
購入図書案内　1月号
2015年11月受入分　No.299名　取　市　図　書　館

アイヌ民族の歴史 関口 明∥編 211

伝え方教室 大重 史朗∥著 002.7 東北の中世史　３
柳原 敏昭∥
企画編集委員 212

ネットコミュニティの設計と力 近藤 淳也∥監修 007.3 まんがパレスチナ問題　続 山井 教雄∥著 227.9

今すぐ使えるかんたんWindows 10 オンサイト∥著 007.634 世界史の10人 出口 治明∥著 280.4

はじめてのWindows 10　基本編 戸内 順一∥著 007.634 真田三代と真田丸のすべて 小和田 哲男∥監修 288.3

ちょっとマニアックな
図書館コレクション談義

内野 安彦∥編著 014.1 皇室　第68号(平成27年秋号)
『皇室Our Imperial
Family』編集部∥編集 288.4

アメリカ強制収容所における
日系人の図書館

アンドリュー
ウェルトハイマー∥著 016.5 ごてやん 稲盛 和夫∥著 289.1

司書教諭・学校司書のための
学校図書館必携

全国学校図書館
協議会∥監修

017 真田昌幸 黒田 基樹∥著 289.1

多様性と出会う学校図書館 野口 武悟∥編著 017 三島事件もう一人の主役 中村 彰彦∥著 289.1

私的読食録 堀江 敏幸∥著 019.9
海外で困る前に読む本
ヨーロッパ編

さかい もとみ∥著 290.93

著作権のことならこの1冊 神田 将∥監修 021.2 るるぶ茨城　'16 291.31

大人に質問!
「大人ってどのくらい大変なんですか?」

みうら じゅん∥
答える人

049 るるぶ南紀伊勢志摩　'16 291.66

自分のついた噓を
真実だと思い込む人

片田 珠美∥著 141.6
あなたがもし残酷な
100人の村の村人だと知ったら

江上 治∥著 302.1

よく眠るための科学が教える
10の秘密

リチャード
ワイズマン∥著

145.2 ネオ・チャイナ
エヴァン
オズノス∥著 302.22

引き寄せの法則使いこなしブック みちよ∥著 147
暴走を始めた
中国2億6000万人の現代流民 石 平∥著 302.22

悪の力 姜 尚中∥著 151
私たちの予測した通り、
いよいよ自壊する中国! 宮崎 正弘∥著 302.22

ストーリー思考で奇跡が起きる 小山 竜央∥著 159 内モンゴルを知るための60章
ボルジギン
ブレンサイン∥編著 302.23

人生を面白くする本物の教養 出口 治明∥著 159 サウジアラビアを知るための63章 中村 覚∥編著 302.28

自分は自分人は人 和田 秀樹∥著 159 池上彰の世界の見方 池上 彰∥著 304

男の死に支度 河村 幹夫∥著 159.79 90分でわかる日本の危機 佐藤 優∥著 304

気にしない生き方 吉村 昇洋∥著 188.84 習近平よ、「反日」は朝日を見倣え 高山 正之∥著 304

限界費用ゼロ社会
ジェレミー
リフキン∥著

304

文学で読む日本の歴史
古典文学篇

五味 文彦∥著 210.1
文藝春秋オピニオン
2016年の論点100

304

縄文の森へようこそ 榛谷 泰明∥著 210.25
現代思想　vol.43-14
<10月臨時増刊号>

305

弥生時代の歴史 藤尾 慎一郎∥著 210.27 民主主義ってなんだ? 高橋 源一郎∥著 309.02

宰相鈴木貫太郎の決断 波多野 澄雄∥著 210.75 図解マイナンバー法のすべてQ&A
みずほ情報総研
株式会社∥編

317.6

広島原爆写真集
反核　写真運動
∥監修

210.75 一番やさしい地方自治の本 平谷 英明∥著 318

長崎原爆写真集
反核　写真運動
∥監修

210.75 ふるさとを元気にする仕事 山崎 亮∥著 318.8

総記

哲学・宗教

歴史・地理

社会科学



敗戦国・日本とドイツ 戦後70年で
なぜ差がついたのか

クライン 孝子∥著 319.1 バリウム検査は危ない 岩澤 倫彦∥著 493.46

満州事変はなぜ起きたのか 筒井 清忠∥著 319.1 B型肝炎 奥泉 尚洋∥著 493.47

断末魔の中国経済 黄 文雄∥著 332.22 ヒトの狂犬病 高山 直秀∥著 493.87

世界を震撼させる中国経済の真実 榊原 英資∥著 332.22 バイバイ、おねしょ! 冨部 志保子∥著 493.94

グレートカンパニー
リッチ
カールガード∥著 335.13

ひとまずがんの治療を
終えたあなたへ

フランシス
グッドハート∥著

494.5

預金封鎖 石角 完爾∥著 338.19
私に優しい、いいね！
がみつかる カラダのミカタ

“私のお気に入り”フォトコン
テスト事務局∥企画・編集 495

最後はなぜかうまくいくイタリア人 宮嶋 勲∥著 361.42 生涯健康脳 瀧 靖之∥著 498.39

暴力は絶対だめ!
アストリッド
リンドグレーン∥[述] 367.3

からだに役立つ薬膳・
漢方の食材便利帖

幸井 俊高∥監修 498.58

すべての若者が生きられる未来を 宮本 みち子∥編 367.68
疲れやすい人の食事は
何が足りないのか

森 由香子∥著 498.58

おひとりさまの最期 上野 千鶴子∥著 367.75 すべてがわかるアロマテラピー 塩屋 紹子∥監修 499.87

殺人犯との対話 小野 一光∥著 368.61

震災被災者と足湯ボランティア 似田貝 香門∥編著 369.31 厳選!デザインマンホール大図鑑
カラーマンホール
研究会∥編 518.23

異郷被災
東日本大震災在日コリアン被災
体験聞き書き調査プロジェクト∥
編

369.31
150万円以内で実現!!エクステリア
&ガーデン成功実例

524.89

被災の町の学校再開 武藤 美由紀∥[述] 372.12 スカイスクレイパーズ 小林 克弘∥編著 526.9

タイプ別「頭がよい子」になるヒント 本田 真美∥著 379.9 自動車ガイドブック　vol.62(2015-2016) 537

野生めぐり 石倉 敏明∥文 382.1 自動車整備士になるには 広田 民郎∥著 537.7

ピザの歴史
キャロル
ヘルストスキー∥著 383.8 航空整備士になる本 538.28

日本の珍しい結婚風習 国書刊行会∥編著 385.4 クロニクル日本の原子力時代 常石 敬一∥著 539.09

ヨーロッパの祝祭と年中行事
マドレーヌ
P.コズマン∥著 386.3 盗まれた最高機密 山崎 啓明∥著 559.7

ちいさな酒蔵33の物語 中野 恵利∥著 588.52

生涯を賭けるテーマをいかに選ぶか 最相 葉月∥著 402.8 Arigato大人カジュアルなプチプラコーデ いつたけ∥著 589.2

科学者は戦争で何をしたか 益川 敏英∥著 404 暮らしのヒント集　１・３ 松浦 弥太郎∥著 590

物理学は歴史をどう変えてきたか アン　ルーニー∥著 420.2
ズボラでもお金がみるみる貯まる
37の方法

飯村 久美∥著 591

へんな生きもの へんな生きざま 早川 いくを∥[著] 480.4 布で作ろう、革で作ろうわたしのお財布 越膳 夕香∥著 594

テントウムシの島めぐり 盛口 満∥著 486.6
30分でできる!かわいい
うで編み&ゆび編み

寺西 恵里子∥著 594.3

難読誤読鳥の名前
漢字よみかた辞典

日外アソシエーツ
株式会社∥編集

488.03 型紙の教科書 荒木 さわ子∥著 594.9

近藤誠の家庭の医学 近藤 誠∥著 490.4
愛もお金も引き寄せる顔になる!
顔筋コーディネート

Katsuyo∥著 595.5

愛が実を結ぶとき
ロバート
マーティン∥[著]

491.35 河北メイク論 河北 裕介∥著 595.5

図解でよくわかる毒のきほん
五十君 靜信
∥監修

491.59 フィスラーの料理教室 伊藤 晶子∥[著] 596

ウルトラ図解ぜんそく 足立 満∥監修 493.36 仙台おいしい出張美食BOOK
ございん仙台
編集部∥著 596

自然科学

技術・実用書



みんなの作りおき日記 SE編集部∥著 596 古美術へのさそい 工藤 吉郎∥著 756.8

はなちゃん12歳の台所 安武 はな∥著 596 100歳まで弾くからね! 大平 まゆみ∥著 762.1

だし生活、はじめました。 梅津 有希子∥著 596.04 ヴァイオリニストは音になる 千住 真理子∥著 762.1

味なメニュー 平松 洋子∥著 596.04 チェロ弾き英順音楽の人生（たび） 土田 英順∥著 762.1

みそまる 藤本 智子∥著 596.21 日本のロック名盤ベスト100 川崎 大助∥著 764.7

鍋ひとつでできるお手軽フレンチ
ダニエル
マルタン∥著

596.23 蜷川幸雄とシェークスピア 秋島 百合子∥著 772.1

グラタン・ドリア ワタナベ マキ∥著 596.23 「落語家」という生き方 広瀬 和生∥著 779.13

ほめられおせち JUNA∥著 596.4 タモリと戦後ニッポン 近藤 正高∥著 779.9

サラ弁 ほりえ さちこ∥著 596.4 日本の10番背負いました 落合 啓士∥著 783.47

まいにちおやつ なかしま しほ∥著 596.65 もっとも新しいラグビーの教科書 土井 崇司∥著 783.48

好印象を与える
ママ&パパの子連れマナー 岩下 宣子∥著 599 ラグビーのルール

日本ラグビーフット
ボール協会∥監修 783.48

錦織圭リターンゲーム 内田 暁∥著 783.5

ビジュアル
スペシャルティコーヒー大事典

ジェームズ
ホフマン∥著 619.89 人生、山あり時々谷あり 田部井 淳子∥著 786.1

イチジクの作業便利帳 真野 隆司∥編著 625.62 プロレス「戦後70年史」 788.2

図解知識ゼロからの畜産入門 八木 宏典∥監修 642.1 ボクシング「戦後70年史」 788.3

愛猫を長生きさせる50のコツ 野矢 雅彦∥監修 645.7 柔道一如 堀江 朋子∥著 789.2

オカメインコ完全飼育 すずき 莉萌∥著 646.8
とっさのときにすぐ護れる
女性のための護身術 伊藤 祐靖∥著 789.9

美味しいマイナー魚介図鑑 藤原 昌高∥著 664.6

観光ガイドになるには 中村 正人∥著 689.6 きょうも箸袋でラブレター 歌代子∥著 816.6

日本の英語教育を彩った人たち 外山 敏雄∥著 830.1

世界遺産
マルコ  カッター
ネオ∥著 709

死ぬまでに観ておきたい
世界の絵画1001

スティーヴン
ファージング∥編集 720.2 活発な暗闇 江國 香織∥編 908.1

かわいい妖怪画 湯本 豪一∥著 721 愛の顚末 梯 久美子∥著 910.26

《原爆の図》全国巡回 岡村 幸宣∥著 721.9 古田足日さんからのバトン
ありがとう古田
足日さんの会∥編 910.27

ビジュアル年表で読む西洋絵画
イアン
チルヴァース∥監修 723 若きウタリに

バチェラー
八重子∥著

911.17

水木しげる 水木 しげる∥著 726.1 平成川柳傑作選 仲畑 貴志∥選 911.47

乙女のふろく 村崎 修三∥編著 726.5 謹訳平家物語　２ 林 望∥[訳]著 913.43

消しゴムはんこ2000図案 江口 春畝∥著 736

ゲルダ
イルメ
シャーバー∥著 740.23 大人の流儀　５ 伊集院 静∥著 914.6

In the Wake 新井 卓∥[ほか撮影] 748 図書室で暮らしたい 辻村 深月∥著 914.6

言語

産業

芸術・スポーツ

文学

エッセイ、日記・紀行、ルポルタージュ



忘れる力 思考への知の条件 外山 滋比古∥著 914.6 ロゴスの市 乙川 優三郎∥著 N913.6

作家と一日 吉田 修一∥著 914.6 ヨイ豊 梶 よう子∥著 N913.6

人生のことはすべて山に学んだ 沢野 ひとし∥著 915.6 この冬の私はあの蜜柑だ 片岡 義男∥著 N913.6

うちの子になりなよ 古泉 智浩∥著 916 大班 加藤 鉱∥著 N913.6

奇跡の猫ビリー ルイーズ　ブース∥著 936 王様ゲーム　深淵8.02 金沢 伸明∥著 N913.6

フランドルの四季暦 マリ　ゲヴェルス∥著 954.7 ベンヤミン院長の古文書 金澤 マリコ∥著 N913.6

新カラマーゾフの兄弟　上・下 亀山 郁夫∥著 N913.6

幸腹な百貨店 秋川 滝美∥著 N913.6 ドクター・ホワイト 樹林 伸∥著 N913.6

世にも奇妙な君物語 朝井 リョウ∥著 N913.6 日本国債暴落 桐谷 新也∥著 N913.6

地に巣くう あさの あつこ∥著 N913.6 風の色 クァク ジェヨン∥原案 N913.6

自画像 朝比奈 あすか∥著 N913.6 カサンドラ 桑原 水菜∥著 N913.6

義貞の旗 安部 龍太郎∥著 N913.6 師走の扶持 澤田 瞳子∥著 N913.6

王国は誰のもの 安萬 純一∥著 N913.6 冬の光 篠田 節子∥著 N913.6

大脱走 荒木 源∥著 N913.6 骨風 篠原 勝之∥著 N913.6

だれもが知ってる小さな国 有川 浩∥著 N913.6 黒のコスモス少女団 朱川 湊人∥著 N913.6

下町ロケット　２ 池井戸 潤∥著 N913.6 小人の巣 白河 三兎∥著 N913.6

60 石川 智健∥著 N913.6 週末の鳥人間 雀野 日名子∥著 N913.6

家へ 石田 千∥著 N913.6 わかれ 瀬戸内 寂聴∥著 N913.6

あなたの空洞 伊藤 たかみ∥著 N913.6 異世界居酒屋「のぶ」　3杯目 蟬川 夏哉∥著 N913.6

のろい男 戌井 昭人∥著 N913.6 神の時空(とき)　5 高田 崇史∥著 N913.6

月神 井上 敏樹∥著 N913.6 天子ロミルの一日修行 高藤 吉伸∥著 N913.6

その可能性はすでに考えた 井上 真偽∥著 N913.6 ポンコツ探偵の名推理 滝田 務雄∥著 N913.6

ムナのふしぎ時間 井上 夕香∥作 N913.6 リクと白の王国 田口 ランディ∥著 N913.6

オムツ党、走る! 伊波 雅子∥著 N913.6 筒井康隆コレクション　３ 筒井 康隆∥著 N913.6

竈河岸 宇江佐 真理∥著 N913.6 真田幸村 大坂の陣秘録 津本 陽∥著 N913.6

やせる石鹼 歌川 たいじ∥著 N913.6 みがかヌかがみ 中里 友香∥著 N913.6

ザ・ブラックカンパニー 江上 剛∥著 N913.6 戦国はるかなれど　上・下 中村 彰彦∥著 N913.6

墓標なき街 逢坂 剛∥著 N913.6 暗号のポラリス 中山 智幸∥著 N913.6

ペンギンを愛した容疑者 大倉 崇裕∥著 N913.6
透析医・峰充子の
B型肝炎感染防止対策 夏 知眞理∥著 N913.6

ギブ・ミー・ア・チャンス 荻原 浩∥著 N913.6 十津川警部捜査行　20 西村 京太郎∥著 N913.6

小説（日本）



痴者の食卓 西村 賢太∥著 N913.6 トルコ軍艦エルトゥールル号の海難
オメル
エルトゥール∥著 F933.7

鹿鳴館のドラクラ 萩 耿介∥著 N913.6 カイコの紡ぐ噓　上・下
ロバート
ガルブレイス∥著 F933.7

陽だまりの天使たち 馳 星周∥著 N913.6 一時帰還 フィル  クレイ∥[著] F933.7

明治・金色キタン 畠中 恵∥著 N913.6 ようこそ、死のパーティーへ
レックス
スタウト∥著 F933.7

地の底の記憶 畠山 丑雄∥著 N913.6 書店主フィクリーのものがたり
ガブリエル
ゼヴィン∥著 F933.7

人魚の眠る家 東野 圭吾∥著 N913.6 悪夢はめぐる
ヴァージル
マーカム∥著 F933.7

緑と赤 深沢 潮∥著 N913.6 出島の千の秋　上・下
デイヴィッド
ミッチェル∥著 F933.7

白日の鴉 福澤 徹三∥著 N913.6 もうひとりのタイピスト
スーザン
リンデル∥著 F933.7

あなたに似た街 藤井 青銅∥著 N913.6 日々の光 ジェイ  ルービン∥著 F933.7

ヒクイドリ 古野 まほろ∥著 N913.6 ラリーレースの惨劇 ジョン  ロード∥著 F933.7

自撮者たち 松永 天馬∥著 N913.6 コドモノセカイ 岸本 佐知子∥編訳 F933.78

ようこそ、ペンション・アニモーへ 光丘 真理∥作 N913.6 ルミッキ　２ サラ  シムッカ∥著 F993.613

憂国者たち 三輪 太郎∥著 N913.6

葬偽屋は弔わない 森 晶麿∥著 N913.6 オール・クリア　上・下 コニー  ウィリス∥著 BF933.7

きらきら眼鏡 森沢 明夫∥著 N913.6 そばかすの少年 G.ポーター∥著 BF933.7

倍以上彼氏 森下 千里∥著 N913.6 スパイ学校の新任教官
スーザン  イーリア
マクニール∥著

BF933.7

帰蝶 諸田 玲子∥著 N913.6 にぎやかな眠り
シャーロット
マクラウド∥著

BF933.7

九番目の雲 山岡 ヒロアキ∥著N913.6 殺人者たちの王 バリー  ライガ∥著 BF933.7

ドール 山下 紘加∥著 N913.6 獣の記憶
ニーナ
ブラジョーン∥著

BF943.7

可視(み)える 吉田 恭教∥著 N913.6 人形遣い
ライナー
レフラー∥著

BF943.7

吉村昭昭和の戦争　１・２・３・４ 吉村 昭∥著 N913.6 ヒロイン失格 幸田 もも子∥原作 BN913.6

ウォーク・イン・クローゼット 綿矢 りさ∥著 N913.6 完本密命　巻之6 佐伯 泰英∥著 BN913.6

影憑き 輪渡 颯介∥著 N913.6 五代友厚 高橋 直樹∥著 BN913.6

決戦!本能寺 伊東 潤∥著 N913.68 邪心 堂場 瞬一∥[著] BN913.6

捨てる 大崎 梢∥著 N913.68 美少年探偵団 西尾 維新∥著 BN913.6

冒険の森へ　１２ N913.68 心の鏡 野口 卓∥著 BN913.6

そんな君の方程式 ゆーり∥著 BN913.6

盗みは人のためならず 劉 震雲∥著 F923.7 5分で読める!ひと駅ストーリー食の話
『このミステリーが
すごい!』編集部∥編

BN913.68

香港パク 李 承雨∥著 F929.13

天国からの電話 ミッチ  アルボム∥著 F933.7 Ｅｖｅｒ  Ｌａｓｔｉｎｇ  Ｔｉｍｅ　第2回・第4回 G379.3

文庫

小説（外国）

行政資料



Ｔｈｅ  ｌａｓｔｉｎｇ  ｍｅｍｏｒｙ
第７回・第９回・第10回 G379.3

みやぎ防災ガイド　2016 M369.3

気仙沼ニッティング物語 御手洗 瑞子∥著 M589.218

宮城県芸術年鑑　平成２６年度
宮城県環境生活部
消費生活・文化課∥編
集

M705.9

仙台育英準優勝  2015夏の甲子園
河北新報
出版センター∥編 M783

夕陽旅立ち 伊深 登志子∥著 M914.6

警察白書　平成27年版 警察庁∥編 R317.7

防災白書　平成27年版 内閣府∥編集 R369.3

新明解類語辞典 中村 明∥編 R813.5

アドバンストフェイバリット和英辞典 浅野 博∥編集委員 R833.2

郷土資料

参考資料

http://www.irasutoya.com/2013/12/blog-post_7063.html


へなちょこ探偵24じ 齊藤 飛鳥∥作 KN913.6

不思議の国のアリス ルイス  キャロル∥作 KF933.6 ちびまる子ちゃん劇場　９ さくら ももこ∥原作 KN913.6

すぐ読める!
名探偵ホームズの謎解き

[アーサー  コナン
ドイル∥原著]

KF933.6 放課後ファンタスマ!　3 桜木 日向∥作 KN913.6

オリガミ・チューバッカの
占いのナゾ

トム  アングル
バーガー∥作

KF933.7 だれも知らない小さな国 佐藤 さとる∥作 KN913.6

マジック少年マイク
 科学マジック・ショータイム!

ケイト  イーガン∥作 KF933.7 豆つぶほどの小さないぬ 佐藤 さとる∥作 KN913.6

大好き!クサイさん
デイヴィッド
ウォリアムズ∥作

KF933.7 きょうしつはおばけがいっぱい さとう まきこ∥作 KN913.6

第二次世界大戦の夜
メアリー  ポープ
オズボーン∥著

KF933.7 ぜったいくだものっこ たかどの ほうこ∥作 KN913.6

トイ・ストーリー謎の恐竜ワールド 橘高 弓枝∥文 KF933.7 毒ヘビ少女の魔術 高山 栄子∥作 KN913.6

ハリーとうたうおとなりさん ジーン  ジオン∥ぶん KF933.7 おしゃべり森にゃあ! 長崎 夏海∥作 KN913.6

ロックウッド除霊探偵局
2（上）・（下）

ジョナサン
ストラウド∥作

KF933.7 フェアリーキャット　2 東 多江子∥作 KN913.6

大きなたまご
オリバー
バターワース∥作

KF933.7 なりたて中学生　中級編 ひこ  田中∥著 KN913.6

神々と戦士たち　2
ミシェル
ペイヴァー∥著

KF933.7 夢の守り手　3 廣嶋 玲子∥作 KN913.6

救われたおとぎ話
イアン
ベック∥作  絵

KF933.7 ユニコーンの乙女　3 牧野 礼∥作 KN913.6

ヒミツの子ねこ　5・6 スー　ベントレー∥作 KF933.7 つくしちゃんとすぎなさん まはら 三桃∥作 KN913.6

おたずねもの姉妹の探偵修行
File#3

M.E.ラブ∥著 KF933.7 白をつなぐ まはら 三桃∥著 KN913.6

オリンポスの神々と7人の英雄　5
リック
リオーダン∥作

KF933.7 ダンゴムシだんごろう　3 みお ちづる∥作 KN913.6

戦火の三匹 ミーガン  リクス∥作 KF933.7 アイドルを咲かせ 美波 蓮∥作 KN913.6

がれきのなかの小鳥
カーリ
ビッセルス∥作

KF949.33 あまのじゃくにかんぱい! 宮川 ひろ∥作 KN913.6

木を植えた男 ジャン  ジオノ∥著 KF953.7 龍神王子(ドラゴン・プリンス)!　5 宮下 恵茉∥作 KN913.6

ぼくのオレンジの木
J.M.デ  ヴァスコン
セーロス∥著

KF969.3 トリプル・ゼロの算数事件簿　ファイル2 向井 湘吾∥作 KN913.6

THE LOCK　1・2 P.D.バッカラリオ∥作 KF973 おばけがとりつくおんがくかい むらい かよ∥著 KN913.6

ヘフツィール物語 A.レペトゥーヒン∥文 KF983 音楽室の日曜日 村上 しいこ∥作 KN913.6

オンネリとアンネリのおうち
マリヤッタ
クレンニエミ∥作

KF993.613 サトミちゃんちの8男子　８ 矢立 肇∥原案 KN913.6

みんなのおばけ小学校 市川 宣子∥作 KN913.6 温泉アイドルは小学生!　1 令丈 ヒロ子∥作 KN913.6

二日月 いとう みく∥作 KN913.6 約束 小林 深雪∥[著] KN913.68

しまなみ幻想 内田 康夫∥作 KN913.6 おもしろい話、集めました。　Ｇ 深海 ゆずは∥作 KN913.68

しゅるしゅるぱん
おおぎやなぎ
ちか∥作

KN913.6 現代落語おもしろ七席 斉藤 洋∥作 KN913.7

ようかいとりものちょう　4 大崎 悌造∥作 KN913.6

メン! 開 隆人∥作 KN913.6 布絵本  ちょうちょう T1

ぼくのおじいちゃん、ぼくの沖縄 上條 さなえ∥作 KN913.6

布絵本

児童書（読み物）



女子栄養大学栄養クリニックの
こども栄養素えほん　1・２・３

女子栄養大学栄養
クリニック∥監修

K498.55

今すぐ読みたい!
10代のためのYAブックガイド150!

金原 瑞人∥監修 K019.5 じめんのボタンのナゾ 本吉 凛菜∥著 K512

あそびのおうさまずかん　からだ K031 住まいのひみつ 藤本 和典∥監修 K527

激コワ!キミだけに話しちゃう!?
都市伝説　おばけ病院の巻

平川 陽一∥編 K049 きみもなれる!家事の達人　1 阿部 絢子∥監修 K590

激コワ!キミだけに話しちゃう!?
都市伝説　ケータイから聞こえる声の巻 平川 陽一∥編 K049 夢の名作ハンドメイド　3 K594

怪談バス 現代怪談研究会∥編 K147 昆布だしで定番和食 宮沢 うらら∥著 K596.21

むのたけじ100歳の
ジャーナリストからきみへ　人類 むの たけじ∥著 K159.5

スイーツいっぱい
キラキラめいろブック

WILLこども知育
研究所∥編集

K596.65

むのたけじ100歳の
ジャーナリストからきみへ　育つ むの たけじ∥著 K159.5

かわいくておいしい!
スイーツレシピ　1

大森 いく子∥著 K596.65

ポンペイのひみつ
ティム
オーシェイ∥著 K232.8 くだものと木の実いっぱい絵本 ほりかわ りまこ∥作 K625

マチュ・ピチュのひみつ スザンヌ　ガーブ∥著 K268.04 日本の伝統野菜 板木 利隆∥監修 K626

真田幸村 小沢 章友∥作 K289.1 がんばれ!盲目の犬レディ 山本 博∥著 K645.6

真田幸村 藤咲 あゆな∥著 K289.1 子犬工場 大岳 美帆∥著 K645.62

19歳の小学生
久郷
ポンナレット∥著

K289.2 めざせ!動物のお医者さん
きむら
ゆういち∥作

K649

マリ・キュリー
筑摩書房
編集部∥著

K289.3 3000万種類の昆虫がいる雨林
ポール
ロケット∥文

K653.17

名探偵コナンKODOMO
時事ワード　2016

読売KODOMO
新聞編集室∥編

K304 写真とデータでわかる日本の貿易　1
日本貿易会
∥監修

K678.21

14歳からの戦争のリアル 雨宮 処凛∥著 K319.8 フリーダ・カーロ
筑摩書房
編集部∥著

K723.56

なるほど!お金のはなし
マーティン
ジェンキンス∥文

K337
かわいくかけちゃう!
カンタンまんがレッスンBOOK

日本マンガ塾
∥監修

K726.107

サバイバル入門
メアリー　ポープ
オズボーン∥著

K369.3 バレエものがたり
スザンナ　デイヴィッド
ソン∥再話 K769.9

世界のともだち　29・30 K384.5 スター・ウォーズ100シーン
ジェイソン
フライ∥著

K778.253

日本の都市伝説絵図鑑　2 常光 徹∥監修 K388.1 ジョージ・ルーカス パム　ポラック∥著 K778.253

5000億の銀河と
700垓の星をもつ宇宙

ポール
ロケット∥文

K440 走れ!みらいのエースストライカー 吉野 万理子∥作 K783.47

マイアサウラ たかし よいち∥文 K457.87 将棋教室 橋本 崇載∥監修 K796

せんせい!これなあに?　5 K460 世界の文字の書き方・書道　1・2 稲葉 茂勝∥著 K801.1

ニホンカワウソはつくづく
運がわるかった?!

熊谷 さとし∥著 K482 名作で読むクリスマス
青い鳥文庫
編集部∥編

K908.3

あしをなくしたウミガメ悠ちゃん 中谷 詩子∥文 K487.95 プリンセスものがたり
マーリー
マッキノン∥再話

K908.3

ぼくはアホウドリの親になる 南 俊夫∥文　写真 K488.67 はじめての百人一首ブック 天野 慶∥著 K911.147

600以上の筋肉と
206個の骨をもつ体

ポール
ロケット∥文

K491.3 ふれあいしぜん図鑑　冬 横山 洋子∥監修 KR031

ABO血液型がわかる科学 山本 文一郎∥著 K491.321 キッズペディア世界遺産 KR709

もっと知りたい!微生物大図鑑　1 北元 憲利∥著 K491.7

管理栄養士の一日
WILLこども
知育研究所∥編著

K498.14

児童書（その他）



ボタンちゃん 小川 洋子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

がんばれ!ルルロロ
いっぱいゆきだるま

あいはら
ひろゆき∥文 Eｱｵ まあちゃんとりすのふゆじたく かとう まふみ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ふうせんいぬティニー
だれがいちばん?

ふうせんいぬティニー
製作委員会∥監修 Eｱｵ 風来坊の子守歌 川端 誠∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

フルーツパンケーキ さか井 美ゆき∥絵 Eｱｶ まねきねこがっこう きた あいり∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

まくらちゃんです。
とよた かずひこ
∥さく  え Eｱｶ オオカミのはつこい

きむら ゆういち
∥ぶん Eﾐﾄﾞﾘ

リュックちゃんです。
とよた かずひこ
∥さく  え Eｱｶ しょうじき50円ぶん

くすのき
しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おとうふやさん 飯野 まき∥さく Eｵﾚﾝｼﾞ ぼくらちきゅうじんだいひょう!
くすのき
しげのり∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

まつぼっくり 菅原 久夫∥ぶん Eｵﾚﾝｼﾞ ノラネコぐんだん おすしやさん 工藤 ノリコ∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

ぐらっとゆれたらどうする!?
そらジロー
∥文  解説

Eｵﾚﾝｼﾞ とけいのおうさま こすぎ さなえ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

うーん、うーん、うんち!
ネイチャー&
サイエンス∥編

Eｵﾚﾝｼﾞ ひともじえほん
こんどう
りょうへい∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

3びきのくま
スズキ コージ
∥文  絵

Eｷｲﾛ ちいさなちいさなひみつのたから さかい さちえ∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

子どものための
ラ・フォンテーヌのおはなし

ラ  フォンテーヌ
∥[原作]

Eｷｲﾛ てぶくろくん 佐々木 マキ∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

ムーミンとはじめての冬
パイヴィ
アレニウス∥作

Eﾊｲｲﾛ あるひ、いつものがくどうで。 サトシン∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

おじいちゃんのコート
ジム  エイルズ
ワース∥文 Eﾊｲｲﾛ ゆきだるまのくに 白土 あつこ∥作  絵 Eﾐﾄﾞﾘ

メリークリスマス、ペネロペ!
アン  グットマン
∥ぶん Eﾊｲｲﾛ ケチャップマン 鈴木 のりたけ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

I Loveスヌーピー
チャールズ
M.シュルツ∥原作 Eﾊｲｲﾛ ひな 瀬川 康男∥著 Eﾐﾄﾞﾘ

きっときっとまもってあげる M.スペリング∥ぶん Eﾊｲｲﾛ かすみのどんぐり 征矢 清∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

おんがくたいくまちゃん
シャーリー
パレントー∥ぶん Eﾊｲｲﾛ くまのクリスマス 高橋 和枝∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ラスムスクルンプ クリスマスのぼうけん
カーラとヴィルヘルム
ハンセン夫妻∥原案 Eﾊｲｲﾛ おはよう!しゅうしゅうしゃ 竹下 文子∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

しろくまくんどこにいく?
ソフィー  ヘン
∥作  絵 Eﾊｲｲﾛ すすめ!ゆきのきゅうじょたい 竹下 文子∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

おうちとおそと リジー  ボイド∥著 Eﾊｲｲﾛ ゆきあそび
たちもと
みちこ∥さく  え

Eﾐﾄﾞﾘ

パディントンのマーマレード迷路 マイケル  ボンド∥さく Eﾊｲｲﾛ おおきいサンタとちいさいサンタ
谷口 智則
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

トリック・クリスマス・ファンタジー
マシュー
ラビリンス∥作 Eﾊｲｲﾛ サンタクロースになるひ

種村 有希子
∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

ちいさなかいじゅうモッタ
イヴォンヌ
ヤハテンベルフ∥文  絵 Eﾊｲｲﾛ とうめいにんげんのしょくじ 塚本 やすし∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

みつけてかぞえてどこどこどうぶつ ガレス  ルーカス∥絵 Eﾊｲｲﾛ ぼくの天国ポスト 寺井 広樹∥原案 Eﾐﾄﾞﾘ

はなかっぱうみのぼうけん あきやま ただし∥著 Eﾐﾄﾞﾘ ママのゆきだるま 長崎 源之助∥文 Eﾐﾄﾞﾘ

ことばあそびレストラン 石津 ちひろ∥文 Eﾐﾄﾞﾘ みんなのくまくまパン 西村 敏雄∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

もりでいちばんのクリスマスツリー いりやま さとし∥著 Eﾐﾄﾞﾘ ひゃくえんだま ねじめ 正一∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

おさるのれっしゃ 牛窪 良太∥文  絵 Eﾐﾄﾞﾘ ねこいぬちゃん のぶみ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

とおいほしでも 内田 麟太郎∥文 Eﾐﾄﾞﾘ
ぼく、仮面ライダーになる!
ゴースト編

のぶみ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

絵本



あなに 長谷川 集平∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

天使がいっぱい 長谷川 集平∥[作] Eﾐﾄﾞﾘ

おとうさんぼくね…
長谷川 義史
∥さく  え

Eﾐﾄﾞﾘ

あと、いくつ?
ひろかわ
さえこ∥作

Eﾐﾄﾞﾘ

ネコリンピック ますだ みり∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

あからんくん 松本 一起∥詩 Eﾐﾄﾞﾘ

しろねこものがたり 松本 はるの∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

フーちゃんみなかった? 村田 エミコ∥さく Eﾐﾄﾞﾘ

ヘルシーせんたい
ダイズレンジャー

やぎ たみこ∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

ろじうらの伝説 柳家 喬太郎∥作 Eﾐﾄﾞﾘ

どうぶつドドド
矢野 アケミ
∥作  絵

Eﾐﾄﾞﾘ

うらしま 日和 聡子∥文 Eﾑﾗｻｷ

木幡狐 藤野 可織∥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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