
購入図書案内　10月号

情報貧国ニッポン 山崎 久道∥著 007.3 世界の辺境とハードボイルド室町時代 高野 秀行∥著 204

<未来>のつくり方 池田 純一∥著 007.35 発掘された日本列島 2015 文化庁∥編 210.03

かんたんパソコン入門 丹羽 信夫∥著 007.6 日本とスペイン文化交流の歴史 坂東 省次∥著 210.18

みんなの図書館419号(2012年3月号）
図書館問題
研究会∥編 010 歴史研究と「郷土愛」 大泉 光一∥著 210.52

世界の図書館
ジェームズ　W.P.
キャンベル∥著

10.2
レンズが撮らえた
日本人カメラマンの見た幕末明治

小沢 健志∥監修 210.58

この本読んで！　２０１５年秋号 015.8 一気に読める「戦争」の昭和史 小川 榮太郎∥著 210.74

アメリカの児童図書館・学校図書館 藤野 寛之∥編著 016.28 池上彰の戦争を考える 池上 彰∥著 210.75

発信する学校図書館ディスプレイ 吉岡 裕子∥監修 017 「昭和天皇実録」と戦争 栗原 俊雄∥著 210.75

学校図書館と知の地域づくり 片山/善博∥[述] 017.04 原爆と戦った特攻兵 豊田 正義∥著 210.75

本をサクサク読む技術 齋藤 孝∥著 019.12 日本のいちばん長い日 半藤 一利∥著 210.75

世界を変えた100の本の歴史図鑑
ロデリック
ケイヴ∥著

020.2 写真で見る太平洋戦争　1・2 保阪 正康∥監修 210.75

戦後七〇年史 色川 大吉∥著 210.76

老いへの「ケジメ」 斎藤 茂太∥著 114.2 岩波新書で「戦後」をよむ 小森 陽一∥著 210.76

プラトンとの哲学 納富 信留∥著 131.3 戦後七十年の真実 渡部 昇一∥著 210.76

アリストテレスの人生相談 小林 正弥∥著 131.4 銀座歴史散歩地図 赤岩 州五∥編著 213.61

ドイツ・ユダヤ思想の光芒 佐藤 貴史∥著 139.7 カラーでよみがえる東京 岩田 真治∥著 213.61

驚きの皮膚 傳田 光洋∥著 141.24 ペストの歴史 宮崎 揚弘∥著 230

赤を身につけるとなぜもてるのか? タルマ　ローベル∥著 141.51 ナチスの財宝 篠田 航一∥著 234.07

逆境力のコツ 植西 聰∥著 159 日本人のひたむきな生き方 松本 創∥著 281.04

病があるから素敵な人生 けん三∥著 159 キラキラネームの大研究 伊東 ひとみ∥著 288.12

仕事も人間関係も「いっぱいいっぱい」
にならない方法

高橋 龍太郎∥著 159 皇室とっておき 朝日新聞社∥著 288.4

なぜ賢いお金持ちに
「デブ」はいないのか? 田口 智隆∥著 159 皇室　第67号(平成27年夏号)

『皇室Our Imperial
Family』編集部∥編集 288.4

「不安を楽しむ」生き方 和田 秀樹∥著 159 昭和天皇実録その表と裏　2 保阪 正康∥著 288.41

人生の質を高める12の習慣 ワタナベ 薫∥著 159.6 熱狂宣言 小松 成美∥著 289.1

日本に生きるイスラーム
－過去・現在・未来－

サウジアラビア王国
大使館文化部∥編 167.2

幕末の下級武士は
なぜイギリスに骨を埋めたのか

村田 寿美∥著 289.1

聖クルアーン  日亜対訳注釈
徳増 公明∥
編集責任 167.3 絶景の飛行機 290.87

運命を切り開く因果の法則 伊藤 健太郎∥著 181.4 決定版!30年史「海外ツーリング」読本
ワールド　ツーリング
ネットワーク　ジャパン∥編著 290.9
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探検と冒険の歴史大図鑑
レイモンド　ジョン
ホージェイゴ∥監修 290.91 会社法入門 神田 秀樹∥著 325.2

英語の国deワーキングホリデー
パウエル真奈美と
ワーホリ仲間たち∥著 290.93

いちばんやさしい株式会社の
議事録作成全集 岡住 貞宏∥著 325.24

秘島図鑑 清水 浩史∥著 291
「ポツダム宣言」を
読んだことがありますか?

山田 侑平∥訳　監修 329.66

47都道府県庁所在都市　西日本編 八幡 和郎∥著 291.02 美貌格差
ダニエル　S.
ハマーメッシュ∥著 331

47都道府県庁所在都市　東日本編 八幡 和郎∥著 291.02 世界を破綻させた経済学者たち ジェフ　マドリック∥著 331.2

るるぶ東京横浜　'16 291.3 戦後経済史 野口 悠紀雄∥著 332.11

るるぶ天橋立城崎　'16 291.62 中国壊滅 渡邉 哲也∥著 332.22

大自然とカラフルな街アイスランドへ 大丸 智子∥著 293.9 出光佐三の日本人にかえれ 北尾 吉孝∥著 335.13

企業と震災 日本財団∥編 335.21

中国、アラブ、欧州が手を結び
ユーラシアの時代が勃興する

副島 隆彦∥著 302.22
PRESIDENTO  WOMAN
Vol.4　2015.8.7号別冊

336.05

ふしぎなイギリス 笠原 敏彦∥著 302.33
日経平均2万5000円超え時代の
日本経済

長谷川 慶太郎∥著 338.16

私の「戦後70年談話」 岩波書店編集部∥編 304 最新税金のしくみ 村田 克也∥監修 345

ロシア転覆、中国破綻、隆盛日本 長谷川 慶太郎∥著 304 人の心を摑む極意 田原 総一朗∥著 361.4

ぐにゃり東京 平井 玄∥著 304
The Community コミュニティ
No.147・No.148

361.7

日本で100年、生きてきて むの たけじ∥著 304 格差の世界経済史
グレゴリー
クラーク∥著

361.8

右傾化する日本政治 中野 晃一∥著 312.1 フリーランスで生きるということ 川井 龍介∥著 366.29

安倍首相の「歴史観」を問う 保阪 正康∥著 312.1 わたしのかぞく LLブック(やさしく読める本
)制作グループ∥編 367.3

地図で読む「国際関係」入門 眞 淳平∥著 312.9 超高齢社会　第3弾 辻 哲夫∥総監修 367.7

「人間の復興」へ
公明新聞
東日本大震災取材班 315.1 在宅介護 結城 康博∥著 369.26

イスラーム国
アブドルバーリ
アトワーン∥著 316.4 障害者殺しの思想 横田 弘∥著 369.27

東日本大震災の実体験に基づく
災害初動期指揮心得

国土交通省
東北地方整備局∥編 317.26 不可能を可能に 田中 徹二∥著 369.28

全国都市の特色ある施策集
平成27年度版

全国市議会
議長会∥編集

318.2 ぼくの命は言葉とともにある 福島 智∥著 369.28

古森義久がオバマ・習近平・
朴槿恵・金正恩を斬る

古森 義久∥著 319.04
あしたのためにできること：
災害メモリアルイヤーの記憶

新潟日報社∥企画 369.3

村山談話20年目の真実 和田 政宗∥著 319.1 鎮魂と再生 赤坂 憲雄∥編 369.31

サウジアラビアと日本
－その素顔と絆

サウジアラビア王国
大使館文化部∥編 319.1 巨大津波災害から学ぶ 赤塚 雄三∥著 369.31

新アメリカ論 櫻井 よしこ∥著 319.11 仙台平野の歴史津波 飯沼/勇義∥著 369.31

池上彰のそこが知りたい!ロシア 池上 彰∥著 319.38 千年災禍の海辺学
東北学院大学震災の記録
プロジェクト金菱清(ゼミナール)
∥編

369.31

困難な選択　上・下
ヒラリー　ロダム
クリントン∥著

319.53 ３・１１を超えて
河北新報社
論説委員会∥編 369.31

世界から戦争がなくならない本当の理由 池上 彰∥著 319.8 中越地震から3800日
中越防災安全推進機構
復興プロセス研究会∥
著

369.31

社会科学
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東日本大震災復興研究　1
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 二重螺旋
ジェームス　D.ワトソン
∥[著] 464.27

つくることが生きること 中村/政人∥編 369.31 驚異の植物花の不思議 471

女たちが動く
みやぎの女性支援を
記録する会∥編著 369.31 きのこのき 新井 文彦∥[著] 474.85

震災学　vol.1創刊号(2012) 369.31 生きものの持ちかた 松橋 利光∥著 480.4

震災学 vol.2(2013) 369.31 虫とツーショット
森上 信夫∥
写真　文

486

震災学　vol.3(2013) 369.31 昆虫の擬態 海野 和男∥著 486.1

３・１１被災地子ども白書 大橋／雄介∥著 369.4 ナース発東日本大震災レポート
日本看護協会
出版会編集部∥編

492.92

「学力」の経済学 中室 牧子∥[著] 371.3 最新糖尿病に克つ生活読本 相磯 嘉孝∥著 493.12

子どもの命は守られたのか 数見／隆生∥編著 374.92 からだを冷やさない、まいにちのおやつ。 マイナビ∥編 493.14

ためらわない警察連携が生徒を守る 瀬田川 聡∥著 375.2
最新肝臓・胆のう・すい臓の
病気をよくする生活読本

横山 泉∥著 493.47

歴史認識の違いはこうして生まれる 金谷 俊一郎∥著 375.32 認知症を進ませない生活と介護 今井 幸充∥監修 493.76

鈴木翼&大友剛の0・1・2歳児
ちょこっと手あそび大集合! 鈴木 翼∥著 376.16

FBIプロファイラーが教える
「危ない人」の見分け方

ジョー　ナヴァロ∥著493.76

発達が気になる子の「できる」を増やす
からだ遊び 笹田 哲∥監修 378 不眠とうつ病 清水 徹男∥著 493.76

思春期男子の育て方 小崎 恭弘∥著 379.9
長尾先生、「近藤誠理論」の
どこが間違っているのですか? 長尾 和宏∥著 494.5

10歳までの子を持つ親が知っておきたいこと鍋田 恭孝∥著 379.9 歯の豆辞典 山田 博之∥著 497.1

会津物語 赤坂 憲雄∥編著 382.13 行くぞ!ロシナンテス 川原 尚行∥著 498.02

台所に敗戦はなかった 魚柄 仁之助∥著 383.81
感じる力をとり戻しココロとカラダを
シュッとさせる方法

藤本 靖∥著 498.3

パリジェンヌ流シンプル食ライフ 米澤 よう子∥著 383.84 トコトンやさしい食品添加物の本 仲村 健弘∥著 498.52

奇食珍食糞便録 椎名 誠∥著 383.9 減塩のコツ早わかり
牧野 直子∥
データ作成　指導 498.55

葬送儀礼と装いの比較文化史 増田 美子∥編著 385.6 酒と食のときめき養生術 帯津 良一∥著 498.58

懐紙で包む、まごころを贈る 長田 なお∥著 385.97 かんたん・おいしいチアシードレシピ ダニエラ　シガ∥著 498.58

「贈る」と「お返し」のマナー 松本 繁美∥監修 385.97 いのちの砦 芦崎 治∥著 498.89

アルマ望遠鏡が見た宇宙 平松 正顕∥監修 442.3 道路の日本史 武部 健一∥著 514.09

生命の星の条件を探る 阿部 豊∥著 445 ルポにっぽんのごみ 杉本 裕明∥著 518.52

知識ゼロからの異常気象入門 斉田 季実治∥著 451 まちづくり学への招待 オオバ技術本部∥著 518.8

巨大地震・巨大津波 平田/直∥著 453.21 くすりの害にあうということ
医薬ビジランス
センター∥編著 519.79

愛しのブロントサウルス
ブライアン
スウィーテク∥著

457.87 津波に負けない建物づくり・まちづくり 田中 礼治∥著 524.9

鉱物レシピ さとう かよこ∥著 459.9 「住まい」の秘密　一戸建て編 加藤 純∥著 527

自然科学 技術・実用書
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世界で一番美しい天井装飾 中島 智章∥監修 529
この1冊であんしん
はじめての幼児食事典

牧野 直子∥
監修　料理 599.3

トコトンやさしい切削工具の本 澤 武一∥著 532.6

トコトンやさしい圧力容器の本 大原 良友∥著 534.94 地方創生ビジネスの教科書 増田 寛也∥監修　解説601.1

野武士の航空機づくり 坪 圭介∥著 538.07 地域創生のデザイン 山崎 朗∥編著 601.1

カラー図解でわかる航空力学「超」入門 中村 寛治∥著 538.1 農家が教える手づくり加工・保存の知恵と技農山漁村文化協会∥編619

世界の航空機大図鑑
フィリップ
ホワイトマン∥総監修 538.6 犬の家庭医学 共立製薬株式会社∥編645.66

新しい航空管制の科学 園山 耕司∥著 538.86 コトラ、母になる 岩合 光昭∥著 645.7

人類が火星に移住する日
矢沢サイエンス
オフィス∥著 538.9 不器用なカレー食堂 鈴木 克明∥著 673.97

はじめよう!iPad困ったときのQ&A NHK出版∥編 548.29 明日のプランニング 佐藤 尚之∥著 674

石油と日本 中嶋 猪久生∥著 568.09 幸福を見つめるコピー 岩崎 俊一∥著 674.04

できれば服にお金と時間を使いたくない
ひとのための一生使える服選びの法則 大山 旬∥著 589.2

顧客の心をつかむニーズ多様化時代の
マーケティング戦略

明治営業企画本部
営業企画部∥監修 675

白いもの 伊藤 まさこ∥著 590.4 東北ライン全線・全駅・全配線　第8巻 川島 令三∥編著 686.21

電動ドリルの職人技 高橋 甫∥著 592.7 エアラインオペレーション入門
ANA総合研究所
∥編集 687.3

一番やさしいつくろい&お直しの教科書 鵜飼 睦子∥著 593.3

SOU・SOUまっすぐ縫いの本 SOU　SOU∥著 593.36 壊れた仏像の声を聴く 籔内 佐斗司∥著 718

きくちいまが伝えたい!40代からの
新・着物生活 きくち いま∥著 593.8 名画の謎　対決篇 中野 京子∥著 723

ブックカバーを作る えかた けい∥著 594 詩画とともに生きる 星野 富弘∥著 723.1

月と星と宇宙の手作りアクセサリー帖 主婦と生活社∥編 594 ひとりぼっちを笑うな 蛭子 能収∥[著] 726.1

売れっ子ハンドメイド作家になる本 たかはし あや∥著 594 お城のおばあちゃん 十河 博子∥著 726.5

クロスステッチで作るフランスの
かわいいピンクッション ビスコーニュ 594.2 長新太の脳内地図 長 新太∥[作] 726.6

ニットのクラッチバッグ 主婦と生活社∥編 594.3 ディック・ブルーナ 726.6

細胞美人 宇山 恵子∥著 595.5 ハンコの文化史 新関 欽哉∥著 739.02

ホットプレート黄金レシピ　2 かめ代∥著 596 ヒコーキ写真バイブル 743.5

出社30分前でも間に合う!
おいしい朝ごはん

結城 寿美江∥[著] 596 蛍の本 田中 達也∥著 743.6

新・子どもに食べさせたいおやつ 596 陸前高田 畠山 直哉∥著 748

餃子女子 玉城 ちはる∥著 596.22 TRUK LAGOON
古見 きゅう
∥写真　文

748

フレンチアンティークな
アイシングクッキー

桔梗 有香子∥著 596.65
和テイストビジューの
アクセサリーとこもの

751.9

純喫茶へ、1000軒 難波 里奈∥著 596.7 季節のおりがみ壁飾り 堀込 好子∥著 754.9

おひさまのようなママでいて 大日向 雅美∥著 599 戦火のマエストロ近衛秀麿 菅野 冬樹∥著 762.1

産業

芸術・スポーツ
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唄めぐり 石田 千∥著 767.51 向田邦子おしゃれの流儀 向田 和子∥編 910.27

ユーミン・陽水からみゆきまで 富澤 一誠∥著 767.8 東日本大震災句集  わたしの一句
宮城県
俳句協会∥編

911.37

オトナ時間。オンナ時間。 ともさか りえ∥著 772.1 高嶋英夫詩集  明日へ 高嶋/英夫∥著 911.56

満映とわたし 岸 富美子∥著 778.21 ありがとうの詩 911.57

勝つ!ハンドボール上達のコツ50 萩原 正芳∥監修 783.3 人間の分際 曽野 綾子∥著 917

サッカーポゼッションスタイル 徳永 尊信∥著 783.47 わたしに会うまでの1600キロ シェリル　ストレイド∥著 935.7

ジュニアサッカー賢者の知恵
サッカークリニック
∥編

783.47 謎とき『失われた時を求めて』 芳川 泰久∥著 953.7

野球ノートに書いた甲子園　3
高校野球ドットコム
編集部∥著

783.7 ウクライナ日記 アンドレイ　クルコフ∥著 985

本当の基本が身につく軟式野球入門
投手編

塩田 充夫∥著 783.7

サーフィンスタートBOOK NALU∥監修 785.3 サリンジャーに、マティーニを教わった 金原 瑞人∥著 914.6

テーピングで快適登山 高橋 仁∥著 786.1 気付くのが遅すぎて、 酒井 順子∥著 914.6

岐阜県警レスキュー最前線
岐阜県警察
山岳警備隊∥編

786.18 幸福な絶望 坂口 恭平∥著 914.6

キャンプスタートBOOK 786.3 ヨーコさんの“言葉” 佐野 洋子∥文 914.6

ロードバイクスタートBOOK 786.5 出会いの神秘 曽野 綾子∥著 914.6

水族館発!みんなが知りたい釣り魚の生態海野 徹也∥編著 787.1 大人の思想 外山 滋比古∥著 914.6

真説・長州力 田崎 健太∥著 788.2 常識の路上 町田 康∥著 914.6

はじめての合気道 千野 進∥監修 789.25 三谷幸喜のありふれた生活 13 三谷 幸喜∥著 914.6

おしゃれと無縁に生きる 村上 龍∥著 914.6

英語学習は早いほど良いのか
バトラー
後藤裕子∥著

807 おばちゃん街道 山口 恵以子∥著 914.6

国語と教育 柳田 国男∥著 810.4 夕暮れの時間に 山田 太一∥著 914.6

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 天野さんの傘 山田 稔∥著 914.6

「身体」を忘れた日本人 養老 孟司∥著 914.6

このミステリーがひどい! 小谷野 敦∥著 902.3 いのちのスタートライン 大久保 淳一∥著 916

角野栄子さんと
子どもの本の話をしよう

角野 栄子∥著 909 20代で隠居 大原 扁理∥著 916

文学者掃苔録図書館 大塚 英良∥著 910.26 戦後70年わたしの戦争体験 小説現代∥編 916

鷗外と漱石のあいだで 黒川 創∥著 910.26 あの日のわたし
あの日のわたし
編集委員会∥編

916

得意なことを継続すれば
それはあなたのスペシャルになる 童門 冬二∥著 910.27 タワシ王子の人生ゲーム 栂野 眞二∥著 916

人生は愛と友情と、そして
裏切りとでできている 西村 京太郎∥著 910.27 みんなの戦争証言

みんなの戦争証言
アーカイブス∥編

916

山崎豊子先生の素顔 野上 孝子∥著 910.27 妻が遺した一枚のレシピ 山田 和夫∥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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季節はうつる、メリーゴーランドのように 岡崎 琢磨∥著 N913.6

女主人公(ヒロイン) 赤川 次郎∥著 N913.6 偽造同盟 岡田 秀文∥著 N913.6

東京零年 赤川 次郎∥著 N913.6 ストールン・チャイルド 緒川 怜∥著 N913.6

放課後の厨房男子 秋川 滝美∥著 N913.6 金魚姫 荻原 浩∥著 N913.6

海のまほろば 秋月 達郎∥著 N913.6 スカラムーシュ・ムーン 海堂 尊∥著 N913.6

藪医ふらここ堂 朝井 まかて∥著 N913.6 詐騎士　外伝[2] かいとーこ∥[著] N913.6

チームFについて あさの あつこ∥[著] N913.6 連鶴 梶 よう子∥著 N913.6

金沢男川女川殺人事件 梓 林太郎∥著 N913.6 卜伝飄々 風野 真知雄∥著 N913.6

空棺の烏 阿部 智里∥著 N913.6 新選組颯爽録 門井 慶喜∥著 N913.6

姫神 安部 龍太郎∥著 N913.6 十号室 加藤 元∥著 N913.6

ハルカな花 天祢 涼∥著 N913.6 傘をもたない蟻たちは 加藤 シゲアキ∥著 N913.6

柘榴パズル 彩坂 美月∥著 N913.6 祝もものき事務所　4 茅田 砂胡∥著 N913.6

レッドスワンの星冠 綾崎 隼∥著 N913.6 颶風の王 河崎 秋子∥著 N913.6

炎の塔 五十嵐 貴久∥著 N913.6 署長・田中健一の憂鬱 川崎 草志∥著 N913.6

珈琲屋の人々 池永 陽∥著 N913.6 ふうてん剣客 菅野 国春∥著 N913.6

港、モンテビデオ いしい しんじ∥著 N913.6 不愉快犯 木内 一裕∥著 N913.6

フォアビート・ノスタルジー 石原 慎太郎∥著 N913.6 岳飛伝　14 北方 謙三∥著 N913.6

奇縁七景 乾 ルカ∥著 N913.6 吉祥寺物語 北沢 秋∥著 N913.6

双頭の蜥蜴(サラマンダー) 乾石 智子∥著 N913.6 亡国記 北野 慶∥著 N913.6

綺良のさくら 今井 絵美子∥[著]N913.6 世にもふしぎなゲームの物語 岐部 昌幸∥著 N913.6

梟のシエスタ 伊与原 新∥著 N913.6 甲州赤鬼伝 霧島 兵庫∥著 N913.6

太閤の巨いなる遺命 岩井 三四二∥著 N913.6 チェインドッグ 櫛木 理宇∥著 N913.6

為吉 宇江佐 真理∥著 N913.6 潮の音、空の青、海の詩 熊谷 達也∥著 N913.6

繭と絆 植松 三十里∥著 N913.6 道徳の時間 呉 勝浩∥著 N913.6

江戸川乱歩傑作集　2 江戸川 乱歩∥著 N913.6 記憶破断者 小林 泰三∥著 N913.6

江戸川乱歩傑作集　3 江戸川 乱歩∥著 N913.6 残業税 小前 亮∥著 N913.6

蜘蛛と蝶 大石 圭∥著 N913.6 プロフェッション 今野 敏∥著 N913.6

花燃ゆ　３ 大島 里美∥作 N913.6 校長、お電話です! 佐川 光晴∥著 N913.6

夜想曲 太田 忠司∥著 N913.6 砂の街路図 佐々木 譲∥著 N913.6

小説（日本）
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御奉行の頭の火照り 佐藤 雅美∥著 N913.6 黄泉醜女 花房 観音∥著 N913.6

与楽の飯 澤田 瞳子∥著 N913.6 武蔵 4 花村 萬月∥著 N913.6

似非遍路 澤田 ふじ子∥著 N913.6 悲素 帚木 蓬生∥著 N913.6

まれ　下 篠崎 絵里子∥作 N913.6 真昼の心中 坂東 眞砂子∥著 N913.6

猟犬の國 芝村 裕吏∥著 N913.6 笑う少年 樋口 有介∥著 N913.6

夏の裁断 島本 理生∥著 N913.6 彼女の人生は間違いじゃない 廣木 隆一∥著 N913.6

生還者 下村 敦史∥著 N913.6 前夜 黄 英治∥著 N913.6

踊り子と探偵とパリを 小路 幸也∥著 N913.6 猫に知られるなかれ 深町 秋生∥[著] N913.6

ボニンブルーのひかり 白石 まみ∥著 N913.6 晴れたらいいね 藤岡 陽子∥著 N913.6

ふたえ 白河 三兎∥著 N913.6 血の弔旗 藤田 宜永∥著 N913.6

熱血教師カオルちゃん 新堂 冬樹∥[著] N913.6 痛みの道標 古内 一絵∥著 N913.6

キングダム 新野 剛志∥著 N913.6 君死に給ふことなかれ 古川 薫∥著 N913.6

悲しみと無のあいだ 青来 有一∥著 N913.6 ストリート・クリスマス 古野 まほろ∥著 N913.6

煩悩の子 大道 珠貴∥著 N913.6 おちゃっぴい 堀川 アサコ∥著 N913.6

JUSTICE 大門 剛明∥著 N913.6 武士道ジェネレーション 誉田 哲也∥著 N913.6

富士山噴火 高嶋 哲夫∥著 N913.6 きわこのこと まさき としか∥著 N913.6

ロマンス タナダ ユキ∥著 N913.6 ミネルヴァの報復 深木 章子∥著 N913.6

おいしいものと恋のはなし 田辺 聖子∥著 N913.6 華を殺す 三沢 陽一∥著 N913.6

がらくた屋と月の夜話 谷 瑞恵∥著 N913.6 神さまのいる書店 三萩 せんや∥著 N913.6

黒猫の小夜曲(セレナーデ) 知念 実希人∥著 N913.6 帝国の女 宮木 あや子∥著 N913.6

火祭りの巫女 月原 渉∥著 N913.6 無名亭の夜 宮下 遼∥著 N913.6

Yの木 辻原 登∥著 N913.6 曽呂利! 谷津 矢車∥著 N913.6

まおゆう魔王勇者　3・4 橙乃 ままれ∥著 N913.6 東京23話 山内 マリコ∥著 N913.6

XY 徳永 圭∥著 N913.6 食堂のおばちゃん 山口 恵以子∥[著] N913.6

横濱王 永井 紗耶子∥著 N913.6 反人生 山崎 ナオコーラ∥著N913.6

星球 中澤 日菜子∥著 N913.6 鳥の会議 山下 澄人∥著 N913.6

掟上今日子の挑戦状 西尾 維新∥著 N913.6 啼かない鳥は空に溺れる 唯川 恵∥著 N913.6

十七八より 乗代 雄介∥著 N913.6 スマイルメイカー 横関 大∥著 N913.6

アンフェアな国 秦 建日子∥著 N913.6 ルパンの娘 横関 大∥著 N913.6
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葬送学者鬼木場あまねの事件簿 吉川 英梨∥著 N913.6 7は秘密 リンジー  フェイ∥著 BF933.7

名古屋16話 吉川 トリコ∥著 N913.6 密造人の娘
マーガレット
マロン∥著

BF933.7

王とサーカス 米澤 穂信∥著 N913.6 ゲルマニア
ハラルト
ギルバース∥著

BF943.7

ザ・ベストミステリーズ　2015
日本推理作家
協会∥編

N913.68 シンデレラたちの罪
クリスティーナ
オルソン∥著

BF949.83

冒険の森へ　17 N913.68 ボヴァリー夫人 フローベール∥[著] BF953.6

天使と歌う吸血鬼 赤川 次郎∥著 BN913.6

地球の中心までトンネルを掘る
ケヴィン
ウィルソン∥著 F933.7 桜(はな)吹雪 佐伯 泰英∥著 BN913.6

ジーン・ウルフの記念日の本 ジーン  ウルフ∥著 F933.7 鸚鵡楼の惨劇 真梨 幸子∥著 BN913.6

ヴァージン
ラディカ
サンガーニ∥著 F933.7 新・平家物語　20 吉川 英治∥著 BN913.6

ブリキの馬
ジャニス
スタインバーグ∥著 F933.7 海街diary 吉田 秋生∥原作 BN913.6

愛を返品した男 B.J.ノヴァク∥著 F933.7

幸せのグラス バーバラ　ピム∥[著] F933.7 ゼンリン住宅地図 仙台市 青葉区　201507 C4

魂の棺　1 リン  フルエリン∥著 F933.7

魂の棺　2 リン  フルエリン∥著 F933.7
平成２６年 第８回 臨時会
第９回 定例会 名取市議会会議資料 名取市議会 G318.4

ねじまき男と機械の心　上・下 マーク  ホダー∥[著] F933.7 名取市地域防災計画 名取市防災会議 G369.3

パリで待ち合わせ
デボラ
マッキンリー∥著 F933.7

ジョージ・サンダース殺人事件 クレイグ  ライス∥著 F933.7 残されていた久奈志利雑話 佐藤/義夫∥編 M211.9

街への鍵 ルース  レンデル∥著 F933.7 仙台学　vol.14(2012) M291.23

希望のかたわれ
メヒティルト
ボルマン∥著 F943.7 私の足跡 根深  善雄 M318

声
アーナルデュル
インドリダソン∥著

F949.53
東日本大震災に伴う仙台地裁の
事務処理・運用 安福 達也∥著 M327.123

105歳の料理人ローズの
愛と笑いと復讐

フランツ=オリヴィエ
ジズベール∥著 F953.7

みやぎシニア事典
みやぎシルバーネット別冊 M367.7

情熱のシーラ　下
マリーア
 ドゥエニャス∥著 F963 外国人県民のための防災ハンドブック M369

スーパーノート カスパー捜査官∥著 F973 明日へ  東日本大震災復旧・復興の記録
塩竈市震災記録誌
編集委員会∥編 M369.3

ANNE OF GREEN GABLE/
100YEARS OF ANNE

MONTGOMERY.L.M Y933.7
東日本大震災復旧期の取組記録誌
〈概要版〉（平成23年度～平成25年度） M369.3

東日本大震災復旧期の取組記録誌
〈本編〉（平成23年度～平成25年度） M369.3

誘拐された犬
スペンサー
クイン∥著

BF933.7 ３・１１あの日のこと、あの日からのこと
みやぎ教育文化
研究センター∥編

M369.31

水の葬送 アン  クリーヴス∥著 BF933.7 小さな町を呑みこんだ巨大津波
やまもと民話の会
∥編纂

M369.31

海辺の幽霊ゲストハウス E.J.コッパーマン∥著 BF933.7 小さな町を呑みこんだ巨大津波  第三集
やまもと民話の会
∥編纂

M369.31

ユダの窓
カーター
ディクスン∥著

BF933.7 小さな町を呑みこんだ巨大津波  第二集
やまもと民話の会
∥編纂

M369.31

小説（外国）

行政資料

郷土資料

文庫

地図
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卒業文集　平成２７年３月
みやぎいきいき学園
∥〔編〕

M379.47

よみがえれ海岸林 小山 晴子∥著 M656.55

あの日の子供たち
作文宮城６０号特別編

宮城県連合小学校教
育研究会国語研究部∥編 M816

気仙沼のこばなし 三陸ことば研究会∥編 M818.23

生ぎるっちゃ 方言を語り残そう会 M911

句集  遠蔵王 熊沢/れい子∥著 M911.36

寒き夏 宇津志 勇三∥著 M913.6

がんばりすぺ 伏見/恵子∥著 M916

みやぎ聞き書き村草子　第１２集
みやぎ聞き書き村
∥〔編〕 M916

みやぎ聞き書き村草子　第１５集
みやぎ聞き書き村
∥〔編〕 M916

みやぎ聞き書き村草子　第１１集
みやぎ聞き書き村
∥〔編〕 M916

防衛年鑑　2015年版 防衛年鑑刊行会∥編著R390.59

防衛ハンドブック　平成27年版
朝雲新聞社出版
業務部∥編著

R392.1076

君が僕の息子について
教えてくれたこと

V493.76

声優の現場 伊波 杏樹∥出演 V771.7

0から学ぶ旅の英会話 V837.8

うたおう!クリスマス 齋藤 彩夏∥歌 声 KV767.7

いたいのとんでけ～★ 香川 豊∥監督 KV778.77

スプーンたんたんたん 香川 豊∥監督 KV778.77

だいすきABC 香川 豊∥監督 KV778.77

はみがきしゅこしゅこ 香川 豊∥監督 KV778.77

ぼくは王さま 寺村 輝夫∥原作 KV778.77

参考資料

CD・DVD
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夢の守り手　2 廣嶋 玲子∥作 KN913.6

エミリーと妖精のひみつ　1 ホリー  ウェッブ∥作 KF933.7 パスワードUMA騒動 松原 秀行∥作 KN913.6

動物探偵ミア
ダイアナ
キンプトン∥作

KF933.7 おなやみ相談部 みうら かれん∥著 KN913.6

ベッツィ・メイとこいぬ
イーニッド
ブライトン∥作

KF933.7 キャベたまたんていちんぼつ船のひみつ 三田村 信行∥作 KN913.6

ベッツィ・メイとにんぎょう
イーニッド
ブライトン∥作

KF933.7 こわいおばけの話 村上 健司∥文 KN913.6

赤毛のアン L.M.モンゴメリ∥作 KF933.7 わらえるおばけの話 村上 健司∥文 KN913.6

ピッチの王様　2 ティロ∥文 KF943.7 魔女バジルとなぞのほうき星 茂市 久美子∥作 KN913.6

黒猫さんとメガネくんの学園祭 秋木 真∥作 KN913.6 サトミちゃんちの8男子　7 矢立 肇∥原案 KN913.6

黒猫さんとメガネくんの初恋同盟 秋木 真∥作 KN913.6 へいきの平太郎 寮 美千子∥ぶん KN913.6

電車でノリノリ 新井 けいこ∥作 KN913.6 秘密 小林 深雪∥[著] KN913.68

魔女学校物語 石崎 洋司∥作 KN913.6

かくれ家は空の上 柏葉 幸子∥作 KN913.6 本のことがわかる本　1 稲葉 茂勝∥文 K020

ほねほねザウルス　11
カバヤ食品株式会社
∥原案  監修

KN913.6 あそびのおうさまずかん　あそび K031

おばけ道、ただいま工事中!? 草野 あきこ∥作 KN913.6
むのたけじ
100歳のジャーナリストからきみへ　平和 むの たけじ∥著 K159.5

超常現象Qの時間　3 九段 まもる∥作 KN913.6 神さま・ほとけさま 本木 洋子∥文 K162.1

ダンシング☆ハイ　3 工藤 純子∥作 KN913.6 超ビジュアル!日本の歴史大事典 矢部 健太郎∥監修 K210.1

ポレポレ日記(ダイアリー) 倉橋 燿子∥作 KN913.6 ぬちどぅたから 真鍋 和子∥作 K219.9

ツツミマスさんと3つのおくりもの こがしわ かおり∥作 KN913.6 ぼくが5歳の子ども兵士だったとき
ジェシカ  ディー
ハンフリーズ∥作 K302.4

むらさき色の悪夢 斉藤 洋∥作 KN913.6 ドラえもん社会ワールド政治のしくみ
藤子　F　不二雄
∥まんが K312.1

月夜に見参! 斉藤 洋∥作 KN913.6 被爆者　続 会田 法行∥写真　文 K319.8

ちびまる子ちゃん劇場　6 さくら ももこ∥原作 KN913.6
声に出して読みたい
小中学生にもわかる日本国憲法 齋藤 孝∥著 K323.14

たぬきがくるよ 高科 正信∥作 KN913.6 リサとなかまたち、民法に挑む 大村 敦志∥著 K324

天と地の方程式　1 富安 陽子∥著 KN913.6 夢をかなえる職業ガイド PHP研究所∥編 K366.29

おしりたんてい むらさきふじんの
あんごうじけん トロル∥さく  え KN913.6 犬たちがくれた音 高橋 うらら∥著 K369.276

べんり屋、寺岡の秋。 中山 聖子∥作 KN913.6 命のバトン 堀米 薫∥文 K369.31

華麗なる探偵アリス&ペンギン　4 南房 秀久∥著 KN913.6 すしのひみつ 日比野 光敏∥著 K383.81

川床にえくぼが三つ にしがき ようこ∥著 KN913.6 冠婚葬祭儀式のひみつ 鳥飼 規世∥漫画 K385

満員御霊!ゆうれい塾　3 野泉 マヤ∥作 KN913.6 目でみる算数の図鑑 清水 美憲∥監修 K410

小さい潜水艦に恋をした
でかすぎるクジラの話 野坂 昭如∥原作 KN913.6 宇宙のクイズ図鑑 K440

児童書（そのほか）

児童書（ものがたり）
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はれるんのお天気教室 岩槻 秀明∥文 K451 さあ、しゃしんをとりますよ
ナンシー
ウィラード∥文 Eﾊｲｲﾛ

新発見の恐竜大集合! 講談社∥編 K457.87 ガスパールこいをする アン  グットマン∥ぶんEﾊｲｲﾛ

ティラノサウルス たかし よいち∥文 K457.87 ちがうねん ジョン  クラッセン∥作 Eﾊｲｲﾛ

なぜ?の図鑑 恐竜 真鍋 真∥監修 K457.87 壁
トム  クロージー
コール∥作  絵 Eﾊｲｲﾛ

さがそう!マイゴノサウルス やました こうへい∥作 K457.87 飛行士と星の王子さま
ピーター  シス
∥文  絵 Eﾊｲｲﾛ

生き物のふえかた大研究
長谷川
 眞理子∥監修

K463.8 いちばにいくファルガさん
チトラ
サウンダー∥文 Eﾊｲｲﾛ

なぜ?の図鑑 動物 今泉 忠明∥監修 K480.38 パパ・ヴァイト
インゲ
 ドイチュクローン∥作 Eﾊｲｲﾛ

気をつけろ!猛毒生物大図鑑　1 今泉 忠明∥著 K481.9 シルヴィーどうぶつえんへいく
ジョン
バーニンガム∥さく Eﾊｲｲﾛ

なぜ?の図鑑 昆虫 岡島 秀治∥監修 K486.038 だいすきなパパへ
ジェシカ
バグリー∥作 Eﾊｲｲﾛ

ずかん さなぎ 鈴木 知之∥著　写真 K486.1 ノックノック
ダニエル
ビーティー∥文 Eﾊｲｲﾛ

カブトムシvs.クワガタムシ
強いのはどっちだ! 本郷 儀人∥著 K486.6 そらとぶじゅうたんでせかいいっしゅう

ステラ
ブラックストーン∥文 Eﾊｲｲﾛ

アリのくらしに大接近 丸山 宗利∥文 K486.7 トリック・ホラー・ナイト
マシュー
ラビリンス∥作 Eﾊｲｲﾛ

アリの巣のお客さん 丸山 宗利∥文 K486.7 ちいさなねずみのクリスマス
アン
モーティマー∥作　絵 Eﾊｲｲﾛ

ギョギョギョ!おしえて!さかなクン さかなクン∥著　絵 K487.5 ほしをひろった?ムーミントロール
トーベ  ヤンソン
∥原作  絵 Eﾊｲｲﾛ

ジンベエザメのはこびかた 松橋 利光∥写真 K487.54 ことらちゃんの冒険 石井 桃子∥お話 Eﾌｶ

グラノーラ・コーンフレークのひみつ 山口 育孝∥漫画 K588 ジャッキーつきへいく あだち なみ∥絵 Eﾐﾄﾞﾘ

お米ができるまで 岩貞 るみこ∥作 K616.2 海の小学校 あまん きみこ∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

美しすぎる女神 小池 寿子∥監修 K723.05 明けない夜はないから
宮城県の子どもたち
+荒井良二∥絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ビックリ3D図鑑 ジュラシック・ワールド
キャロライン
ローランズ∥作

K778.253おれさまはようかいやで あんず ゆき∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

長友佑都 本郷 陽二∥編 K783.47 世界一のパン 市居 みか∥絵と文 Eﾐﾄﾞﾘ

サッカーのクイズ図鑑 K783.47 ペンギンのパンゴー 市川 里美∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

すぐに使える!はじめての敬語　3 唐沢 明∥文 K815.8 フランダースの犬
ルイズ  ド
ラ  ラメー∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ

大きらいなやつがいる君のための
リベンジマニュアル

豊島 ミホ∥著 K914.6 タケノコごはん 大島 渚∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

わたしが子どものころ戦争があった 野上 暁∥編 K916 チェリーひめのかくれんぼ かとう ようこ∥作 絵 Eﾐﾄﾞﾘ

流れる星は生きている 藤原 てい∥著 K916 どろろんびょういんたいへんたいへん 苅田 澄子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

どうぶつしんちょうそくてい
聞かせ屋。
けいたろう∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ケーキをもって 浦中 こういち∥作 Eｱｶ みんな きくち ちき∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

とうもろこしくんがね…
とよた かずひこ
∥さく  え Eｱｶ シロクマゆうびんきょく 木島 誠悟∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

くまのアーネストおじさんと
セレスティーヌ

ガブリエル
 バンサン∥原作 Eﾊｲｲﾛ できることおてつだい くすのき しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

絵本
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よめるよめるもじのえほん こくぼ みゆき∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

びっくりおおかみ 佐々木 マキ∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

りゅうじんさまは歯がいたい 関屋 敏隆∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

おつきみおばけ せな けいこ∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ようかいばぁ
そらとぶえんばん
∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

空にさく戦争の花火 高橋 秀雄∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

だるまだ! 高畠 那生∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

ざしきぼっこ 武田 美穂∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

カメくんとアップルパイ 谷口 智則∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

わたあめおばけ
とよた  かずひこ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

どろきょうりゅう 中川 ひろたか∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

名古屋うみゃあもんのうた 長谷川 義史∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

あしにょきにょきにょき 深見 春夫∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

おぼんぼんぼんぼんおどりの日! ますだ ゆうこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ヘンテコシャンプー
みやにし たつや
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ちいさなおおきなき 夢枕 獏∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

THIS IS NOT MY HAT JON KLASSEN YE

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ｵﾚﾝｼﾞ・・・知識えほん 

Eﾊｲｲﾛ・・・・外国のえほん 

Eﾐﾄﾞﾘ・・・・・日本のえほん 

Eﾑﾗｻｷ・・・大人向けえほん 
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