
  ７月特集「スタッフのわがまま図書館」
請求記号 書名 著者名 出版者名

B292ヨ マイナス５０℃の世界 米原　万里 角川学芸出版
388.8サ 誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース 創元社
460ナ 生き物が見る私たち 中村　桂子 青土社
488ナ ときめく小鳥図鑑 中村　文 山と溪谷社
762ウ クラシック・ゴシップ！ 上原　章江 ヤマハミュージックメディア

B769サ 闘うバレエ　素顔のスターとカンパニーの物語 佐々木　忠次 文藝春秋
B778チ チャップリン自伝　若き日々 チャップリン 新潮社
B932フ 夜の来訪者 プリーストリー 岩波書店
B933ク 料理人 ハリー・クレッシング 早川書房
933セ 書店主フィクリーのものがたり ガブリエル・ゼヴィン 早川書房
B933フ ウィンブルドン ラッセル・ブラッドン 東京創元社
933フ 古書の来歴 ジェラルディン・ブルックス ランダムハウス講談社
B933ロ 白い牙 ジャック・ロンドン 新潮社
943ツ 女の二十四時間　ツヴァイク短篇選 シュテファン・ツヴァイク みすず書房
B953シ 新車のなかの女 セバスチアン・ジャプリゾ 東京創元社
983ウ 女が嘘をつくとき リュドミラ・ウリツカヤ 新潮社
989シ １２人の蒐集家／ティーショップ ゾラン・ジヴコヴィッチ 東京創元社
BFコ 古書ミステリー倶楽部　傑作推理小説集 ミステリー文学資料館 光文社
BFフ 文豪たちが書いた怖い名作短編集 彩図社文芸部 彩図社
BFレ 顔のない肖像画 連城　三紀彦 実業之日本社

B133ミ 自由論 ミル 光文社
B232マ ディスコルシ　「ローマ史」論 ニッコロ・マキァヴェッリ 筑摩書房
289.1シ ある明治人の記録　会津人柴五郎の遺書 石光　真人 中央公論社
783.4イ Ｉ　ＡＭ　ＺＬＡＴＡＮ　ズラタン・イブラヒモビッチ自伝 ズラタン・イブラヒモビッチ 東邦出版
B786ハ シークレット・レース　ツール・ド・フランスの知られざる内幕 タイラー・ハミルトン 小学館
914セ 昔日の客 関口　良雄 夏葉社
933ウ ストーナー ジョン・ウィリアムズ 作品社
933エ 特別料理 スタンリイ・エリン 早川書房
B933オ フランク・オコナー短篇集 フランク・オコナー 岩波書店
933カ 石の葬式 パノス・カルネジス 白水社
933キ 青い野を歩く クレア・キーガン 白水社
933ス オリーヴ・キタリッジの生活 エリザベス・ストラウト 早川書房
B933マ フランクを始末するには アントニー・マン 東京創元社
933モ ものぐさドラゴン ケネス・グレアム 青土社
B933ラ 最後の紙面 トム・ラックマン 日本経済新聞出版社
933リ 紙の動物園 ケン・リュウ 早川書房
B935ハ チャリング・クロス街８４番地　書物を愛する人のための本 ヘレーン・ハンフ 中央公論社
953シ 年を歴た鰐の話 レオポール・ショヴォ 文芸春秋
953ラ 蠅 ジョルジュ・ランジュラン 早川書房
BFタ 一命 滝口　康彦 講談社

146ヒ 自己カウンセリングとアサーションのすすめ 平木　典子 金子書房
486ハ 虫と文明 ギルバート・ワルドバウアー 築地書館
492.7マ 長生きしたけりゃふくらはぎをもみなさい 槙　孝子 アスコム
499イ アロマセラピー使いこなし事典 池田　明子 世界文化社
499オ ハーブティーブレンドＢＯＯＫ　心と体の不調に効く おおそね　みちる 講談社
576ウ ハーブ・アロマを楽しむナチュラルソープのつくりかた 梅原　亜也子 誠文堂新光社
576オ 自然素材でつくるファミリーのデイリーケア 小幡　有樹子 ブロンズ新社
617キ キッチンハーブ２６種の育て方＆レシピ 主婦の友社 主婦の友社
617ミ ミントのチカラ ＮＨＫ出版 ＮＨＫ出版
911.1タ 独楽吟 橘　曙覧 グラフ社
B916フ 流れる星は生きている 藤原　てい 中央公論新社
931ワ ようこそ「マザーグース」の世界へ 鷲津　名都江 日本放送出版協会
BFカ 七人の敵がいる 加納　朋子 集英社
BFハ 白蓮れんれん 林　真理子 集英社
BFミ 百億の昼と千億の夜 光瀬　竜 早川書房
Fミ 夢をかなえるゾウ 水野　敬也 飛鳥新社
JFモ カラフル 森　絵都 文藝春秋

1

１０１　ラッコ図書館

２０１　コアラ図書館

１０２　ひまわり図書館



  ７月特集「スタッフのわがまま図書館」
請求記号 書名 著者名 出版者名

124ア 自由訳老子 新井　満 朝日新聞社
159ナ 心と体を活かす言葉 中村　天風 イースト・プレス
290コ ここだけは行ってみたい　音楽のある景色 ピエ・ブックス
290セ 世界　伝説と不思議の物語 パイインターナショナル
295ヨ プリンス・エドワード島　世界一美しい島の物語 吉村　和敏 講談社
498.3ホ お医者さんがすすめるすごい瞑想 保坂　隆 ＰＨＰ研究所
762サ モーツァルト　人を幸せにする「無邪気力」 齋藤　孝 大和書房
902セ 世界の作家が愛した風景 パイインターナショナル
B933オ 高慢と偏見　上 ジェイン・オースティン 筑摩書房
B933オ 高慢と偏見　下 ジェイン・オースティン 筑摩書房
B933キ アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 早川書房
B933ク 幼年期の終わり クラーク 光文社
B933ス ハツカネズミと人間 スタインベック 新潮社
B933テ 二都物語　上 ディケンズ 新潮社
B933テ 二都物語　下 ディケンズ 新潮社
B933テ クリスマス・キャロル ディケンズ 新潮社
B933ヘ １ドルの価値／賢者の贈り物　他２１編 Ｏ．ヘンリー 光文社
946フ 夜と霧　ドイツ強制収容所の体験記録 Ｖ．Ｅ．フランクル みすず書房
947ケ 希望名人ゲーテと絶望名人カフカの対話 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 飛鳥新社
BFイ 野菊の墓 伊藤　左千夫 ＰＨＰ研究所

023ア 田んぼの隣で本づくり あんばい　こう 日本エディタースクール出版部

188イ 出羽三山　山岳信仰の歴史を歩く 岩鼻　通明 岩波書店
188ホ 感じるままに生きなさい　山伏の流儀 星野　文紘 さくら舎
291.2ア 秋田県の歴史散歩 秋田県の歴史散歩編集委員会 山川出版社
291.2ヤ 山形県の歴史散歩 山形県の歴史散歩編集委員会 山川出版社
379ヤ やる気スイッチが入る秋田県式家庭学習ノートで勉強しよう！ 主婦の友社 主婦の友社
384ノ マタギのむら　民俗の宝庫・阿仁を歩く 野添　憲治 社会評論社
483ム 山形加茂海岸のクラゲ 村上　龍男 東北出版企画
588ア ババヘラの研究 あんばい　こう 無明舎出版
596.2オ アル・ケッチァーノ奥田政行のちゃちゃっとイタリアン 奥田　政行 小学館
616ア ダダチャマメ　おいしさの秘密と栽培 阿部　利徳 農山漁村文化協会
645ミ 秋田犬 宮沢　輝夫 文藝春秋
910フ 鶴岡市立藤沢周平記念館 鶴岡市立藤沢周平記念館

Fク 邂逅の森 熊谷　達也 文芸春秋
Fヒ 禊の塔　羽黒山五重塔仄聞 久木　綾子 新宿書房
K6ケ 決定版　ふるさとの民謡～山形編 日本コロムビア
K6ケ 決定版　ふるさとの民謡～秋田編 日本コロムビア
U48イ ＜ＤＶＤ＞癒しのクラネタリウム　鶴岡市立加茂水族館 村上龍男 Ｓ－Ｆｉｅｌｄ
V2カ ＜ＤＶＤ＞隠し剣鬼の爪 山田　洋次 松竹株式会社ビデオ事業室

V2ス ＜ＤＶＤ＞スウィングガールズ 矢口　史靖 フジテレビジョン

147ク もしもノンフィクション作家がお化けに出会ったら 工藤　美代子 メディアファクトリー
188サ マンガ禅の思想 蔡　志忠 講談社
388ミ 水木しげるの日本妖怪めぐり 水木　しげる ＪＴＢ
789シ 戦国忍者列伝　８０人の履歴書 清水　昇 河出書房新社
Fキ 現世怪談　開かずの壺 木原　浩勝 講談社
BFシ 果心居士の幻術 司馬　遼太郎 新潮社
Fタ 主君　井伊の赤鬼・直政伝 高殿　円 文藝春秋
Fツ 身命を惜しまず　安藤帯刀と片倉小十郎 津本　陽 徳間書店
BFト 小説立花宗茂 童門　冬二 集英社
BFト 小説上杉鷹山 童門　冬二 集英社
Fト 早雲の軍配者 富樫　倫太郎 中央公論新社
Fナ かたづの！ 中島　京子 集英社
Fハ 無双の花 葉室　麟 文藝春秋
Fミ 水魑の如き沈むもの 三津田　信三 原書房
Fミ 風魔　長編時代小説　上 宮本　昌孝 祥伝社
BFヤ 柳生宗矩　春の坂道　１ 山岡　荘八 講談社
Fヤ まりしてん【ギン】千代姫 山本　兼一 ＰＨＰ研究所
BFヨ 八つ墓村 横溝　正史 角川書店
BFヨ 上杉謙信 吉川　英治 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
BFリ 死ぬことと見つけたり　上巻 隆　慶一郎 新潮社
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２０３　忍者図書館

１０３　出羽を推していく図書館

２０２　心の花束図書館



  ７月特集「スタッフのわがまま図書館」
請求記号 書名 著者名 出版者名

J493カ 感染症キャラクター図鑑 岡田　晴恵 日本図書センター
596.2セ みそ汁はおかずです 瀬尾　幸子 学研プラス
645イ ねこといぬ 岩合　光昭 クレヴィス
673サ エンジェルフライト　国際霊柩送還士 佐々　涼子 集英社
911.5カ 金子みすゞ　きょうの私にさよならしましょ。 金子　みすゞ 小学館
914イ となりの芝生 伊集院　静 文藝春秋
914シ 〆切本　２ 左右社編集部 左右社
914ヒ ひんやりと、甘味 阿川　佐和子 河出書房新社
914フ ぷくぷく、お肉　おいしい文藝 赤瀬川　原平 河出書房新社
914ヘ ベスト・エッセイ　２０１６ 日本文藝家協会 光村図書出版
B918ア 芥川竜之介全集　６ 芥川　竜之介 筑摩書房
936フ 刑務所の読書クラブ ミキータ・ブロットマン 原書房
J943ケ 飛ぶ教室 ケストナー 光文社
B953サ 悲しみよこんにちは サガン 新潮社
B989ミ 怒り　上 ジグムント・ミウォシェフスキ 小学館
B989ミ 怒り　下 ジグムント・ミウォシェフスキ 小学館
BFハ 冤罪初心者 秦　建日子 文藝春秋
BFハ 殺人初心者　民間科学捜査員・桐野真衣 秦　建日子 文藝春秋
Fハ 銀漢の賦 葉室　麟 文藝春秋
Fミ 夢をかなえるゾウ　３　ブラックガネーシャの教え 水野　敬也 飛鳥新社
Fユ ナイルパーチの女子会 柚木　麻子 文藝春秋

BFア 植物図鑑 有川　浩 幻冬舎
BFイ 四十九日のレシピ 伊吹　有喜 ポプラ社
Fイ 眠れぬ真珠 石田　衣良 新潮社
Fオ チョコレートコスモス 恩田　陸 毎日新聞社
Fオ 食堂かたつむり 小川　糸 ポプラ社
Fオ ミーナの行進 小川　洋子 中央公論新社
Fオ ガール 奥田　英朗 講談社
JFサ 黄色い目の魚 佐藤　多佳子 新潮社
BFシ 女たちのジハード 篠田　節子 集英社
Fセ 強運の持ち主 瀬尾　まいこ 文藝春秋
BFツ 凍りのくじら 辻村　深月 講談社
Fハ 風のマジム 原田　マハ 講談社
Fハ 佳代のキッチン 原　宏一 祥伝社
HFヒ ハルカ・エイティ 姫野　カオルコ 文藝春秋
Fマ ミッキーマウスの憂鬱 松岡　圭祐 新潮社
Fミ 山女日記 湊　かなえ 幻冬舎
JFモ 永遠の出口 森　絵都 集英社
BFヤ 放課後の音符 山田　詠美 新潮社
Fユ ランチのアッコちゃん 柚木　麻子 双葉社
BFヨ さよなら妖精 米澤　穂信 東京創元社

291ニ 日本の絶景島旅 Ｋ＆Ｂパブリッシャーズ
454セ 世界でいちばん美しい洞窟、魅惑の石窟 ＭｄＮ編集部 エムディエヌコーポレーション

748セ 世界の絶景の家 エクスナレッジ
786セ 絶景！世界の山小屋 グラフィック社編集部 グラフィック社
933テ 完訳ロビンソン・クルーソー ダニエル・デフォー 中央公論新社
B933ト トム・ソーヤーの冒険 トウェイン 光文社
B933ト ハックルベリー・フィンの冒険　上 トウェイン 光文社
B933ト ハックルベリー・フィンの冒険　下 トウェイン 光文社
B933ハ ピーター・パンの冒険 ジェームズ・Ｍ．バリー 新潮社
933フ ダ・ヴィンチ・コード　上 ダン・ブラウン 角川書店
933フ ダ・ヴィンチ・コード　下 ダン・ブラウン 角川書店
J933ロ ハリー・ポッターと賢者の石　１－１ Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社
J953ヘ 十五少年漂流記 ジュール・ヴェルヌ 新潮社
JFソ ぼくらの七日間戦争 宗田　理 ポプラ社
Fナ ズッコケ中年三人組 那須　正幹 ポプラ社
JFハ 都会(まち)のトム&ソーヤ はやみね　かおる 講談社
JFミ ブレイブ・ストーリー　上 宮部　みゆき 角川書店
JFミ ブレイブ・ストーリー　中 宮部　みゆき 角川書店
JFミ ブレイブ・ストーリー　下 宮部　みゆき 角川書店
F4ト 「ドラゴンクエスト」ゲーム音源大全集２ すぎやまこういち キングレコード
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１０４　ぽけっと図書館

２０４　女子的図書館

１０５　わくわく図書館



  ７月特集「スタッフのわがまま図書館」
請求記号 書名 著者名 出版者名

019ア 本の探偵事典　どうぶつの手がかり編 あかぎ　かんこ フェリシモ
019サ 猫を愛する人のための猫絵本ガイド さわだ　さちこ 講談社
164シ 世界動物神話 篠田　知和基 八坂書房
213チ はにわの動物園 千賀　久 保育社
289.1ヒ 愛犬王平岩米吉伝 片野　ゆか 小学館
290ヨ 野生のカメラ 吉野　信 光人社
H369.2カ盲導犬・４０年の旅 河相　洌 偕成社
B387ト 神様になった動物たち 戸部　民夫 大和書房
388サ 怪異・きつね百物語 笹間　良彦 雄山閣出版
395オ 世界の軍用犬の物語 ナイジェル・オールソップ エクスナレッジ
J480タ 野生動物と共存できるか　保全生態学入門 高槻　成紀 岩波書店
480ハ 野生動物問題 羽山　伸一 地人書館
645エ エアデールテリア物語　人にいちばん近い犬 遠藤　貴壽 草思社
645コ ドリームボックス　殺されてゆくペットたち 小林　照幸 毎日新聞社
645テ 図説馬と人の歴史全書 キャロライン・デイヴィス 東洋書林
J649タ 珍獣病院　ちっぽけだけど同じ命 田向　健一 講談社
740コ 星野道夫永遠のまなざし 小坂　洋右 山と溪谷社
933ノ はるかなるわがラスカル スターリング・ノース ブッキング
936エ 狼の群れと暮らした男 ショーン・エリス 築地書館
Fト どうぶつたちの贈り物 小川　洋子 ＰＨＰ研究所

159セ 世界一あたたかい人生相談 『ビッグイシュー日本版』販売者 ビッグイシュー日本
597エ おかたづけ育、はじめました。 Ｅｍｉ 大和書房
740イ はじめてのママカメラ　３６５日の撮り方辞典 今井　しのぶ マイルスタッフ
748シ ぼくのともだち　Ｍａｒｕ　ｉｎ　Ｍｉｃｈｉｇａｎ ジョンソン祥子 新潮社
748セ 世界でいちばん美しい街、愛らしい村 ＭｄＮ編集部 エムディエヌコーポレーション

J914ヨ おとなになるってどんなこと？ 吉本　ばなな 筑摩書房
BFエ 神様のボート 江国　香織 新潮社
BFカ 八日目の蝉 角田　光代 中央公論新社
Fシ どれくらいの愛情 白石　一文 文藝春秋
BFセ 卵の緒 瀬尾　まいこ 新潮社
Fセ 優しい音楽 瀬尾　まいこ 双葉社
Fナ きみはいい子 中脇　初枝 ポプラ社
BFヒ 秘密 東野　圭吾 文芸春秋
Fヒ ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾 角川書店
BFヤ 落花流水 山本　文緒 集英社

582マ 日本のピアノ１００年　ピアノづくりに賭けた人々 前間　孝則 草思社
762ハ ひとり５分で読めるピアニストおもしろ雑学事典 萩谷　由喜子 ヤマハミュージックメディア

763ア ショパン・コンクール　最高峰の舞台を読み解く 青柳　いづみこ 中央公論新社
763ア あなたも弾ける！ピアノ曲ガイド 青島　広志 学研
763ア ピアノの歴史 スチュアート・アイサコフ 河出書房新社
763ア ピアノ初見のうまくなる本 青島　広志 ショパン
763ア アイ・ラブ・ピアノ　生き続けるピアノたち ヤマハミュージックメディア

763ウ ピアノ図鑑　歴史、構造、世界の銘器 ジョン＝ポール・ウィリアムズ ヤマハミュージックメディア

763キ いきなり＆もう一度！才能以前のピアノの常識 樹原　涼子 講談社
763コ 子どものピアノが上達する５０のポイント 井上　裕佳子 メイツ出版
763ス ピアノがうまくなるにはワケがある　努力よりコツ！ 角　聖子 音楽之友社
763タ 調律師、至高の音をつくる　知られざるピアノの世界 高木　裕 朝日新聞出版
763ニ もっと知りたいピアノのしくみ 西口　磯春 音楽之友社
763ハ 知ってるようで知らないピアノおもしろ雑学事典 原　明美 ヤマハミュージックメディア

763ヤ バイエルの謎　日本文化になったピアノ教則本 安田　寛 音楽之友社
763ヨ “超簡単”ピアノ弾き語りメソッド 吉田　顕 自由現代社（発売）
950サ ジョルジュ・サンドと四人の音楽家 坂本　千代 彩流社
973コ ショパン炎のバラード ロベルト・コトロネーオ 集英社
Fク 調律師 熊谷　達也 文藝春秋
Fシ 紙のピアノ 新堂　冬樹 双葉社
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２０５　ラブリー図書館

１０６　想いをつなぐ　暮らしの図書館

２０６　ピアノ大好き図書館



  ７月特集「スタッフのわがまま図書館」
請求記号 書名 著者名 出版者名

B933キ アレクシア女史、倫敦で吸血鬼と戦う ゲイル・キャリガー 早川書房
933ミ ウィニー・ザ・プー Ａ．Ａ．ミルン 新潮社
933ル なつかしく謎めいて アーシュラ・Ｋ．ル＝グウィン 河出書房新社
J943エ モモ ミヒャエル・エンデ 岩波書店
BFア 蜘蛛の糸・杜子春 芥川　龍之介 新潮社
BFウ 狐笛のかなた 上橋　菜穂子 新潮社
JFウ 精霊の守り人 上橋　菜穂子 偕成社
HFオ 空色勾玉 荻原　規子 徳間書店
BFカ 王女グリンダ　上 茅田　砂胡 中央公論新社
BFカ 王女グリンダ　下 茅田　砂胡 中央公論新社
BFナ 村田エフェンディ滞土録 梨木　香歩 角川書店
BFナ 李陵・山月記 中島　敦 新潮社
Fナ 家守綺譚 梨木　香歩 新潮社
Fハ しゃばけ 畠中　恵 新潮社
BFミ あかんべえ　上 宮部　みゆき 新潮社
BFミ あかんべえ　下 宮部　みゆき 新潮社
BFモ 有頂天家族 森見　登美彦 幻冬舎
BFモ 有頂天家族　［２］　二代目の帰朝 森見　登美彦 幻冬舎
BFユ 陰陽師 夢枕　獏 文芸春秋

019コ 絵本をよんでみる 五味　太郎 平凡社
022フ 文豪の装丁 ＮＨＫ「美の壺」制作班 日本放送出版協会
023シ 挿絵画家の時代　ヴィクトリア朝の出版文化 清水　一嘉 大修館書店
723ア ヨーロッパ・絵はがき風味 安野　光雅 岩崎書店
723ア 絵のある自伝 安野　光雅 文藝春秋
723オ もっと知りたいベラスケス　生涯と作品 大高　保二郎 東京美術
723フ 金魚ノ歌 深堀　隆介 河出書房新社
726オ おもしろい世界の風刺画　世界史も学べる！ 茨木　正治 オークラ出版
910ニ ごん狐はなぜ撃ち殺されたのか　新美南吉の小さな世界 畑中　章宏 晶文社
930サ サリンジャー　生涯９１年の真実 ケネス・スラウェンスキー 晶文社
B933サ フラニーとゾーイー サリンジャー 新潮社
933サ キャッチャー・イン・ザ・ライ Ｊ．Ｄ．サリンジャー 白水社
B943ヘ クヌルプ ヘッセ 新潮社
BFア あまんきみこ童話集 あまん　きみこ 角川春樹事務所
BFオ 小川未明童話集 小川　未明 新潮社
HFタ 直筆で読む「人間失格」 太宰　治 集英社
BFツ 旅のラゴス 筒井　康隆 新潮社
BFニ 新美南吉童話集 新美　南吉 角川春樹事務所
BFニ 日本の童話名作選　現代篇 講談社文芸文庫 講談社

G1イ マップ・オヴ・ザ・パスト イット・バイツ ビクターエンタテインメント

G1ウ アーガス“ゼン・アゲイン”ライヴ ウィッシュボーン・アッシュ ユニバーサル　ミュージック

G1ウ ザ・コンプリート・アトコ・シングルス ヴァニラ・ファッジ
G1オ ウォーターシェッド オーペス ワーナーミュージック・ジャパン

G1ホ スター・ダイ　ベスト・オブ・ポーキュパイン・ツリー　１９９１－１９９７ ポーキュパイン・トゥリー ビクターエンタテインメント

G1ム ベスト・オヴ ムーン・サファリ ＪＶＣケンウッド・ビクターエンタテインメント

G1ラ スネークス・アンド・アローズ・ライブ ラッシュ ワーナーミュージック・ジャパン

G1ロ ザ・ディヴァイディング・ライン／ロバート・ベリー ロバート・ベリー キングレコード
K1イ ＥＳＳＥＮＣＥ：ＴＨＥ　ＢＥＳＴ　ＯＦ　ＩＰＰＵ－ＤＯ／一風堂 一風堂 ソニー・ミュージックダイレクト

HK1カ ユニゾン カルメン　マキ パイオニアＬＤＣ
HK1チ Ｓａｃｒｅｄ　Ｈｉｌｌｓ～聖なる丘～ Ｃｈａｒ ユニバーサルミュージック

K1フ ドクター・シーゲルのフライド・エッグ・マシーン フライド・エッグ ユニバーサル　ミュージック

K2ニ ニッポンのロック・ギタリスト／森園勝敏 森園勝敏 ビクター　エンタテインメント

K2ニ ニッポンのロック・ギタリスト／大村憲司 大村憲司 ビクター　エンタテインメント

K2ニ ニッポンのロック・ギタリスト／山岸潤史 山岸潤史 ビクター　エンタテインメント

K2ニ ニッポンのロック・ギタリスト／鈴木茂 鈴木茂 ビクター　エンタテインメント

K2ニ ニッポンのロック・ギタリスト～竹田和夫～ 竹田和夫 ＪＶＣケンウッド・ビクターエンタテインメント

K3フ プリズム　ゴールデン☆ベスト　２１ｓｔ　Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｅｄｉｔｉｏｎ プリズム ユニバーサル　ミュージック
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１０８　円盤同盟図書館

１０７　ファンタジー図書館

２０７　むらさき図書館



  ７月特集「スタッフのわがまま図書館」
請求記号 書名 著者名 出版者名

383.8ウ なにわ大阪食べものがたり 上野　修三 創元社
383.8ス 大江戸美味 杉浦　日向子 ＰＨＰエディターズ・グループ

727オ 乙女モダン図案帖 夜長堂 ピエ・ブックス
727フ 開運！日本の伝統文様 藤　依里子 日本実業出版社
751ウ 美しい和のガラス 齊藤　晴子 誠文堂新光社
B911タ レモン哀歌　高村光太郎詩集 高村　光太郎 集英社
Fア すかたん 朝井　まかて 講談社
Fア 福袋 朝井　まかて 講談社
BFイ あすなろ物語 井上　靖 新潮社
Fイ 東慶寺花だより 井上　ひさし 文藝春秋
BFウ 卵のふわふわ 宇江佐　真理 講談社
Fオ 喋々喃々 小川　糸 ポプラ社
BFタ 斜陽　他一篇 太宰　治 岩波書店
BFナ 三四郎 夏目　漱石 新潮社
BFナ それから 夏目　漱石 新潮社
BFナ 門 夏目　漱石 新潮社
Fナ 小さいおうち 中島　京子 文藝春秋
BFニ 芙蓉の人 新田　次郎 文藝春秋
Fヤ あかね空 山本　一力 文芸春秋
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２０８　いろは図書館


