
購入図書案内　11月号
2015年　9月受入分　No.297　　　　名　取　市　図　書　館

ストーリー思考で奇跡が起きる 小山 竜央∥著 159

「仕事が速い人」のエクセル関数術 007.63 大人の断捨離手帖 やました ひでこ∥著 159

ＬＲＧ ライブラリー・リソース・ガイド
第１１号／２０１５年春号 010.1 年齢逆転本 西村 有紀子∥著 159.6

日本目録規則
日本図書館協会
目録委員会∥編 014.32 50歳からの生き方 佐々木 常夫∥著 159.79

NDCへの招待 蟹瀬 智弘∥著 014.4 宗教学大図鑑 ドーリング
キンダースリー社∥編 161

日本十進分類法　1・2 もり きよし∥原編 014.45 にっぽん神社とお寺の旅
K&Bパブリッシャーズ
編集部∥編 175.9

基本件名標目表
日本図書館協会
件名標目委員会∥編 014.49

死では終わらない
物語について書こうと思う 釈 徹宗∥著 180.4

基本件名標目表
分類体系順標目表・階層構造標目表

日本図書館協会
件名標目委員会∥編 014.49

名取市図書館要覧  平成23年度 016.212 ナチュラル・ボーン・ヒーローズ
クリストファー
マクドゥーガル∥著 209.74

名取市図書館要覧  平成24年度 016.212 岩波講座日本歴史　第１８巻 大津 透∥編集委員 210.08

名取市図書館要覧  平成25年度 016.212 岩波講座日本歴史　第５巻 大津 透∥編集委員 210.08

名取市図書館要覧  平成26年度 016.212 古代日本正史 原田 常治∥著 210.3

ちょっとの時間で魅力up!!
本棚のディスプレイ

さわだ さちこ∥著 017 上代日本正史 原田 常治∥[著] 210.32

子どもと読みたい100冊の本 019.5 恋する武士闘う貴族 関 幸彦∥著 210.4

グループでもできるビブリオトーク 笹倉 剛∥著 019.9 復刻アサヒグラフ昭和二十年 朝日新聞出版∥編 210.75

日本児童図書出版協会の六十年
『日本児童図書出版協会
の六十年』編集委員会∥編
集

023.06 日本が戦ってくれて感謝しています　2 井上 和彦∥著 210.75

GHQ焚書図書開封 11 西尾 幹二∥著 023.8 大東亜戦争を知らない日本人へ 田母神 俊雄∥著 210.75

ギネス世界記録 2016
クレイグ
グレンディ∥編 031.5 証言記録市民たちの戦争 1

NHK「戦争証言」
プロジェクト∥編 210.75

朝日新聞  号外縮刷版
創刊１３５周年記念 071 写真で見る太平洋戦争　３ 保阪 正康∥監修 210.75

朝日新聞  重大ニュース  縮刷版
創刊１３５周年記念 071 歴史問題ハンドブック 東郷 和彦∥編 210.76

敗戦後遺症を乗り越えて 210.76

犬の力を知っていますか? 池田 晶子∥著 104 ヴァイマル憲法とヒトラー 池田 浩士∥著 234.07

実験・実習で学ぶ心理学の基礎 日本心理学会認定心理士
資格認定委員会∥編 140 ヒトラーとナチ・ドイツ 石田 勇治∥著 234.07

ぼくらの戦略思考研究部 鈴木 貴博∥著 141.5 私を通りすぎたマドンナたち 佐々 淳行∥著 281.04

執着 生きづらさの正体 香山 リカ∥著 146.8 ボーイズ・ビー・アンビシャス　第５集 281.04

二宮金次郎の対話と手紙 第一
小田原編 （少年・青年期） 157.2 満州と岸信介 太田 尚樹∥著 289.1

自分革命 一色 真宇∥著 159 小さなことの積み重ね 高橋 幸枝∥著 289.1

哲学・宗教

総記

歴史・地理
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今を生きる『武士の娘』 星野 知子∥編著 289.1 ゴーストタウンから死者は出ない 小熊 英二∥編著 369.31

アンネ・フランク・ハウス
ものがたりのあるミュージアム

アンネ・フランク
・ハウス∥編 289.3

３．１１の衝撃
震災・原発－特報部は伝えた 東京新聞∥編 369.31

驚きの絶景ここが日本!?
絶景トラベル
研究会∥著 291.09 ボランティア奮闘記

日本財団広報
グループ∥編 369.31

るるぶ箱根熱海湯河原小田原　2015 291.37 被災地の子どもと大学生 宮城教育大学 369.31

歴史でめぐる伏見の旅
「THE伏見」
編集部∥編 291.62

AERA臨時増刊号 No.15
東日本大震災１００人の証言 369.31

西湖夢尋 張 岱∥[著] 292.22
saveMLAK Newsletter
創刊号～第20号（2012.2～2013.10） 369.31

オモシロはみだし台湾さんぽ 奥谷 道草∥著 292.24 それいけ、ぼらっぺ 369.31

冒険歌手 峠 恵子∥著 292.47 縁 創刊号・第２号・第３号・第４号 369.31

フィンランドのおじさんになる方法。 森下 圭子∥著 293.89 写真記録東日本大震災 369.31

東日本大震災 369.31

現代フランス 渡邊 啓貴∥著 312.35
東日本大震災
自衛隊・アメリカ軍全記録 369.31

国会便覧　平成27年8月新版 314.04
復刊アサヒグラフ 全記録
東北が泣いた一年 369.31

「地方創生」でまちは活性化する 小林 勇治∥編著 318.6 ヴィクトリア時代の衣装と暮らし 石井 理恵子∥執筆 383.1

原典でよむ20世紀の平和思想 小菅 信子∥編 319.8 新・自衛隊論
自衛隊を活かす会
∥編著 392.11

法情報の調べ方入門
ロー　ライブラリアン
研究会∥編 320.7 知る沖縄 木村 司∥著 395.39

全図解わかりやすい借地の法律 矢島 忠純∥共著 324.81 昭和陸軍全史　3 川田 稔∥著 396.21

脱出老人 水谷 竹秀∥著 334.42

イーロン・マスク
アシュリー
バンス∥著 335.13

カラーイラストで見る恐竜・
先史時代の動物百科

ダグラス
パーマー∥編 457.8

国債が暴落しても
長期投資家は平気だよ 澤上 篤人∥著 338.16 6度目の大絶滅

エリザベス
コルバート∥著 467.5

世界の権力者が寵愛した銀行
エルヴェ
ファルチャーニ∥著 338.8 プラントハンター西畠清順 NHK取材班∥編 470.73

日曜日のハローワーク 小田 豊二∥著 366.29
先生、洞窟でコウモリとアナグマが
同居しています! 小林 朋道∥著 481.78

強いおばさん弱いおじさん 小川 有里∥著 367.3 日本のクワガタムシ・カブトムシ観察図鑑 吉田 賢治∥著 486.6

すぐそばにある「貧困」 大西 連∥著 368.2 人生最後のご馳走 青山 ゆみこ∥著 490.14

真夜中の北京 ポール　フレンチ∥著 368.61 「安静」が危ない!1日で2歳も老化する! 上月 正博∥著 492.5

東日本大震災１・２
毎日新聞出版
企画室∥編集 369 写真図解操体法の実際 茂貫 雅嵩∥編著 492.79

東北関東大震災全記録 山口 一臣∥編集 369 1型糖尿病を2025年までに治します! 清水 風外∥絵と文 493.12

失敗しない介護施設選び 横江 金夫∥著 369.26 ふたり 高山 文彦∥著 493.15

盲導犬の子犬と暮らした358日 山口 花∥著 369.28 ひとり、家で穏やかに死ぬ方法 川越 厚∥著 494.5

東日本大震災  復興の記録 369.3 子宮筋腫 佐藤 孝道∥著 495.43

自然科学

社会科学
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体が蘇る3分間呼吸法 帯津 良一∥著 498.34 世界の米料理 荻野 恭子∥著 596.3

薬局マネジメント3.0 狭間 研至∥著 499.1 こどもが喜ぶスープジャーのお弁当 渡辺 あきこ∥著 596.4

アロマテラピー用語辞典 亀岡 弘∥監修 499.87 いちばんくわしいパン事典
東京製菓学校
∥監修

596.63

環境カオリスタ検定公式テキスト 藤田 成吉∥監修 499.87
みのたけ製菓の
アイスボックスクッキー

みのたけ製菓∥著 596.65

この世界が消えたあとの
科学文明のつくりかた

ルイス
ダートネル∥著 504 ダーチャですごす緑の週末 豊田 菜穂子∥著 611.98

技術大国幻想の終わり 畑村 洋太郎∥著 509.21 稲のことば田のこころ 及川 栄光∥著 616.2

河川3月号  68巻  第3号（通巻788号） 517 ごぼう 冨岡 典子∥著 626.47

河川4月号  67巻  第4号（通巻777号） 517 椿 有岡 利幸∥著 627.76

レイチェル・カーソンはこう考えた 多田 満∥著 519 世界でいちばん幸せな猫 リサ　ウォレン∥著 645.7

伊東豊雄子ども建築塾
伊東 豊雄∥
[ほか]著

520.7 老猫と歩けば。 斉藤 ユカ∥著 645.7

新幹線から見える日本の名城 加唐 亜紀∥著 521.82 くらべてわかるきのこ 大作 晃一∥写真 657.82

一度は歩きたい!日本の町並み
伝統的町並み
研究会∥編著

521.86 鱈 赤羽 正春∥著 664.65

原発労働者 寺尾 紗穂∥著 543.5 警備員・セキュリティスタッフになるには 山中 伊知郎∥著 673.93

インテル
マイケル
マローン∥著

549.07 まだある。　玩具編 初見 健一∥著 675.1

海上保安レポート 海上保安庁∥編集 557.8 東北ライン全線・全駅・全配線　第9巻 川島 令三∥編著 686.21

昭和レトロ自販機大百科 越野 弘之∥著 582.4 東海道新幹線運転席へようこそ にわ あつし∥著 686.21

織物 植村 和代∥著 586.72
憧れのリゾート観光列車
全国鉄道トラベルGUIDE

ベストフィールズ∥著 686.21

絶対楽しい!親子で行けるおいしい工場見学 588.09 エアラインGUIDE BOOK
中西 克吉∥
[ほか]本文執筆 687

酒 吉田 元∥著 588.5 マンガ・うんちくエアライン 平尾 ナヲキ∥著 687.04

はじめてでもこれ1冊できちんとわかる
棒針編みの基本BOOK 鎌田 恵美子∥著 594.3 ANAが大切にしている習慣

ANAビジネス
ソリューション∥著 687.07

わたしは仕立て屋さん 高原 ゆかり∥著 594.9 世界の郵便ポスト 酒井 正雄∥著 693

裂き織り大全 箕輪 直子∥著 594.9

男の身だしなみ100の基本 藤村 岳∥著 595 岡本太郎にであう旅 岡本 太郎∥[作] 708.7

理系の料理 五藤 隆介∥著 596 「絶筆」で人間を読む 中野 京子∥著 723.05

時短×カンタン×おうちごはん 武田 真由美∥[著] 596 モンプチ  嫁はフランス人 じゃんぽーる  西 726.1

あの人が愛した昼めしの店
NHK「サラメシ」
制作班∥編 596 宇宙を撮りたい、風船で。 岩谷 圭介∥著 746.5

覚悟のすき焼き 宇田川 悟∥著 596.04 だから、生きる。 つんく♂∥著 767.8

料理ができる男は無敵である 福本 陽子∥著 596.04 新しい道徳 北野 武∥著 778.21

芸術・スポーツ

産業技術・実用書
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羽生結弦語録 羽生 結弦∥著 784.65 歌の旅びと　上・下 五木 寛之∥著 915.6

老妻だって介護はつらいよ 沖藤 典子∥著 916

上流の日本語 本郷 陽二∥著 814.9

新しい文章力の教室 唐木 元∥著 816 御用船帰還せず 相場 英雄∥著 N913.6

似ている英語 おかべ たかし∥文 834 厭世マニュアル 阿川 せんり∥著 N913.6

聖母 秋吉 理香子∥著 N913.6

海外SFハンドブック 早川書房編集部∥編 902.3 レッドスワンの絶命 綾崎 隼∥著 N913.6

海外ミステリ・ハンドブック 早川書房編集部∥編 902.3 鯨分限 伊東 潤∥著 N913.6

文学の空気のあるところ 荒川 洋治∥著 910.26
井上ひさし短編中編小説集成
第９巻・第１０巻・第１１巻 井上 ひさし∥著 N913.6

賢治さんのイーハトヴ 井上 寿彦∥著 910.27 Masato 岩城 けい∥著 N913.6

わたしの木下杢太郎 岩阪 恵子∥著 910.27 セント・イージス号の武勲 上田 早夕里∥著 N913.6

1冊でわかる村上春樹
村上春樹を
読み解く会∥著

910.27 シャッフル航法 円城 塔∥著 N913.6

はじめてのやさしい短歌のつくりかた 横山 未来子∥著 911.11 空色の小鳥 大崎 梢∥著 N913.6

風雲月露 柏原 眠雨∥著 911.3 琥珀のまたたき 小川 洋子∥著 N913.6

連句日和 笹 公人∥著 911.38 たらふくつるてん 奥山 景布子∥著 N913.6

シルバー川柳　５
全国有料老人ホーム
協会∥編 911.47 ゾンビ日記　２ 押井 守∥[著] N913.6

第二楽章 吉永 小百合∥編 911.57 ワクチンX 桂 望実∥著 N913.6

七五調源氏物語　２ [紫式部∥原著] 913.37 確率捜査官御子柴岳人　2 神永 学∥著 N913.6

カフェ、はじめます 岸本 葉子∥著 N913.6

枕草子 山口 仲美∥著 914.3 中野のお父さん 北村 薫∥著 N913.6

太古からの道 内野 久美子∥著 914.6 黒闇 草凪 優∥著 N913.6

まにまに 西 加奈子∥著 914.6 小説新聞社販売局 幸田 泉∥著 N913.6

大放言 百田 尚樹∥著 914.6 テルアビブの犬 小手鞠 るい∥著 N913.6

にょにょにょっ記 穂村 弘∥著 914.6 潮流 今野 敏∥[著] N913.6

<よりぬき>あたらしいあたりまえ。 松浦 弥太郎∥著 914.6 犬の掟 佐々木 譲∥著 N913.6

職業としての小説家 村上 春樹∥著 914.6 花鳥茶屋せせらぎ 志川 節子∥著 N913.6

きれいなシワの作り方 村田 沙耶香∥著 914.6 犯人に告ぐ　２ 雫井 脩介∥著 N913.6

今日を限りに生きる。 吉沢 久子∥著 914.6 下山事件 暗殺者たちの夏 柴田 哲孝∥著 N913.6

「言葉の力」を感じるとき
言の葉協会
編集委員会∥編 914.68 花咲小路二丁目の花乃子さん 小路 幸也∥著 N913.6

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ

言語

小説（日本）

文学
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小説の書きかた 須藤 靖貴∥著 N913.6 龍馬奔る　２ 山本 一力∥[著] N913.6

仮面と生きた男 瀬崎 智文∥原案 N913.6 幸せになりやがれ 雪舟 えま∥著 N913.6

異世界居酒屋「のぶ」　１杯目 蟬川 夏哉∥著 N913.6 孤狼の血 柚月 裕子∥著 N913.6

失恋天国 瀧羽 麻子∥著 N913.6 虚ろまんてぃっく 吉村 萬壱∥著 N913.6

海から何かがやってくる 田中 芳樹∥著 N913.6 激動東京五輪1964 大沢 在昌∥著 N913.68

日替わりオフィス 田丸 雅智∥著 N913.6 冒険の森へ　20 N913.68

赤い糸 出久根 達郎∥著 N913.6

十字の記憶 堂場 瞬一∥著 N913.6 カルニヴィア
ジョナサン
ホルト∥著 F933.7

終戦のマグノリア 戸松 淳矩∥著 N913.6 服従
ミシェル
ウエルベック∥著 F953.7

総理にされた男 中山 七里∥著 N913.6

僕はもう憑かれたよ 七尾 与史∥著 N913.6 レーン最後の事件
エラリー
クイーン∥[著]

BF933.7

エンドレスナイト殺人事件 西村 京太郎∥著 N913.6 大尉の盟約
ロイス  マクマスター
ビジョルド∥著

BF933.7

十津川警部絹の遺産と上信電鉄 西村 京太郎∥著 N913.6 書店猫ハムレットの跳躍 アリ  ブランドン∥著 BF933.7

水曜日の凱歌 乃南 アサ∥著 N913.6 もう過去はいらない
ダニエル
フリードマン∥著

BF933.7

スクラップ・アンド・ビルド 羽田 圭介∥著 N913.6 怪盗ニック全仕事
エドワード
 D.ホック∥著

BF933.7

雪の蛍 華城 都美緒∥著 N913.6 まるで天使のような
マーガレット
ミラー∥著

BF933.7

鬼神の如く 葉室 麟∥著 N913.6 シチリアの獅子に抱かれて
リサ  マリー
ライス∥著

BF933.7

風かおる 葉室 麟∥著 N913.6 紅い風車 篠 綾子∥著 BN913.6

マイストーリー 林 真理子∥著 N913.6 黒百合 多島 斗志之∥著 BN913.6

戦場のコックたち 深緑 野分∥著 N913.6 レアリア 雪乃 紗衣∥著 BN913.6

呪文 星野 智幸∥著 N913.6

プラージュ 誉田 哲也∥著 N913.6 消防概要 名取市消防本部 G317.7

アルテーミスの采配 真梨 幸子∥著 N913.6 広報しおがま
塩竃市総務部
政策課∥編 G318.2

湖底の城　６巻 宮城谷 昌光∥著 N913.6
名取市高齢者福祉計画
第６期介護保険事業計画

G369.26

羊と鋼の森 宮下 奈都∥著 N913.6
第４期名取市障害福祉計画
平成２７年度から平成２９年度 名取市 G369.27

ここはボツコニアン　５ 宮部 みゆき∥著 N913.6
名取市障害者計画
平成２７年度から平成３２年度 名取市 G369.27

そして、何も残らない 森 晶麿∥著 N913.6
名取市子ども・子育て支援事業計画
平成２７年度～平成３１年度 名取市 G369.4

Aではない君と 薬丸 岳∥著 N913.6 教育要覧 名取市の教育
名取市教育
委員会∥編 G372.1

出張料理・おりおり堂　神無月～弥生 安田 依央∥著 N913.6

行政資料

小説（外国）

文庫
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幕末戊辰仙台藩の群像 栗原 伸一郎 ∥著 M210.5

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

東日本大震災宮城 M369.31

明日に向かって 宮城県中学校長会 M374.13

マリンピア松島水族館メモリアルBOOK
マリンピア松島水族館・
マリンピアクラブ∥著

M480.76

みちのく櫂草子
みちのく櫂
草子の会∥〔編〕 M916

外交青書 外務省∥編集 R319.1

六法全書 西田 典之∥編集代表 R320.91

日本統計年鑑 総務省統計局∥編集 R351

住民基本台帳人口要覧 R358.1

全国学校総覧
全国学校データ
研究所∥編

R370.35

日本の防衛 防衛省∥編集 R392.1076

後世へ語る被爆体験
宮城県原爆被害者の会 V319

ボーエもんの防衛だもん よくわかる自衛隊 KV317.29

ちびまる子ちゃん 須田 裕美子∥監督 KV778.77

参考資料

郷土資料

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

ロスト・ワールド コナン  ドイル∥作 KF933.6 イスタンブルで猫さがし 新藤 悦子∥作 KN913.6

ちゃいろいつつみ紙のはなし アリソン  アトリー∥作 KF933.7 にゃんともクラブ 竹下 文子∥作 KN913.6

サメ王国のグレイ　1
E.J.アルトバッカー
∥著

KF933.7 でかでか人とちびちび人 立原 えりか∥作 KN913.6

ルイージといじわるなへいたいさん
ルイス
スロボドキン∥作  絵

KF933.7 ステラと未来 種田 陽平∥原案  絵 KN913.6

闇の炎
クリス
ダレーシー∥著

KF933.7 天と地の方程式　2 富安 陽子∥著 KN913.6

ペンダーウィックの四姉妹　２
ジーン
バーズオール∥作

KF933.7 小学生まじょのふしぎなぼうし 中島 和子∥作 KN913.6

王女さまのお手紙つき　1・2
ポーラ
ハリソン∥原作

KF933.7 岸辺のヤービ 梨木 香歩∥著 KN913.6

さらわれたおとぎ話
イアン
ベック∥作  絵

KF933.7 らくだい魔女と迷宮の宝石 成田 サトコ∥作 KN913.6

夢見る犬たち
クリフ  マクニッシュ
∥作

KF933.7 トリシアは魔法のお医者さん!!　10 南房 秀久∥作 KN913.6

月にハミング
マイケル
モーパーゴ∥作

KF933.7 アカシア書店営業中! 濱野 京子∥作 KN913.6

走れ、風のように
マイケル
モーパーゴ∥作

KF933.7 大中小探偵クラブ はやみね かおる∥作 KN913.6

おたずねもの姉妹の探偵修行　File#2 M.E.ラブ∥著 KF933.7 予知夢がくる!　6 東 多江子∥作 KN913.6

暗号クラブ　5
ペニー
ワーナー∥著

KF933.7 ふしぎ駄菓子屋銭天堂　５ 廣嶋 玲子∥作 KN913.6

動物と話せる少女リリアーネ
スペシャル3

タニヤ
シュテーブナー∥著

KF943.7 IQ探偵ムー 絵画泥棒の挑戦状 深沢 美潮∥作 KN913.6

タラ・ダンカン　12（上）（下）
ソフィー  オドゥワン=
マミコニアン∥著

KF953.7 ひみつのきもちぎんこう ふじもと みさと∥作 KN913.6

パール街の少年たち
モルナール
フェレンツ∥作

KF993.73 テレビのずるやすみ 村上 しいこ∥さく KN913.6

ルルとララのミルキープリン
あんびる
やすこ∥作  絵

KN913.6 アサギをよぶ声　2 森川 成美∥作 KN913.6

新妖界ナビ・ルナ×摩訶不思議ネコ・
ムスビ最強ファンブック

池田 美代子∥作 KN913.6 なかよくなれたね 森山 京∥作 KN913.6

めだかの王様 岡田 潤∥作  画 KN913.6 ルルン=ナンダーのほし
やなせ たかし
∥作  絵

KN913.6

おりょうり犬ポッピー
たんじょうびのカレーじけん 丘紫 真璃∥作 KN913.6 まほうデパート本日かいてん! 山野辺 一記∥作 KN913.6

岬のマヨイガ 柏葉 幸子∥著 KN913.6 ばけねこホテルのわな
やまもと しょうぞう
∥作  絵

KN913.6

ほねほねザウルス　14
カバヤ食品株式会社
∥原案  監修

KN913.6 おばけえんそく 吉田 純子∥作 KN913.6

かゆいのかゆいのとんでいけ! 川北 亮司∥作 KN913.6 プリ♥プリ♥プリン姫　3 吉田 純子∥作 KN913.6

ふしぎなコウモリガサ 如月 かずさ∥作 KN913.6 イラストストーリー妖怪ウォッチ　3
レベルファイブ
∥原作  監修

KN913.6

グッドジョブガールズ 草野 たき∥著 KN913.6

いじめレジスタンス 黒野 伸一∥作 KN913.6 本のことがわかる本　2 稲葉 茂勝∥文 K020

男の子ってなんでできてる? 小林 深雪∥作 KN913.6 ふれあいしぜん図鑑　秋 横山 洋子∥監修 K031

がっこうのおばけずかん 斉藤 洋∥作 KN913.6 あそびのおうさまずかん K031

児童書（ものがたり）

児童書（そのほか）
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10代からの心理学図鑑
マーカス
ウィークス∥著 K140 農業の発明発見物語　2 小泉 光久∥著 K612.1

ハッピーになれる心理テスト 森 冬生∥著 K140 犬たちをおくる日 今西 乃子∥著 K645.6

夢はどうしてかなわないの? 大野 正人∥作 K159.5 イヌ・ネコ
ジャパンケネル
クラブ∥監修 K645.6

命はどうしてたいせつなの? 大野 正人∥作 K159.5 見学!日本の大企業セコム こどもくらぶ∥編さん K673.93

キング牧師とローザ・パークス
ラファエル
フリエル∥原作

K198.62 考えよう!やってみよう!フェアトレード　1 渡辺 龍也∥監修 K678.2

兵士になったクマ ヴォイテク
ビビ　デュモン
タック∥著

K209.74 昔の玩具大図鑑 井上 重義∥監修 K759.021

国旗のクイズ図鑑 K288.9 スポーツナビゲーターのひみつ 宮原 美香∥漫画 K780.67

テレビを発明した少年
キャスリーン
クルル∥文

K289.3 バロテッリ マイケル　パート∥著 K783.47

都道府県のクイズ図鑑 K291 長谷部誠 本郷 陽二∥編 K783.47

セルマの行進
リンダ　ブラックモン
ロワリー∥原作

K316.853 言葉は大事だ!じてん　2 荒賀 賢二∥絵 K809

こんなにすごい!日本国憲法　シリーズ3 上田 勝美∥監修 K323.14

現場で働く人たち　１ こどもくらぶ∥編　著 K366.29ふうせんいぬティニーうわさずきのペリカン
ふうせんいぬティニー
製作委員会∥監修 Eｱｵ

幸せとまずしさの教室 石井 光太∥著 K367.6 おつきさまのかぞえうた 新井 洋行∥[作] Eｱｶ

知っておきたい障がいのある人のSOS
1・2・3・4・5・別巻 河東田 博∥著 K369.27 ぱぴぷぺぽーず 新井 洋行∥著 Eｱｶ

世界のともだち　25・26 K384.5 おやすみでんしゃ 木戸 直子∥え Eｱｶ

雲・天気 K451.038 わらう さこ ももみ∥著 Eｱｶ

ぼくの先生は東京湾 中村 征夫∥写真  文 K452.2 フルーツめしあがれ
視覚デザイン
研究所∥さく Eｱｶ

シートン動物記 シートン∥作 K480.4 たんじょうびおめでとう 鈴木 まもる∥作 Eｱｶ

気をつけろ!猛毒生物大図鑑　2 今泉 忠明∥著 K481.9 そおっとそおっとね たんじ あきこ∥作 Eｱｶ

カタツムリ小笠原へ 千葉 聡∥文 K484.6 ぐるぐるぐるーん のむら さやか∥文 Eｱｶ

魚 井田 齊∥監修  執筆 K487.5 げんこつやまがあったとさ 間所 ひさこ∥さく Eｱｶ

魚 本村 浩之∥監修 K487.5 さんさんさんかく よねづ ゆうすけ∥作 Eｱｶ

さかなだってねむるんです 伊藤 勝敏∥写真 K487.51 ラブリーオールドライオン
ジュリア
ジャーマン∥さく Eﾊｲｲﾛ

鳥 上田 恵介∥監修 K488.038 でんごんでーす マック  バーネット∥文 Eﾊｲｲﾛ

すぐそこに、カヤネズミ 畠 佐代子∥著 K489.473 サラとダックンゆうえんちにいく!
サラ  ゴメス
ハリス∥原作 Eﾊｲｲﾛ

骨のひみつ 坂井 建雄∥監修 K491.366 ちいさなメリーゴーランド
マーシャ
ブラウン∥作 Eﾊｲｲﾛ

地球のくらしの絵本　4 四井 真治∥著 K508 きかんしゃキト号
ルドウィッヒ
ベーメルマンス∥作 Eﾊｲｲﾛ

世界遺産になった和紙　2 紙の博物館∥監修 K585.6 ノアのはこぶね
アンドレア  ペトルリック
フセイノヴィッチ∥作 Eﾊｲｲﾛ

大研究!チョコレートって楽しい! 小川 京美∥漫画 K588.34 どろだんごとたごとのつきまつり 飯野 和好∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

絵本
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ほしじいたけほしばあたけ 石川 基子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ たびするおやま ほんま わか∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

ものすごくながいちょんまげのとのさまと
ものすごくながいおひげのおうさま

石崎 なおこ∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ ふしぎなえかきさん 間瀬 なおかた∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

つきのうさぎ いもと ようこ∥文  絵 Eﾐﾄﾞﾘ ゴリラのおとうちゃん 三浦 太郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

祈りのとき
いもと ようこ
∥え  ぶん Eﾐﾄﾞﾘ カエルくんのたんこぶ 宮西 達也∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

りんごがひとつ いわむら かずお∥作 Eﾐﾄﾞﾘ つちたち ミロコマチコ∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

いっすんこじろう　妖怪キリナシ退治の巻 内田 麟太郎∥文 Eﾐﾄﾞﾘ カタツムリにげた 三輪 一雄∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

太一さんの戦争 丘 修三∥作 Eﾐﾄﾞﾘ さけがよんひき 最上 一平∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

はずかしがりやのバナナくん 岡田 よしたか∥さく Eﾐﾄﾞﾘ はっきょいどーん やまもと ななこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

のげしとおひさま 甲斐 信枝∥さく Eﾐﾄﾞﾘ
パンパカパンツ
ピカピカパンツはナイスパンツ! Eﾐﾄﾞﾘ

クッツケロ 加藤 志異∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おともだちカレー きむら ゆういち∥作 Eﾐﾄﾞﾘ 布絵本  このいろなあに T1

ごいっしょにどうぞ くすのき しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

はしれ、ゴールのむこうまで! くすのき しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

彼岸花はきつねのかんざし 朽木 祥∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

つみつみでんしゃ 薫 くみこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おいしいおふろやさん
the rocket gold
 star∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

おかあさん、おみやげ ささき みお∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

だっておさるだもん サトシン∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

はなちゃんとチクリとびょうきのおはなし
しみず ふうがい
∥えとぶん Eﾐﾄﾞﾘ

パパとママとはなちゃんのおはなし
しみず ふうがい
∥えとぶん Eﾐﾄﾞﾘ

わたしの「やめて」 自由と平和のための京大有志
の会声明書<こども語訳>∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

こやぎがすやすや 田島 征三∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

げんきのないピエロのたからもの たなか しん∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

ぼくのともだち とね さとえ∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ママははなよめさん 長崎 源之助∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

はかせのふしぎなプール 中村 至男∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

おふくさん 服部 美法∥ぶん  え Eﾐﾄﾞﾘ

かえうた戦隊タマゴレンジャー 林 木林∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

くすのきだんちのあきまつり 武鹿 悦子∥作 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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