
購入図書案内　12月号
2015年 10月受入分　No.298　名　取　市　図　書　館

サンタクロース物語
ジョゼフ
A.マカラー∥著

198.22

デジタル・アーカイブの最前線 時実 象一∥著 007.5

挑戦する図書館 大串 夏身∥著 010 古田武彦・古代史コレクション　24 古田 武彦∥著 210.3

学校経営と学校図書館 渡邊 重夫∥著 017 歴史認識とは何か 細谷 雄一∥著 210.6

本を読む人だけが手にするもの 藤原 和博∥著 019 賊軍の昭和史 半藤 一利∥著 210.7

百歳までの読書術 津野 海太郎∥著 019.04 昭和史のかたち 保阪 正康∥著 210.7

こわい絵本 019.53 戦場体験者沈黙の記録 保阪 正康∥著 210.74

恋読 小橋 めぐみ∥著 019.9
日本兵捕虜はシルクロードに
オペラハウスを建てた 嶌 信彦∥著 210.75

「反知性主義」に陥らないための
必読書70冊 文藝春秋∥編 019.9 大日本帝国の興亡　1・2・3・4・5 ジョン  トーランド∥著 210.75

読めよ、さらば憂いなし 松田 青子∥著 019.9 証言記録市民たちの戦争　2・3
NHK「戦争証言」
プロジェクト∥編 210.75

本屋って何? 稲葉 茂勝∥文 024 戦後70年日本人の証言 文藝春秋∥編 210.76

古本屋ツアー・イン・ジャパン　それから 小山 力也∥著 024.8 ぼくたちは戦場で育った
ヤスミンコ
ハリロビッチ∥編著 239.3

戦場中毒 横田 徹∥著 070.17 人間臨終考 森 達也∥著 280.4

新聞のある町 四方 洋∥著 070.21 戦国武将と念持仏 高橋 伸幸∥著 281.04

図説真田一族 丸島 和洋∥著 288.3

10代からの哲学図鑑
マーカス
ウィークス∥著 100 昭和天皇100の言葉 別冊宝島編集部∥編 288.41

悪夢障害 西多 昌規∥著 145.2 「昭和天皇実録」を読む 原 武史∥著 288.41

きょうだいコンプレックス 岡田 尊司∥著 146.1 昭和天皇実録　第３・第４ 288.41

好奇心を“天職”に変える空想教室 植松 努∥著 159 皇后の真実 工藤 美代子∥著 288.44

焦らなくなる本 和田 秀樹∥著 159 残酷な王と悲しみの王妃　2 中野 京子∥著 288.49

人生はもっとニャンとかなる! 水野 敬也∥著 159.2 GHQと戦った女沢田美喜 青木 冨貴子∥著 289.1

人生の折り返し点を迎える
あなたに贈る25の言葉 佐々木 常夫∥著 159.79 高師直 亀田 俊和∥著 289.1

コーランには本当は
何が書かれていたか?

カーラ　パワー∥著 167.3 狙撃手、前へ! 瀬戸山 玄∥著 289.1

るるぶ四国八十八カ所　2015 186.92 いのちのエール 田口 ランディ∥著 289.1

空海 高村 薫∥著 188.52 大村智 馬場 錬成∥著 289.1

悩まない練習 枡野 俊明∥著 188.84 真田信繁 平山 優∥著 289.1

みんな彗星を見ていた 星野 博美∥著 198.22 人間・始皇帝 鶴間 和幸∥著 289.2

総記

哲学・宗教

歴史・地理
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悪役
アンドレス
ダンサ∥著 289.3 <税金逃れ>の衝撃 深見 浩一郎∥著 345.1

日本全国津々うりゃうりゃ
仕事逃亡編 宮田 珠己∥著 291.09

みんなが知りたかった!妊娠・出産・
育児でかかる・もらえるお金の話

得するお金の制度
研究会∥編 364.3

るるぶ福井　'16 291.44 雇用身分社会 森岡 孝二∥著 366.21

るるぶ静岡　'16 291.54 老いと幼なの言うことには 小沢 牧子∥著 367.04

歩いて旅する熊野古道・高野・吉野 291.66 はじめての不倫学 坂爪 真吾∥著 367.9

るるぶ愛媛　'16 291.83
椅子に腰かけたままでできる
シニアのための脳トレ体操&ストレッチ体操 斎藤 道雄∥著 369.26

るるぶ屋久島奄美種子島　'15 291.97 中国残留孤児70年の孤独 平井 美帆∥著 369.44

るるぶ鹿児島　'16 291.97 18きっぷ 朝日新聞社∥著 371.47

ブッダと歩く神秘の国スリランカ にしゃんた∥著 292.59 47都道府県・汁物百科 野崎 洋光∥著 383.81

ランチタイムが楽しみなフランス人たち
吉田 恵理子
∥著　撮影

383.835

海外で恥をかかない世界の新常識 池上 彰∥著 302 男の絆の比較文化史 佐伯 順子∥著 384.7

イスラーム圏で働く 桜井 啓子∥編 302.27 日本の神輿と祭りハンドブック 宮本 卯之助∥監修 386.1

池上彰のニュースそうだったのか!!　1 池上 彰∥著 304 安保法制の落とし穴 井筒 高雄∥著 393.21

この世界を変える方法 内海 聡∥著 304

この国を縛り続ける
金融・戦争・契約の正体 大井 幸子∥著 304 ガリレオ裁判 田中 一郎∥著 440.2

SEALDs 民主主義ってこれだ! SEALDs∥編著 309.02 宇宙遺産 渡部 潤一∥監修 440.87

三島由紀夫が生きた時代 村田 春樹∥著 311.8 ハッブル宇宙望遠鏡厳選の宇宙68 440.87

検証安倍イズム 柿崎 明二∥著 312.1 日本の火山図鑑 高橋 正樹∥著 453.82

プーチンの実像
朝日新聞
国際報道部∥著 312.38 ゲノム進化論 467.5

「イスラム国」と「恐怖の輸出」 菅原 出∥著 316.4 動物翻訳家 片野 ゆか∥著 480.76

マイナンバーで損する人、得する人 大村 大次郎∥著 317.6 つまき式親子で楽しむ水族館ガイド つまき∥著 480.76

地方は活性化するか否か こばやし たけし∥著 318.6 生きものたちのつくる巣109 鈴木 まもる∥文　絵 481.7

アメリカの社会主義者が
日米戦争を仕組んだ 馬渕 睦夫∥著 319.11

なぜ犬はあなたの言っていることが
わかるのか

ヴァージニア
モレル∥著 481.78

一番よくわかる離婚の
準備・手続き・生活設計 森 公任∥監修 324.62 ヒラムシ 小野 篤司∥写真　文 483.41

「家栽の人」から君への遺言 毛利 甚八∥著 327.8 魚たちの繁殖ウォッチング 阿部 秀樹∥著 487.51

ヒトはこうして増えてきた 大塚 柳太郎∥著 334.2
明日この世を去るとしても、
今日の花に水をあげなさい 樋野 興夫∥著 490.14

人口蒸発「5000万人国家」日本の衝撃
日本再建
イニシアティブ∥著 334.31

訪問看護師が見つめた人間が
老いて死ぬということ 宮子 あずさ∥著 490.15

昇格期待の優待バリュー株で1億稼ぐ! v‐com2∥著 338.16
先生、医者代減らすと
寿命が延びるって本当ですか? 近藤 誠∥著 490.4

生命保険とのつき合い方 出口 治明∥著 339.4 STAP細胞の正体 船瀬 俊介∥著 491.11

社会科学

自然科学
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記憶の森を育てる 茂木 健一郎∥著 491.37 シカゴ発絶品こんがりレシピ 岸田 夕子∥著 596.23

食道がんのすべてがわかる本 細川 正夫∥監修 493.45
老舗寿司屋三代目が教え
るまいにち食べたい魚料理

野本 やすゆき∥著 596.35

認知症新時代
毎日新聞生活
報道部∥著 493.75 フルーツのサラダ&スイーツ 小堀 紀代美∥著 596.37

40歳からはカラダで差がつく!
エリートの最強コンディショニング 上野 啓樹∥著 498.3 あかちゃん、こども、おとなのパン 幸栄∥著 596.63

聞くだけで自律神経が整うCDブック 小林 弘幸∥著 498.3 魔法のケーキ 荻田 尚子∥著 596.65

肩甲骨はがしストレッチ 杉田 一寿∥監修 498.3 メープルシロップ・スイーツ 小田 忠信∥著 596.65

ゆるめる力 骨ストレッチ 松村 卓∥著 498.3 かくれんぼケーキ 下迫 綾美∥著 596.65

気にしすぎ人間へ 長沼 睦雄∥著 498.39 Mug Cakes ミマ　シンクレア∥著 596.65

今すぐ使いたい!ココナッツオイル 荻野 みどり∥著 498.58
ボウルひとつで作れる
SCONE AND CAKE

真藤 舞衣子∥著 596.65

みるみるやせる!
ココナッツオイルダイエット 白澤 卓二∥[著] 498.58 circusのどこにもないパウンドケーキ セキグチ テルヨ∥著 596.65

大人のほろ酔いチョコレート 高橋 里枝∥著 596.65

商標法 平尾 正樹∥著 507.26 シフォンケーキパーフェクトブック 福田 淳子∥著 596.65

「最高に心地のいい家」をつくる方法 527
イギリス南西部至福の
クリームティーの旅 小嶋 いず美∥著 596.7

ドローンの世紀 井上 孝司∥著 538.6 毎日が楽しくなる片づけのしくみ 597.5

東京が壊滅する日 広瀬 隆∥著 543.5 「親子あそび」のえほん 武本 佳奈絵∥文 599

武器ビジネス　上・下
アンドルー
ファインスタイン∥著 559.09 そしゃくと嚥下の発達がわかる本 山崎 祥子∥著 599.3

「好き」を超えたら「似合う」がある 政近 準子∥著 589.2

毎日着たくなるきものリフォーム いきいき編集部∥編 593.36 図解でよくわかる土壌微生物のきほん 横山 和成∥監修 613.56

おしゃれでかわいい手編みこもの 伊野 妙∥著 594.3 ヒョウタン文化誌 湯浅 浩史∥著 617

北欧テイストの編み込みこもの 木下 あゆみ∥著 594.3 うさ語レッスン帖 中山 ますみ∥監修 645.99

ちいさなあみもの くげ なつみ∥著 594.3 商店街はいま必要なのか 満薗 勇∥著 672.1

ベルンド・ケストラーのスパイラルソックス
ベルンド
ケストラー∥著 594.3 まだある。　駄菓子編 初見 健一∥著 675.1

はじめてでも必ずできる飾り結び 永井 亜希乃∥著 594.4 進む航空と鉄道のコラボ 杉浦 一機∥著 681.1

取り分けスタイルで超簡単!
大皿おかずの本

枝元 なほみ∥[著] 596 成田国際空港 687.914

おかずだね 小林 まさみ∥著 596
マンガでよくわかるどんなメンバーでも即戦力
に変わるディズニーのすごい仕組み 大住 力∥原作 689.5

シャトルシェフのもっと簡単レシピ集
手をかけなくてもおいしい! 壷林 光代∥著 596

ふたり暮らしのシニアごはん 中野 佐和子∥著 596 人生に美を添えて 大村 智∥著 704

妄想ニホン料理
NHK「妄想ニホン料理」
制作班∥著 596

四季と行事を楽しむ
ソープ・カービングの教科書 山田 梨絵∥著 711

冷めてもおいしい和のおかず 大原 千鶴∥著 596.21 一〇〇歳が聞く一〇〇歳の話 日野原 重明∥聞き手 720.28

技術・実用書

産業

芸術・スポーツ
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はじめてさんの
おうちで水彩色鉛筆Lesson

杉原 美由樹∥著 725.5 評伝・河野裕子 永田 淳∥著 911.16

泣き虫チエ子さん　1・2・3 益田 ミリ∥著 726.1 10月4日104歳に104句 日野原 重明∥著 911.37

沢村さん家(ち)はもう犬を飼わない 益田 ミリ∥著 726.1 おんなのこ くどう なおこ∥著 911.56

優しいライオン 小手鞠 るい∥著 726.1

夢を描き続ける力
ディック
ブルーナ∥[著] 726.6 心は少年、体は老人。 池田 清彦∥著 914.6

基礎から学べるたのしいデコアート 鈴木 真理子∥著 750 仙台ぐらし 伊坂 幸太郎∥著 914.6

パリのプチホテル風
手作りステンドグラスランプ

nido∥著 751.5 嫌老社会を超えて 五木 寛之∥著 914.6

画用紙でつくる白い立体切り紙 ピポン∥著 754.9 ステキな奥さんぶはっ 伊藤 理佐∥著 914.6

リアル折り紙　陸を歩く生きもの編 福井 久男∥著 754.9 鮫言 大沢 在昌∥著 914.6

マーチよ響け!消防音楽隊 鈴木 孝也∥著 764.6 ことばの果実 長田 弘∥著 914.6

AVビジネスの衝撃 中村 淳彦∥著 778.09 日本の古典に学びしなやかに生きる 加賀 乙彦∥著 914.6

人生下り坂最高! 火野 正平∥著 778.21 孫物語 椎名 誠∥著 914.6

チャップリンとヒトラー 大野 裕之∥著 778.25 「芸」と「能」 清水 ミチコ∥著 914.6

妊活ダイアリーFromブス恋 鈴木 おさむ∥著 779.14 老いも死も、初めてだから面白い 下重 暁子∥著 914.6

ヒキコモリ漂流記 山田ルイ53世∥著 779.14 人は怖くて噓をつく 曽野 綾子∥著 914.6

FIFA腐敗の全内幕
アンドリュー
ジェニングス∥著 783.47 流される美学 曽野 綾子∥著 914.6

ONの“メッセージ” 長嶋 茂雄∥[著] 783.7 他者という病 中村 うさぎ∥著 914.6

山の不可思議事件簿 上村 信太郎∥著 786.1 薬石としての本たち 南木 佳士∥著 914.6

且坐喫茶 いしい しんじ∥著 791.04 東京者がたり 西村 賢太∥著 914.6

人狼作家 青崎 有吾∥[ほか著] 798 語りだす奈良 西山 厚∥著 914.6

過剰な二人 林 真理子∥著 914.6

読んで、訳して、語り合う。 都甲 幸治∥著 904 私の小谷温泉 深田 志げ子∥著 914.6

時代小説で旅する東海道五十三次
江戸・日本橋～浜松編 岡村 直樹∥[著] 910.26 スピンクの壺 町田 康∥著 914.6

時代小説で旅する東海道五十三次
舞坂～京・三条大橋編 岡村 直樹∥[著] 910.26 人生の道しるべ 宮本 輝∥著 914.6

戦場で書く 渡辺 考∥著 910.26
97歳。いくつからでも
人生は考え方で変わります 吉沢 久子∥著 914.6

作家という病 校條 剛∥著 910.26 男だけど、
ワクサカ
ソウヘイ∥著 914.6

ジェネラル・ルージュの伝説 海堂 尊∥著 910.27 ずっしり、あんこ 青木 玉∥[ほか]著 914.68

窓辺の風 宮城谷 昌光∥著 910.27 おれたちを笑え! 椎名 誠∥著 915.6

日本全国万葉の旅　西日本・東日本編 坂本 信幸∥著 911.13 親を送る 井上 理津子∥著 916

文学

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ
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ありのままに。 斉藤 りえ∥著 916 Arknoah　2 乙一∥著 N913.6

ナプキン・ノート
ガース
キャラハン∥著 936 消滅 恩田 陸∥著 N913.6

25年目の「ただいま」
サルー
ブライアリー∥著 936 花鏡 海道 龍一朗∥著 N913.6

老後の資金がありません 垣谷 美雨∥著 N913.6

彩菊あやかし算法帖 青柳 碧人∥著 N913.6 惑星の岸辺 梶村 啓二∥著 N913.6

繭 青山 七恵∥著 N913.6 本好きの下剋上　第2部[1] 香月 美夜∥著 N913.6

居酒屋ぼったくり　4 秋川 滝美∥[著] N913.6 丘の上の綺羅星 嘉門 達夫∥著 N913.6

わが心のジェニファー 浅田 次郎∥著 N913.6 あこがれ 川上 未映子∥著 N913.6

殺人鬼の献立表 あさの あつこ∥著 N913.6 メビウスの守護者 川瀬 七緒∥著 N913.6

道後温泉・石鎚山殺人事件 梓 林太郎∥著 N913.6 天空の約束 川端 裕人∥著 N913.6

北天に楽土あり 天野 純希∥著 N913.6 絞首台の黙示録 神林 長平∥著 N913.6

鍵の掛かった男 有栖川 有栖∥著 N913.6 ハミル、時空を飛ぶ 菊池 紗緒∥著 N913.6

nのマジック 安藤 公章∥著 N913.6 ヒトでなし　金剛界の章 京極 夏彦∥著 N913.6

杉下右京の多忙な休日 碇 卯人∥著 N913.6 虚栄 久坂部 羊∥著 N913.6

陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂 幸太郎∥著 N913.6 片桐大三郎とXYZの悲劇 倉知 淳∥著 N913.6

MILK 石田 衣良∥著 N913.6 九度山秘録 黒澤 はゆま∥著 N913.6

凪の司祭 石持 浅海∥著 N913.6 やり直してもサッカー小僧　2 黒須 可雲太∥著 N913.6

私の恋人 上田 岳弘∥著 N913.6 恋仲 桑村 さや香∥脚本 N913.6

終わった人 内館 牧子∥著 N913.6 花燃ゆ　4 小松 江里子∥作 N913.6

ふたりの果て/
ハーフウェイ・ハウスの殺人

浦賀 和宏∥著 N913.6 スーツケースの半分は 近藤 史恵∥著 N913.6

江戸川乱歩傑作集　1 江戸川 乱歩∥著 N913.6 昨日の海は 近藤 史恵∥著 N913.6

エアー2.0 榎本 憲男∥著 N913.6 寮生 今野 敏∥著 N913.6

エピローグ 円城 塔∥著 N913.6 秋葉原先留交番ゆうれい付き 西條 奈加∥著 N913.6

超吉ガール　1 遠藤 まり∥作 N913.6 空にみずうみ 佐伯 一麦∥著 N913.6

空に牡丹 大島 真寿美∥著 N913.6 家族の哲学 坂口 恭平∥著 N913.6

カプセルフィッシュ 大西 智子∥著 N913.6 霧(ウラル) 桜木 紫乃∥著 N913.6

赤い博物館 大山 誠一郎∥著 N913.6 シンデレラの告白 櫻部 由美子∥[著] N913.6

海妖丸事件 岡田 秀文∥著 N913.6 ボス・イズ・バック 笹本 稜平∥著 N913.6

我が家のヒミツ 奥田 英朗∥著 N913.6 ぼぎわんが、来る 澤村 伊智∥著 N913.6

小説（日本）
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拳に聞け! 塩田 武士∥著 N913.6 世界が終わる街 似鳥 鶏∥著 N913.6

となりのセレブたち 篠田 節子∥著 N913.6 監察の神 弐藤 水流∥著 N913.6

虚人の星 島田 雅彦∥著 N913.6 和僑 楡 周平∥著 N913.6

貌なし 嶋中 潤∥著 N913.6 うずら大名 畠中 恵∥著 N913.6

真犯人 翔田 寛∥著 N913.6 みんなの秘密 畑野 智美∥著 N913.6

東京結合人間 白井 智之∥著 N913.6 感情8号線 畑野 智美∥著 N913.6

ここは私たちのいない場所 白石 一文∥著 N913.6 クラウド・ナイン 服部 真澄∥著 N913.6

竜の道　2 白川 道∥著 N913.6 惑星カロン 初野 晴∥著 N913.6

長篠の四人 鈴木 輝一郎∥著 N913.6 草雲雀 葉室 麟∥著 N913.6

異世界居酒屋「のぶ」 2杯目 蟬川 夏哉∥著 N913.6 にんじゃざむらいガムチョコバナナ　3 原 ゆたか∥さく  え N913.6

朝顔の日 高橋 弘希∥著 N913.6 ギリギリ 原田 ひ香∥著 N913.6

マルトク特別協力者 竹内 明∥著 N913.6 ドルフィン・ソングを救え! 樋口 毅宏∥著 N913.6

天鳴地動 田中 芳樹∥著 N913.6 人類資金　下 福井 晴敏∥著 N913.6

その時の教室 谷原 秋桜子∥著 N913.6 群青のカノン 福田 和代∥著 N913.6

影の中の影 月村 了衛∥著 N913.6 怒鳴り癖 藤田 宜永∥著 N913.6

きのうの影踏み 辻村 深月∥著 N913.6 番神の梅 藤原 緋沙子∥著 N913.6

まおゆう魔王勇者　5 橙乃 ままれ∥著 N913.6 あさが来た　上 古川 智映子∥原案 N913.6

Killers　上・下 堂場 瞬一∥著 N913.6 小説土佐堀川 古川 智映子∥著 N913.6

超高速!参勤交代 老中の逆襲 土橋 章宏∥著 N913.6 監殺 古野 まほろ∥著 N913.6

わるいうさぎ 中島 さなえ∥著 N913.6 セブン・デイズ 町田 哲也∥著 N913.6

悔いてのち 永瀬 隼介∥著 N913.6 肉と衣のあいだに神は宿る 松井 雪子∥著 N913.6

一億分の一の小説 中村 哲平∥原案 N913.6 スパイラル 真山 仁∥著 N913.6

闘う君の唄を 中山 七里∥著 N913.6 ゴージャスなナポリタン 丸山 浮草∥著 N913.6

上方スピリッツ 奈須 崇∥著 N913.6 お願い!フェアリー♥　15 みずの まい∥作 N913.6

二階の王 名梁 和泉∥著 N913.6 喉の奥なら傷ついてもばれない 宮木 あや子∥著 N913.6

亡霊館の殺人 二階堂 黎人∥著 N913.6 いつかどこかで 三宅 麗子∥著 N913.6

愚物語 西尾 維新∥著 N913.6 K 青の事件簿　上 宮沢 龍生∥著 N913.6

掟上今日子の遺言書 西尾 維新∥著 N913.6 始末屋 宮本 紀子∥著 N913.6

内房線の猫たち 西村 京太郎∥著 N913.6 お任せ!数学屋さん　3 向井 湘吾∥著 N913.6
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悪道　4 森村 誠一∥著 N913.6 朝まではこのままで
シャノン
マッケナ∥著

BF933.7

運命の花びら　上・下 森村 誠一∥著 N913.6 真夜中の復讐
リサ  マリー
ライス∥著

BF933.7

警察庁最重要案件指定 八木 圭一∥著 N913.6 呪われた使徒のレシピ J.D.ロブ∥著 BF933.7

我が名は秀秋 矢野 隆∥著 N913.6 曲がり角の死体 E.C.R.ロラック∥著 BF933.7

小説北上川 山川 修平∥著 N913.6 幽霊ピアニスト事件
フレドゥン
キアンプール∥著

BF943.7

ネンレイズム/開かれた食器棚 山崎 ナオコーラ∥著 N913.6 ホテル1222 アンネ  ホルト∥著 BF949.63

うるみん 結木 貴子∥著 N913.6 アンナ・カレーニナ　中 トルストイ∥[著] BF983

陰陽師 鼻の上人 夢枕 獏∥文 N913.6 えんじ色のカーテン 赤川 次郎∥著 BN913.6

ふなふな船橋 吉本 ばなな∥著 N913.6 廃都の女王 五代 ゆう∥著 BN913.6

「いじめ」をめぐる物語 荻原 浩∥著 N913.68 キノの旅　19 時雨沢 恵一∥[著] BN913.6

冒険の森へ　8 N913.68 運命のトリオンフィ 篠原 美季∥[著] BN913.6

遠い夏、ぼくらは見ていた 平山 瑞穂∥[著] BN913.6

神秘列車 甘 耀明∥著 F923.7 最後の晩ごはん　4 椹野 道流∥[著] BN913.6

ソウル1964年冬 金 承鈺∥著 F929.13 ベッドのおとぎばなし 森 瑤子∥著 BN913.6

サヨナラの代わりに
ミシェル
ウィルジェン∥著 F933.7 なんでもない一日

シャーリイ
ジャクスン∥著

BN933.7

ブロディ先生の青春
ミュリエル
スパーク∥著 F933.7 白の予言者　1・2・3・4 ロビン  ホブ∥著 BN933.7

スキン・コレクター
ジェフリー
ディーヴァー∥著 F933.7

『不思議の国のアリス』の家
ヴァネッサ
テイト∥著 F933.7 みやぎ 野の花 散歩みち 辺見 徳郎∥著 M472.123

心の死
エリザベス
ボウエン∥著 F933.7

雪の墓標
マーガレット
ミラー∥著 F933.7 とんび　上・下 重松 清∥著 DN913.6

わが闘争
カール  オーヴェ
クナウスゴール∥著

F949.63 恋情からくり長屋 辻原 登∥著 DN913.6

星の王子さま サン=テグジュペリ∥著 F953.7 手紙　上・下 東野 圭吾∥著 DN913.6

いないも同然だった男 パトリス  ルコント∥著 F953.7 隠花の飾り　上・下 松本 清張∥著 DN913.6

天国でまた会おう
ピエール
ルメートル∥著 F953.7 花の歳月 宮城谷 昌光∥著 DN913.6

ブロの道
ウラジーミル
ソローキン∥著 F983

仮面の帝国守護者　上・下 サバア  タヒア∥著 BF933.7

消えたメイドと空家の死体
エミリー
ブライトウェル∥著

BF933.7

血盟の箱
マーク
プライヤー∥著

BF933.7

大活字

小説（外国）

郷土資料

文庫
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茶畑のジャヤ 中川 なをみ∥作 KN913.6

アリストテレスのいる薬屋 パク ヒョンスク∥文 KF929.13 べんり屋、寺岡の冬。 中山 聖子∥作 KN913.6

ぼくたちに翼があったころ タミ  シェム=トヴ∥作 KF929.733 友恋×12歳 名木田 恵子∥作 KN913.6

ニコラといたずら天使
キャロライン
アダーソン∥著

KF933.7 お江戸の百太郎　3 那須 正幹∥作 KN913.6

失われたものたちの本 ジョン  コナリー∥著 KF933.7 へんしん!へなちょこヒーロー 野泉 マヤ∥作 KN913.6

エルフとレーブンのふしぎな冒険　1
マーカス
セジウィック∥著

KF933.7 お昼の放送の時間です 乗松 葉子∥作 KN913.6

消えた王
ジェニファー
A.ニールセン∥作

KF933.7 空はなに色 濱野 京子∥作 KN913.6

クリスマスの森
ルイーズ
 ファティオ∥文

KF933.7 映画かいけつゾロリうちゅうの勇者たち 原 ゆたか∥監修 KN913.6

大パニック!よみがえる恐竜 ニック  フォーク∥作 KF933.7 こちらパーティー編集部っ!　4 深海 ゆずは∥作 KN913.6

おいぼれミック バリ  ライ∥著 KF933.7 オニのすみかでおおあばれ! 藤 真知子∥作 KN913.6

マンモスアカデミー　1 ニール  レイトン∥作 KF933.7 まじょ子とハロウィンのまほう 藤 真知子∥作 KN913.6

コーンフィールド先生と
ふしぎな動物の学校　2

マルギット
アウアー∥著

KF943.7 魔天使マテリアル　20 藤咲 あゆな∥作 KN913.6

ハンナの夢さがし
ベッティーナ
オプレヒト∥作

KF943.7 ともだちたんていコブタンコ
藤本 ともひこ
∥作  絵

KN913.6

鏡の世界
コルネーリア
フンケ∥著

KF943.7 消えた美少女は知っている 藤本 ひとみ∥原作 KN913.6

降矢木すぴかと魔の洋館事件 芦辺 拓∥[著] KN913.6
児雷也太郎の魔界遍歴
(ミステリー・ツアー)

舟崎 克彦∥作 KN913.6

お面屋たまよし　4 石川 宏千花∥[著] KN913.6 リトルTの冒険 古川 タク∥[作] KN913.6

死神うどんカフェ1号店　6杯目 石川 宏千花∥[著] KN913.6 あの花火は消えない 森島 いずみ∥著 KN913.6

黒魔女の騎士ギューバッド　part3 石崎 洋司∥作 KN913.6 大きくてもちっちゃい かばのこカバオ 森山 京∥作 KN913.6

2分の1成人式 井上 林子∥著 KN913.6 魚屋しめ一物語 柳沢 朝子∥作 KN913.6

りんご畑の特別列車 柏葉 幸子∥作 KN913.6 テディベア探偵　4 山本 悦子∥作 KN913.6

氷の上のプリンセス　6 風野 潮∥作 KN913.6 自転車少年(チャリンコボーイ) 横山 充男∥著 KN913.6

ほねほねザウルス　10
カバヤ食品株式会社
∥原案  監修

KN913.6 怪談オウマガドキ学園　14・15 常光 徹∥責任編集 KN913.68

イケカジなぼくら　8 川崎 美羽∥作 KN913.6 笑い猫の5分間怪談　3
那須田 淳∥
責任編集

KN913.68

地底の大冒険 私市 保彦∥作 KN913.6

ちびまる子ちゃん劇場　8 さくら ももこ∥原作 KN913.6 本のことがわかる本　3 稲葉 茂勝∥文 K020

スプーンは知っている 新藤 悦子∥作 KN913.6 あそびのおうさまずかん　ペット K031

ニレの木広場のモモモ館 高楼 方子∥作 KN913.6
むのたけじ100歳の
ジャーナリストからきみへ　生きる

むの たけじ∥著 K159.5

海色のANGEL　1 手塚 治虫∥原案 KN913.6 10代のための座右の銘 大泉書店編集部∥編 K159.8

まよいねこポッカリをさがして 長井 理佳∥作 KN913.6 日本の神さま大図鑑 戸部 民夫∥監修 K172

児童書（そのほか）

児童書（ものがたり）
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まんがで語りつぐ広島の復興
手塚プロダクション
∥まんが

K217.6 もぐもぐどうぶつえん
なかの ひろみ
∥文　構成

K480.76

朝鮮半島がわかる本　1 津久井 惠∥文 K221.01 水の国の迷路
香川 元太郎
∥作　絵

K481.72

メサ・ヴェルデのひみつ ゲイル　フェイ∥著 K253.84 いそのなかまたち
中村 武弘
∥写真　文

K481.72

陳建民 筑摩書房編集部∥著 K289.2 気をつけろ!猛毒生物大図鑑　3 今泉 忠明∥著 K481.9

世界でいちばん貧しい大統領からきみへ [ホセ　ムヒカ∥著] K289.3 アリとくらすむし
島田 たく∥
写真　文

K486.7

コルチャック先生
フィリップ  メリュ
∥原作

K289.3 はるくんのおすもう 西村 豊∥著 K489.475

ここで土になる 大西 暢夫∥著 K291.94 ゴリラが胸をたたくわけ 山極 寿一∥文 K489.97

世界の人びとに聞いた
100通りの平和　シリーズ1

艸場 よしみ∥著 K319.8 からだのふしぎたんけんえほん 阿部 和厚∥監修 K491.3

ビジュアル日本のお金の歴史
江戸時代

岩橋 勝∥著 K337.21 人体 阿部 和厚∥監修 K491.3

現場で働く人たち　2 こどもくらぶ∥編　著 K366.29 放射能ってなんだろう? 小倉 志郎∥作 K493.195

お仕事ナビ　6・7
お仕事ナビ編集室
∥[編]

K366.29 あぶない!守ろう!だいじな目　1 枝川 宏∥監修 K496

おばあちゃん、おじいちゃんを知る本　3 江頭 恵子∥文 K367.7 食品添加物キャラクター図鑑 左巻 健男∥監修 K498.519

どこがあぶないのかな?　1・2 渡邉 正樹∥監修 K374.92 透視絵図鑑なかみのしくみ　のりもの
こどもくらぶ
∥編さん

K500

しゅわしゅわ村のだじゃれ大会 くせ さなえ∥作  絵 K378.28 乗り物ずかん
小賀野 実∥
写真　文

K536

おどろう!みんなで手話ダンス 島田 和子∥作 K378.6 鉄道ずかん
小賀野 実∥
写真　文

K536

世界のともだち　27・28 K384.5 鉄道おもしろかんさつガイド 結解 喜幸∥監修 K536

12か月の絵図鑑 長谷川 康男∥監修 K386.1 はじめてのでんしゃクイズ K536

おはなしぎょうじのえほん　冬 堀切 リエ∥文 K386.1 新幹線
小賀野 実
∥写真　文

K546.5

世界恐怖図鑑　1
バーバラ
コックス∥著

K388 町の電車
小賀野 実
∥写真　文

K546.5

日本の都市伝説絵図鑑　1 常光 徹∥監修 K388.1 はたらく船大図鑑　1 池田 良穂∥監修 K556

まぎらわしい現実の大図鑑
アンドレア
ミルズ∥著

K400 さとうとしお K588.1

世界一おもしろい数の本
カリーナ
ルアール∥文

K410 見学!日本の大企業サントリー こどもくらぶ∥編さん K588.5

しもばしら 細島 雅代∥写真 K451.63
はじめての手づくり
かんたんかわいいソーイング

春日 一枝∥
作品制作 構成

K594

火山噴火 高田 亮∥著 K453.8 夢の名作ハンドメイド　1・2 キムラ マミ∥作 K594

せいめいのれきし
バージニア  リー
バートン∥文  絵

K467 名作の中のお菓子物語 今田 美奈子∥著 K596.65

食べられて生きる草の話 高槻 成紀∥文 K472.123 農業の発明発見物語　3 小泉 光久∥著 K612.1

神々の花園
澤野 新一朗
∥文　写真

K472.487 よくわかる植物工場 古在 豊樹∥監修 K615.7

どうぶつのあかちゃん K480 稲と日本人 甲斐 信枝∥さく K616.2

レッド・フォックス
チャールズ
G.D.ロバーツ∥作

K480.4 おどろきいっぱい!トマト K626.27
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あつめた・そだてたぼくのマメ図鑑 盛口 満∥絵　文 K626.3 ライオンさんカレー 夏目 尚吾∥作  絵 Eｱｶ

子犬のきららと捨て犬・未来 今西 乃子∥著 K645.6 おすわりくまちゃん
シャーリー
パレントー∥ぶん Eｱｶ

木と日本人　1
ゆのき ようこ
∥監修　文

K653.21 おやすみくまちゃん
シャーリー
パレントー∥ぶん Eｱｶ

KIRIMIちゃん.のおさかなブック
サンリオ∥
キャラクター著

K664.6 ケーキやけました 彦坂 有紀∥作 Eｱｶ

回転寿司おもしろ大百科 K673.971 いちごちゃん
ひろかわ
さえこ∥[作] Eｱｶ

鉄道いっぱい!日本地図の本 松本 典久∥監修　文 K686.21 ばななちゃん
ひろかわ
さえこ∥[作] Eｱｶ

10才からはじめるプログラミング図鑑
キャロル
ヴォーダマン∥ほか著

K7.64 みかんちゃん
ひろかわ
さえこ∥[作] Eｱｶ

天国と地獄 小池 寿子∥監修 K723.05 かあーかあーからすさん 増田 純子∥さく Eｱｶ

勇気の花がひらくとき 梯 久美子∥文 K726.101 だーれのおしり? よねづ ゆうすけ∥作 Eｱｶ

オードリー・ヘップバーン 筑摩書房編集部∥著 K778.253 巣のはなし
ダイアナ
アストン∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ

桂米團治のみんなが元気になる
上方落語入門

桂 米團治∥監修 K779.13 まっかっかトマト いわさ ゆうこ∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ

遠藤保仁 本郷 陽二∥編 K783.47 恐怖!おばけやしきめいろブック
WILLこども知育
研究所∥編 Eｵﾚﾝｼﾞ

岡崎慎司 本郷 陽二∥編 K783.47 もりはみている
おおたけ ひでひろ
∥文  写真 Eｵﾚﾝｼﾞ

伝説のメジャーリーガー
デレク・ジーター

デレク　ジーター∥著 K783.7 おーい、ふじさん!
大山 行男∥
しゃしんとことば Eｵﾚﾝｼﾞ

あたまがよくなる!なぞなぞようちえん 篠原 菊紀∥監修 K798 きんぎょのきんちゃん 笠野 裕一∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ

辞書・事典のすべてがわかる本　1 稲葉 茂勝∥文 K801.3 どっちがつよい?カブト対クワガタ くぼ ひでかず∥写真 Eｵﾚﾝｼﾞ

どうぶつことばあそび さはら そのこ∥作 K807.9 新幹線のたび コマヤスカン∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ

目と耳でおぼえるかんじ絵ずかん　1 高梁 まい∥文 K811.2 はーはのはみがき こやま こいこ∥作絵 Eｵﾚﾝｼﾞ

みんなでつくる1本の辞書 飯田 朝子∥文 K815.2 まえとうしろどんなくるま?　1
こわせ もりやす
∥[作] Eｵﾚﾝｼﾞ

まど・みちお全詩集　続 まど みちお∥著 K911.56 どうぶつうんどうかい さとう あきら∥写真 Eｵﾚﾝｼﾞ

戦争といのちと
聖路加国際病院ものがたり

日野原 重明∥著 K916 こんなこえがきこえてきました 佐藤 雅彦∥[作] Eｵﾚﾝｼﾞ

みつけてごらん!のりもの ダウン  シレット∥文 Eｵﾚﾝｼﾞ

ひつじのショーン いろ
アードマン
 アニメーションズ∥原作 Eｱｶ 旅するめいろ　世界編 角 愼作∥画 Eｵﾚﾝｼﾞ

ひつじのショーン かず
アードマン
 アニメーションズ∥原作 Eｱｶ 旅するめいろ　日本編 角 愼作∥画 Eｵﾚﾝｼﾞ

くまさんふぅー 飯野 和好∥さく Eｱｶ ふうせんであそぼう 高橋 淳∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ

ふたごのひつじポコとモコ 市原 淳∥作  絵 Eｱｶ かなへび 竹中 践∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ

おべんとう さとう めぐみ∥作  絵 Eｱｶ そっくりさんどこにいるかわかるかな?
ブリッタ  テッケン
トラップ∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ

パパはまほうのケーキやさん 田島 かおり∥作 Eｱｶ オオサンショウウオみつけたよ
にしかわ かんと
∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ

ねこさんスパゲッティ 夏目 尚吾∥作  絵 Eｱｶ だれのもようかな?
ネイチャー&
サイエンス∥編 Eｵﾚﾝｼﾞ

絵本
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いそあそびしようよ! はた こうしろう∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ
アニメおさるのジョージ
めざせオリンピック

マーガレット
レイ∥原作 Eﾊｲｲﾛ

つきにいったうさぎのおはなし はっとり みほ∥え Eｵﾚﾝｼﾞ くうきにんげん 綾辻 行人∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

わらう 浜田 桂子∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ こんなこいるかな　10・11・12 有賀 忍∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

わかるかな?
ふじわら こういち
∥しゃしん  ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ そらとぶでんしゃ アン マサコ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

かぶとむしのたたかいのおきて 本郷 儀人∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ おおかみくん 飯島 敏子∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ

よるになると 松岡 達英∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ はひふへほんやさんほんじつかいてん いしい むつみ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ちょうでんどうリニア 溝口 イタル∥え Eｵﾚﾝｼﾞ はいてほしいくつしたのおはなし いしはら なまこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

女王さまの影 シベール  ヤング∥作 Eｵﾚﾝｼﾞ おかめ列車嫁にいく いぬんこ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

いわな 横内 陽∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ つきよのふたり 井上 洋介∥えとぶん Eﾐﾄﾞﾘ

トムとジェリーのたびのえほん
イタリア Eｵﾚﾝｼﾞ とんちずもう 入船亭 扇里∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ねむりひめ グリム∥原作 Eｷｲﾛ くじらさんのーたーめならえんやこーら 内田 麟太郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ブレーメンのおんがくたい グリム∥[原作] Eｷｲﾛ ともだちのいす 内田 麟太郎∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

白雪姫 たかの もも∥[画] Eｷｲﾛ だーれもいないだーれもいない 片山 健∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

くつやのドラテフカ
ヤニーナ
ポラジンスカ∥文 Eｷｲﾛ ながぐつボッチャ～ン 軽部 武宏∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ジェーンとキツネとわたし
イザベル
アルスノー∥絵 Eﾊｲｲﾛ ふうせんいぬティニーせかいいっしゅう!

かわむら
げんき∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

おねえちゃんにあった夜 シェフ  アールツ∥文 Eﾊｲｲﾛ ちいくまちゃんとしまくまちゃん
かわむら
すずみ∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

女王さまのぼうし
スティーブ
アントニー∥さく Eﾊｲｲﾛ おこめようちえん 苅田 澄子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

金のおさら
バーナデット
 ワッツ∥作 Eﾊｲｲﾛ たからものみつけた!

くすのき
しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

いっぽんの木のそばで
G.ブライアン
カラス∥作 Eﾊｲｲﾛ かぜひいた…

小池 アミイゴ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

マンモスとくらすには
カンタン
グレバン∥作 Eﾊｲｲﾛ

こしょこしょきなちゃん
10にんのきなちゃん

こが ようこ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

なんで?
トレーシー
コーデュロイ∥作 Eﾊｲｲﾛ わがまんまちゃん

こが ようこ∥
ぶん  え Eﾐﾄﾞﾘ

絵本星の王子さま
サン=テグジュペリ
∥原作 Eﾊｲｲﾛ オルゴールのくるくるちゃん こみね ゆら∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

じどうしゃトロット
ユリ
シュルヴィッツ∥さく  え Eﾊｲｲﾛ

タベールだんしゃく
ケーキがたべた～い!のまき

さかもと いくこ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

スワン
ローレル
スナイダー∥文 Eﾊｲｲﾛ ぐでたま

ささむら もえる
∥文 絵 Eﾐﾄﾞﾘ

クリスマスのちいさなかね
マヤ  ドゥシコウワ
∥画 Eﾊｲｲﾛ あえのこと

さとう れいこ
∥文  英訳 Eﾐﾄﾞﾘ

木のすきなケイトさん
H.ジョゼフ
ホプキンズ∥文 Eﾊｲｲﾛ どうぶつ連想それ、だーれ? サトシン∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

なぜあらそうの? ニコライ  ポポフ∥作 Eﾊｲｲﾛ おならをならしたい 鈴木 のりたけ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

カボチャのなかにたねいくつ?
マーガレット
マクナマラ∥作 Eﾊｲｲﾛ まほうのれいぞうこ たかおか まりこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

てっぺんねこ
C.ロジャー
メイダー∥作 Eﾊｲｲﾛ つんつくせんせいとかさじぞう

たかどの ほうこ
∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ
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セッセとヨッコラ
ひみつのプレゼントさくせん

高畠 那生∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

たのしいクジラのかいかた たがわ ひでき∥え Eﾐﾄﾞﾘ

牙なしゾウのレマ 滝田 明日香∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

“弁当の日”がやってきた!! 竹下 和男∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ

まじょのルマニオさん 谷口 智則∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

おかあさんのおべんとう たるいし まこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

オニのサラリーマン 富安 陽子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

かごにのって とよた かずひこ∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

おしりたんてい
ププッおおどろぼうあらわる!

トロル∥さく  え Eﾐﾄﾞﾘ

プリンちゃんとブラウニーとうさん
なかがわ
ちひろ∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

いもいもほりほり 西村 敏雄∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

うなりやベベン ベベンの紙芝居 NHK Eテレ「にほんごであそぼ」
制作班∥編 Eﾐﾄﾞﾘ

どうぶつえんはおおさわぎ 二宮 由紀子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

おにつばとうさん 沼野 正子∥文  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

つきよのうた はせがわ さとみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

にんじんのにんにん ふるや かおる∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

チャーちゃん 保坂 和志∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おふろだいすき!しろくまきょうだい
まつお りかこ
∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

あとでって、いつ? 宮野 聡子∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

チンチンボンボさん 室井 滋∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

さがしもの 森 洋子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

はなちゃんのみそ汁 安武 信吾∥原作 Eﾐﾄﾞﾘ

ぱれーど 山村 浩二∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

まじょのくに 油野 誠一∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ふまんがあります
ヨシタケ
シンスケ∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

もうぬげない
ヨシタケ
シンスケ∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

ナイアガラの女王
C.V.オールズバーグ
∥絵と文 Eﾑﾗｻｷ

ハリス・バーディックの謎
C.V.オールズバーグ
∥絵と文 Eﾑﾗｻｷ

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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