5分間怪談　1・2 那須田 淳∥責任編集 KN913.68 生きる 森越 智子∥作 K366.8

ありがとう。バディ 吉田 太郎∥著 K370

としょかんへいこう 斉藤 洋∥作 K010 世界のすてきな先生と教え子たち　1 井上 直也∥写真　文 K372

あそびのおうさまずかん　そら K031 日本全国給食図鑑　東日本編 K374.94

あそびのおうさまずかん
リサイクルこうさく K031 にっぽんのおにぎり 白央 篤司∥著 K383.81

たんけんライト
1・2・3・4・5・6・７・8・9・10 石井 玲子∥訳 K035 世界の子どもの遊び 寒川 恒夫∥監修 K384.55

学校の怪談ベストセレクション 常光 徹∥文 K147 おはなしぎょうじのえほん　秋 堀切 リエ∥文 K386.1

10歳の質問箱
日本ペンクラブ「子ど
もの本」委員会∥編 K159.5

みんなが知りたい!日本のユネスコ
無形文化遺産がわかる本

カルチャーランド∥著 K386.81

中学時代にガンバれる40の言葉 中谷 彰宏∥著 K159.7 恐怖のオオカミ男
ロバート
カラン∥原作 K388

本屋さんで探す「明日のカルタ」 倉本 美津留∥作 K159.8 呪いのゾンビ
ロバート
カラン∥原作 K388

われら世界史スーパースター レグ　グラント∥文 K209 伝説のヴァンパイア
ロバート
カラン∥原作

グランド・ルート アニック　ド　ジリ∥文 K209 妖怪大図鑑 グラフィオ∥編 K388.1

あんずの木の下で 小手鞠 るい∥著 K210.75 まんがで読む防衛白書　平成26年版 K392.1076

子どもたちへ、今こそ伝える戦争 長 新太∥[著] K210.75 君たちには話そう いしい ゆみ∥著 K395

いしぶみ 広島テレビ放送∥編 K210.75 NHK子ども科学電話相談　９ NHKラジオセンター「子ども科学
電話相談」制作班∥編 K404

サウンド・オブ・ミュージック 谷口 由美子∥作 K288.3
現役東大生による
頭がよくなる実験・工作

小幡 哲士∥著 K407

杉原千畝と命のビザ 自由への道 ケン  モチヅキ∥作 K289.1 自由研究小学生 学研教育出版∥編 K407

ネルソン・マンデラ アラン  セール∥原作 K289.3 秋山仁のかがみでみつけるかずかたち
グループ
コロンブス∥作 K410

小学生の勉強に役立つ!日本全国
47都道府県おもしろクイズ1200

県民.com∥監修 K291 古生物大百科 土屋 健∥著 K457

事前学習に役立つみんなの修学旅行
沖縄 上原 靜∥監修 K291.093 きょうりゅうだいはっけんずかん 真鍋 真∥監修 K457

事前学習に役立つみんなの修学旅行
長崎・福岡

大石 一久∥監修 K291.093 アロサウルス たかし よいち∥文 K457.87

事前学習に役立つみんなの修学旅行
京都

山田 邦和∥監修 K291.093 イーダ ヨルン　フールム∥文 K457.89

事前学習に役立つみんなの修学旅行
奈良・大阪

山田 邦和∥監修 K291.093 ボルネオでオランウータンに会う
たかはし あきら
∥ぶん

K462.2435

事前学習に役立つみんなの修学旅行
東京

山本 博文∥監修 K291.093 花クイズブック
多田 多恵子
∥監修　執筆 K470

事前学習に役立つみんなの修学旅行
日光・鎌倉

山本 博文∥監修 K291.093 シートン動物記 シートン∥作 K480.4

事前学習に役立つみんなの修学旅行 K291.093 へんないきものすいぞくかんナゾの1日 松橋 利光∥写真 K480.76

漫画家たちのマンガ外交 石川 好∥著 K319.1022 しっぽがない! 犬塚 則久∥文 K481.1

10代からの情報キャッチボール入門 下村 健一∥著 K361.453 クラゲすいぞくかん 村上 龍男∥しゃしん K483.3

児童書（そのほか）
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ドラえもん科学ワールド昆虫の不思議
藤子　F　不二雄
∥まんが K486 はじめてのぷち♥かわプラバン 福家 聡子∥作 K751.9

昆虫図鑑 森上 信夫∥写真　文 K486 万華鏡 大熊 進一∥文 K759

はじめてのむしのしいくとかんさつ 筒井 学∥写真　文 K486.07 小学生のための映画感想文のすすめ K778.07

ずかん虫の巣 岡島 秀治∥監修 K486.1 アニメなんでも図鑑 鈴木 伸一∥監修 K778.77

カブトムシ・クワガタムシ
小池 啓一∥
執筆  企画構成 K486.6 「走る」のなぞをさぐる 高野 進∥著 K782.3

ぜんぶわかる!カイコ 新開 孝∥著 K486.8 親子で学ぶサッカー世界図鑑
サッカー新聞エル
ゴラッソ編集部∥編

K783.47

タンチョウのきずな
久保 敬親∥
写真と文

K488.5 メッシ ハンデをのりこえた小さなヒーロー マイケル　パート∥著 K783.47

ノグチゲラの親子
渡久地 豊∥
写真と文

K488.86 うまくなる水泳 岩元 健一∥まんが K785.22

人体キャラクター図鑑 坂井 建雄∥監修 K491.3 モノの数え方えほん 町田 健∥監修 K815.2

保健室で見る
早寝・早起き・朝ごはんの本　1 近藤 とも子∥著 K498.3 すぐに使える!はじめての敬語　2 唐沢 明∥文 K815.8

3Dプリンターのひみつ 大岩 ピュン∥漫画 K501.8 狐物語
レオポルド
ショヴォー∥編  画 K908

工場で働く人たち 松井 大助∥著 K509 世界名作ショートストーリー　3 K908.3

100年後の水を守る 橋本 淳司∥著 K517 飛べ!千羽づる 手島 悠介∥作 K916

コロッケ先生の情熱!
古紙リサイクル授業

中村 文人∥文 K518.523 カムイを射止めた男の子
アイヌ民話撰集企画
編集委員会∥企画　監
修

K929.23

エコＱ＆Ａ１００　1・2・3・４・5 K519 シェイクスピアストーリーズ シェイクスピア∥[原作] K932.5

はたらくロボットのひみつ 大岩 ピュン∥漫画 K548.3

見学!日本の大企業カルビー こどもくらぶ∥編さん K588.3 むしいろいろかくれんぼ
いしかわ
こうじ∥作  絵 Eｱｶ

大研究!ガムってすごい! 兎谷 しぇぱこ∥漫画 K588.39 ここがすき きたやま ようこ∥作 Eｱｶ

夢の名作レシピ　2 星谷 菜々∥監修 K596.65 ねんねのおとがきこえるよ きたやま ようこ∥著 Eｱｶ

キッチンでおやつマジック大百科
村上 祥子∥
料理製作　監修

K596.65 きをつけて　1・3 五味 太郎∥さく Eｱｶ

整理整頓
入江 久絵∥
マンガ　イラスト K597.5 ANIMALS コローロ∥著 Eｱｶ

農業の発明発見物語　1 小泉 光久∥著 K612.1 しっぽ 長 新太∥さく Eｱｶ

あきらめないことにしたの 堀米 薫∥作 K612.126 ぼうし 長 新太∥さく Eｱｶ

わたしの畑の小さな世界 木村 秋則∥著 K625.21 よんでよんで ときわ ひろみ∥さく Eｱｶ

グローブはかせの世界遺産迷路の旅 神山 ますみ∥作 K709 かえるさんくわっくわっ 廣野 研一∥さく Eｱｶ

ニッポン再発見 小池 寿子∥監修 K723.05 ねむたいねむたい
やぎゅう
げんいちろう∥さく Eｱｶ

まんがなんでも図鑑
日本漫画家協会
∥監修

K726.101 そらがおちてくるんです
プンニャ
クマーリ∥再話  絵 Eｷｲﾛ

大研究!ひろがる印刷の世界
やまざき まこと
∥漫画 K749

映画ひつじのショーン バック・トゥ・ザ・
ホーム ティミーまちへいく

アードマン
アニメーションズ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

はじめてのこうさく
まるばやし
さわこ∥著 K750

映画ひつじのショーン バック・トゥ・ザ・
ホーム ひつじたちだいとかいへいく

アードマン
アニメーションズ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

絵本
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One
キャサリン
オートシ∥作  絵 Eﾊｲｲﾛ あひる 石川 えりこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

Zero
キャサリン
オートシ∥作  絵 Eﾊｲｲﾛ あなたこそたからもの いとう まこと∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

つきのぼうや
イブ　スパング
オルセン∥さく　え Eﾊｲｲﾛ ものうり草子 井上 洋介∥えとぶん Eﾐﾄﾞﾘ

ジス・イズ・ヴェニス
ミロスラフ
サセック∥著 Eﾊｲｲﾛ ラッキーのおるすばん

いりやま さとし
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ジス・イズ・ロンドン
ミロスラフ
サセック∥著 Eﾊｲｲﾛ

にん・にん・じんのにんじんじゃ
ぜにがめの巻

うえだ しげこ
∥ぶん  え Eﾐﾄﾞﾘ

ライフタイム
ローラ  M.
シェーファー∥ぶん Eﾊｲｲﾛ このみち 内田 麟太郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ロンと海からきた漁師
チェン ジャンホン
∥作  絵 Eﾊｲｲﾛ ど根性ひまわりのき～ぼうちゃん 漆原 智良∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

こちょこちょがいっぱい! トマス  テイラー∥文 Eﾊｲｲﾛ さんさんさんぽ えがしら みちこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

きょうはだいじゅうたい 哲也∥文 Eﾊｲｲﾛ こんできました
オームラ トモコ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

おばけイカにきをつけろ おとうとうさぎ!
ヨンナ  ビョルン
シェーナ∥作 Eﾊｲｲﾛ パンダのソフトクリームやさん 小川 かなこ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

いないいないがお!
フランチェスカ
フェッリ∥絵 Eﾊｲｲﾛ 月夜とめがね 小川 未明∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

はだかんぼ!
マイケル  イアン
ブラック∥文 Eﾊｲｲﾛ はしる!新幹線「かがやき」 鎌田 歩∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

キリンのセラフィナ
ロラン  ド
ブリュノフ∥作 Eﾊｲｲﾛ なっとうかあちゃん 苅田 澄子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

まって
アントワネット
ポーティス∥作 Eﾊｲｲﾛ えほんはりねずみのルーチカ かんの ゆうこ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

どうぶつたちのおやすみなさい
アン  ウィットフォード
ポール∥ぶん Eﾊｲｲﾛ おばけトリックアート　2 北岡 明佳∥監修 Eﾐﾄﾞﾘ

つまさきさん、おやすみ!
バーバラ
ボットナー∥文 Eﾊｲｲﾛ Life

くすのき
しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

そらいろ男爵 ジル  ボム∥文 Eﾊｲｲﾛ おかあしゃん。はぁい。
くすのき
しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

きょうは、おおかみ キョウ  マクレア∥文 Eﾊｲｲﾛ がんばれ、なみちゃん!
くすのき
しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ピッピ、お買い物にいく
アストリッド
リンドグレーン∥作 Eﾊｲｲﾛ みずやりとうばん

くすのき
しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

がんばれ!ルルロロ おばけたいじ
あいはら
ひろゆき∥文 Eﾐﾄﾞﾘ 恐竜トリケラトプスとテリジノサウルス

黒川 みつひろ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

おうちにかえろう 青山 邦彦∥さく Eﾐﾄﾞﾘ
こしょこしょきなちゃん
ママがおねつのはなし

こが ようこ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

江戸の妖怪一座 青山 邦彦∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ でんきのビリビリ こしだ ミカ∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

おばけとたからさがし 新井 洋行∥作 Eﾐﾄﾞﾘ まほうのきって
こばやし
ゆかこ∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

よるのつみきだいさくせん 新井 洋行∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ いのりの石 こやま 峰子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

わるものにさらわれた
おひめさまをたすけだそう!

新井 洋行∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ はみがきあわこちゃん
ザ  キャビン
カンパニー∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

まんじゅうじいさん
あらい ゆきこ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ もふもちゃんといっしょ 佐藤 涼音∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ

こんなこいるかな　７・８・9 有賀 忍∥作 Eﾐﾄﾞﾘ イーラちゃんとあめふりピアノ しまだ ともみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

しりたがりやのこねこのポコ 安藤 美紀夫∥文 Eﾐﾄﾞﾘ へんしんれっしゃ しまだ ともみ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

かもめたくはいびん いしい ひろし∥著 Eﾐﾄﾞﾘ たべもんどう 鈴木 のりたけ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ
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およげないさかな
せな けいこ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ やさいぺたぺたかくれんぼ 松田 奈那子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

たとえば、せかいがゴロゴロだったら 高畠 那生∥作 Eﾐﾄﾞﾘ おやすみてんし 松村 真依子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

しゅん 高部 晴市∥作 Eﾐﾄﾞﾘ おばあさんのしんぶん 松本 春野∥文  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

きょうもいやがらせべんとう タケト∥さく Eﾐﾄﾞﾘ トーイングカーのハック むらた おさむ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

せんそうしない
たにかわ
しゅんたろう∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ ロールパンバス モカ子∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

時をかける少女 筒井 康隆∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ 三月十日の朝 最上 一平∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おばけだじょ tupera tupera∥さく Eﾐﾄﾞﾘ ゆきおくんの初恋 安田 未知子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

おおきなおおきなにんじん 刀根 里衣∥絵  文 Eﾐﾄﾞﾘ 公園戦隊ダレダーマン 山田 はるか∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

なんにもできなかったとり 刀根 里衣∥著 Eﾐﾄﾞﾘ ぷっぺと銭湯おとうさん よしなが こうたく∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

どどどーんぱっ!
とよた かずひこ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ 魔法使いのABC 安野 光雅∥作 Eﾑﾗｻｷ

どんどんくるくる 中尾 昌稔∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

ショコラちゃんのおでかけドライブ 中川 ひろたか∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

ショコラちゃんはおいしゃさん 中川 ひろたか∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

かかしのしきしゃ 中野 真典∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

くらげのくうちゃん
のじり あかる
∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

うんこちゃん のぶみ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ママがおばけになっちゃった! のぶみ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

おにころ
野村 たかあき
∥作  画 Eﾐﾄﾞﾘ

パンやのろくちゃん なつだよ! 長谷川 義史∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ぱんつちゃん
はまぐち さくらこ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

すずこ 原野 なおこ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

おまつりやさん 飯野 由希代∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

んふんふ なめこ絵本 Beeworks∥監修 Eﾐﾄﾞﾘ

ふうせんいぬティニー
あつがりうんてんしゅ

ふうせんいぬティニー
製作委員会∥監修 Eﾐﾄﾞﾘ

いちにちむかしばなし ふくべ あきひろ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

おかあさんのいのり 武鹿 悦子∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

バケモノの子 細田 守∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ

万次郎さんとすいか 本田 いづみ∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

はしれ!きかんしゃまめでん
間瀬 なおかた
∥作  絵 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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