
 

 

 

 

 

 

 

 

 

（企画展「大人のための怖い本特集」を開催中） 

 
 

【小 説】 

・遠野奇譚･･･藍沢 羽衣/著 

・ままならないから私とあなた･･･朝井 リョウ/著 

・サブマリン･･･伊坂 幸太郎/著 

・海の見える理髪店･･･荻原 浩/著 

・向田理髪店･･･奥田 英朗/著 

・アマガミ･･･窪 美澄/著 

・防諜捜査･･･今野 敏/著 

・アンと青春･･･坂木 司/著 

・ノヴェリストの季節･･･沢村 鐡/著 

・札幌アンダーソング･･･小路 幸也/著 

・彼女に関する十二章･･･中島 京子/著 

・タスキメシ･･･額賀 澪/著 

・若様とロマン･･･畠中 恵/著 

・辛夷の花･･･葉室 麟/著 

・緑衣のメトセラ･･･福田 和代/著 

・硝子の太陽 Noir･･･誉田 哲也/著 

・硝子の太陽 Rouge･･･誉田 哲也/著 

・ポイズンドーター・ホーリーマザー･･･湊 かなえ/著 

・風聞き草墓標･･･諸田 玲子/著 

*純な心･･･ギュスターヴ・フローベール/著 

*雪が降るまえに･･･アルセーニー・タルコフスキー/著 

 

【文 庫】 

*流転の影･･･浅黄 斑/著 

*俳優・亀岡拓次･･･戌井 昭人/著 

*あずかりやさん･･･大山 淳子/著 

 

 

 

 

 

 

 

 

*居酒屋お夏 2･･･岡本 さとる/著 

*木戸の闇裁き･･･喜安 幸夫/著 

*海よりもまだ深く･･･是枝 裕和/著 

*死の舞い・・・佐伯 泰秀/著 

*起終点駅（ターミナル）･･･桜木 紫乃/著 

*雄風翻（はため）く･･･芝村 涼也/著 

*歌麿殺贋事件･･･高橋 克彦/著 

*倫敦暗殺塔･･･高橋 克彦/著 

*奇剣柳剛･･･鳥羽 亮/著 

*剛剣馬庭･･･鳥羽 亮/著 

*妖剣烏尾･･･鳥羽 亮/著 

*死顔･･･鳥羽 亮/著 

*死笛･･･鳥羽 亮/著 

*七人の共犯者･･･中津 文彦/著 

*銭形平次捕物控３･･･野村 胡堂/ 

*銭形平次捕物控 15･･･野村 胡堂/著 

*白馬山荘殺人事件･･･東野 圭吾/著 

*踊る千両桜･･･聖 龍人/著 

*修羅の剣･･･藤 水名子/著 

*エイプリルフールズ･･･古沢 良太/脚本 

*小説版スキャナー･･･古沢 良太/著 

*奉行闇討ち･･･藤 水名子/著 

*五十四万国の嘘･･･松本 清張/著 

*ゼロの焦点･･･松本 清張/著 

*坂本龍馬殺人事件･･･山村 美紗/著 

*岸辺の旅･･･湯本 香樹実/著 

 

 
 

 

【新 書】 

*結婚記念殺人事件･･･赤川 次郎/著 

*三毛猫ホームズの四季･･･赤川 次郎/著 

*三毛猫ホームズの推理･･･赤川 次郎/著 

*奥多摩殺人渓谷･･･太田 蘭三/著 

*処刑の家･･･勝目 梓/著 

*関越自動車道殺意の逆転･･･大谷 羊太郎/著 

*信州千曲川殺意の旅情･･･大谷 羊太郎/著 

*石見銀山街道殺人事件･･･木谷 恭介/著 

*瀬戸大橋殺人海峡･･･木谷 恭介/著 

*日南海岸殺人事件･･･木谷 恭介/著 

*「お宝鑑定」殺人事件･･･木谷 恭介/著 

 

【 西村京太郎サスペンス 】 

*紀伊半島殺人事件 

*北能登殺人事件 

*京都恋と裏切りの嵯峨野 

*高知・龍馬殺人街道 

*雷鳥九号（サスペンス・トレイン）殺人事件 

*殺人者は北へ向かう 

*志賀高原殺人事件 

*寝台特急「あさかぜ１号」殺人事件 

*知多半島殺人事件 

*東京地下鉄（メトロ）殺人事件 

*十津川警部殺しのトライアングル 

*十和田南へ殺意の旅 

*能登半島殺人事件 

*夜間飛行（ムーンライト）殺人事件 

*夜の狙撃 

*伊勢・志摩に消えた女 

 

【文 芸】 

・いっぽいっぽ･･･幸田 啓子/著 

・ロマンティックあげない･･･松田 青子/著 

・「私」を受け容れて生きる･･･末盛 千枝子/著 

・イナカ川柳･･･TV Bros.編集部/編 

 

【旅 行】 

・るるぶ東北‘17･･･JTBパブリッシング/編 

・東北‘17･･･昭文社/編 

・全国 SA・PA道の駅ガイド’16-‘17･･･昭文社/編 

*沖縄･･････JTBパブリッシング/編 

*人生一度の素晴らしい旅･･･パイインターナショナル/編 

 

【心理学】 

*1日１践かんたん「自己暗示」で 

一生が変わる･･･多湖 輝/著 

*時間の使い方うまい人・へたな人･･･齋藤 茂太/著 

*人生をやり直すための哲学･･･小川 仁志/著 

*現代語抄訳 後世への最大遺物･･･内村 鑑三/著 

 

【歴 史】 

・進化する戦国史･･･渡邊 大門/著 

・神紋総覧･･･丹羽 基二/著 

・世界の愛らしい子ども民族衣装･･･国際復職学会/監修 

・図説フランスの歴史･･･佐々木 真/著 

・シンドラーに救われた少年･･･レオン・レイソン/著 

 

【社会科学】 

・Q＆Aすぐわかる軽減税率･･･日本経済新聞社/編 

・求人詐欺･･･今野 晴貴/著 

*図解仕事術･･･山崎 武也/著 

・日本でいちばん温かい会社･･･大山 泰弘/著 

*やりたいことをやれ･･･本田 宗一郎/著 

・社会人の基本敬語・話し方大全･･･岩下 宣子/著 

・ストーカー加害者･･･田淵 俊彦/著 

・夫婦親子男女の法律知識[2016]第３版 

･･･自由国民社/編 

・裁判官・非常識な判決４８選･･･間川 清/著 

・ここまで進んだ！格差と貧困･･･稲葉 剛/著 

・未婚当然時代･･･にらさわ あきこ/著 

・家族という病２･･･下重 暁子/著 

・老人の壁･･･養老 孟司/著 

・イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑･･･澤宮 優/文 

 

 

【東 北】 

・生態学が語る東日本大震災 

･･･日本生態学会東北地区会/編 

・遠野物語･･･石井 正己/著 

・東北の古代史 5･･･熊谷 公男/企画編集委員 

 

【医 療】 

・アレルギー医療革命･･･NHK スペシャル取材班/著 

・食物アレルギーのつきあい方と安心レシピ 

･･･海老澤 元宏/著 

・ボケない暮らし３０カ条･･･朝田 隆/著 

 

【教 育】 

・障害がある子どもの考える力を育てる基礎学習 

･･･宮城 武久/著 

・障害のある子どもの数の基礎学習･･･宮城 武久/著 

・障害のある子どもの文字を書く基礎学習･･･宮城 武久/著 

・小中高・不登校生の居場所探し 

2016～2017年版･･･学びリンク/編 

 
【科 学】 

・知の発見･･･中村 桂子/著 

・星と月の撮り方入門･･･田中 達也/著 

・面白くて眠れなくなる植物学･･･稲垣 栄洋/著 
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・蛙･･･内山 りゅう/著 

・亀･･･内山 りゅう/著 

・蜥蜴･･･内山 りゅう/著 

・淡水類･･･内山 りゅう/著 

・兜虫･･･内山 りゅう/著 

・鍬形･･･内山 りゅう/著 

・カメムシ･･･野澤 雅美/著 

・動物のいのちを考える･･･高槻 成紀/編著 

・文鳥ちゃん･･･amycco./著 

 

【家 庭】 

・ママ、もっと自信をもって･･･中川 李枝子/著 

・手作り週末木工 2016-2017･･･学研プラス/編 

・得する家事･･･あのニュースで得する人損する人/編 

*おからダイエットレシピ･･･家村 マリエ/著 

*シュタイナーおやつ･･･陣田 靖子/著 

*雑穀と野菜でつくる 

つぶつぶクッキング START･･･ゆみこ/著 

・はじめての小さな庭･･･杉井 志織/監修 

 
【産 業】 

・三陸鉄道情熱復活物語  

笑顔をつなぐ、ずっと･･･品川 雅彦/著 

*まぐろ土佐船･･･斎藤 健次/著 

 

【スポーツ】 

・これならわかるオリンピックの歴史 Q＆A 

･･･石出 法太/著 

【芸術】 

*歌川広重･･･浮世絵太田記念美術館 

*世界の名歌･･･野ばら社/編 

 

【言 語】 

・やまとことば５０音辞典･･･高村 史司/著 

 

【総 記】 

・コミュニティーとマイクロ・ライブラリー 

･･･まちライブラリー/編 

・テキパキこなす！新社会人のための 

エクセル＆ワードの常識１４１･･･尾崎 裕子/著 

・著作権がよ～くわかる本 

･･･リバーシティ法律事務所/監修 

・図書館へ行こう!!･･･洋泉社/編 

 

 

 

 
（なつのほんを展示しております。） 

 

【絵 本】 

・木のすきなケイトさん･･･H・ジョゼフ・ホプキンス/著 

・ことりのおそうしき･･･マーガレット・ワイズ・ブラウン/文 

・ちっちゃいさん･･･イソール/著 

・みずたまのたび･･･アンヌ・クロザ/著 

・ラブリーオールドライオン･･･ジュリア・ジャーマン/著 

・このあとどうしちゃおう･･･ヨシタケ シンスケ/著 

・しかけのないしかけえほん･･･のぶみ/作 

・しろちゃんとはりちゃん あめのいちにち 

･･･たしろ ちさと/著 

・ボタンちゃん･･･小川 洋子/著 

*さくよさくよ･･･齋藤 槙/著 

 

【児童文学】 

・木かげの秘密･･･浅野 竜/作 

・二日月･･･いとう みく/作 

・モンスターホテルでピクニック･･･柏葉 幸子/著 

・えんぴつ太郎のぼうけん･･･佐藤 さとる/著 

・こたえはひとつだけ･･･立原 えりか/作 

・茶畑のジャヤ･･･中川 なをみ/著 

・ユキとヨンホ･･･中川 なをみ/作 

・ひみつのきもちぎんこう･･･ふじもと みさと/著 

・赤のはんたいは？･･･宮下 すずか/作 

・ここで土になる･･･大西 暢夫/著 

・読書の時間４･･･ジュベナイル/著 

・さかさ町･･･F・エマーソン・アンドリュース/作 

・ジュリエッタ荘の幽霊 

･･･ベアトリーチェ・ソリナス・ドンギ/作 

・白いイルカの浜辺･･･ジル・ルイス/著 

・走れ、風のように･･･マイケル・モーパーゴ/著 

・ワンダー･･･R.J.パラシオ/作 

・ぼくは、チューズデー 

･･･ルイス・カルロス・モンタルバン/著 

 

【こころ】 

・やっぱりこういうときはどうするんだっけ･･･辰巳 渚/著 

 

【伝 記】 

・大村智ものがたり･･･馬場 錬成/著 

・シュバル･･･岡谷 公二/文 

・勇気の花がひらくとき･･･梯 久美子/文 

 

【歴 史】 

・飛鳥時代のサバイバル･･･細雪 純/マンガ 

・グランド・ルート･･･アニック・ド・ジリ/著 

 

【社 会】 

・下水道のひみつ･･･ひろ ゆうこ/漫画 

・生きる･･･森越 智子/作 

・ちびまる子ちゃんの春夏秋冬教室 ･･･関根 健一/著 

 

【科 学】 

・地球ってほんとにまあるいの？･･･板倉 聖宣/著 

・ウナギのいる川いない川･･･内山 りゅう/著 

・鳥のサバイバル２･･･ゴムドリ co./文 

・もぐもぐどうぶつえん･･･なかの ひろみ/文・構成 

・数ってどこまでかぞえられる？･･･ロバート・E・ウェルズ/著 

・クレヨンしんちゃんのまんが算数ひらめきブック 

･･･臼井 儀人/キャラクター原作 

・ちびまる子ちゃんのかけ算わり算･･･福嶋 淳史/著 

 

【技 術】 

・コロッケ先生の情熱！古紙リサイクル授業 

･･･中村 文人/著 

 

【農 業】 

・お米の魅力つたえたい！米と話して 365日 

･･･谷本 雄治/著 

 
【芸 術】 

・よみがえる二百年前のピアノ･･･佐和 みずえ/著 

・ちびまる子ちゃんのなぞなぞ１年生 

･･･さくら ももこ/キャラクター原作 

・ちびまる子ちゃんのなぞなぞ 2年生 

･･･さくら ももこ/キャラクター原作 

・ちびまる子ちゃんのなぞなぞ 3年生 

･･･さくら ももこ/キャラクター原作 

・ちびまる子ちゃんのなぞなぞ３６５日 

･･･さくら ももこ/キャラクター原作 

・ちびまる子ちゃんのめいろあそび 

･･･さくら ももこ/キャラクター原作 

 

【言 語】 

・クレヨンしんちゃんのまんが漢字の使い分けブック 

･･･臼井 儀人/著 

・ちびまる子ちゃんの文法教室･･･貝田 桃子/著 

・ちびまる子ちゃんの古典教室･･･貝田 桃子/著 

・ちびまる子ちゃんの小学生英語 

･･･さくら ももこ/キャラクター原作 

・名探偵コナンわかる！できる！話せる！ 

アメリカ英会話探検ノート･･･巽 一朗/著 

・敬語早わかり･･･藤子・F・不二雄/キャラクター原作 

 

 

 

 

 

【小 説】 

・「悩み部」の栄光と、その慢心。･･･麻希 一樹/著 

・ABC!･･･市川 朔久子/著 

・さよなら、ママ･･･キャロル・ガイトナー/著 

・ハーレムの闘う本屋･･･ヴォーンダ・ミショー・ネルソン著 

・その本の物語 上・下 ･･･村山 早紀/著 

 

【社会科学】 

・君たちには話そう･･･いしい ゆみ/著 

 

 
「小・中学校の第６２回青少年読書感想文コンクリール」・

「第４９回岩手読書感想文コンクール」の課題図書の展示

貸出中です。 

児 童 書 

ヤ ン グ 

図 書 館 へ 

行 こ う ！ 
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