
◆あのごはん、このごはんＰａｒｔ１．２　 　　川津幸子/著
◆おいしい具沢山の味噌汁 　森野真由美/著
◆好き嫌いをなくす子どもレシピ 　　山崎典子/著
◆「捨てる！」快適生活 　　飯田久恵/著
◆チョコレートの手作りお菓子 　杉本都香咲/著
◆手作りチョコレート 　ブティック社
◆ほんとうに作りやすい焼き菓子レシピ　稲田多佳子/著
◆野菜たっぷりのスープとシチュー 　田口成子/料理
◆お菓子作りのなぜ？がわかる本 　　相原一吉/著
◆きちんとわかる、ちゃんと作れる！　　相原一吉/著
◆心がうごいた伝えたかった 　　　福場文/著
◆お菓子大成功！ 　日本放送出版
◆木村料理 　　木村祐一/著
◆きょうのごはん 　大田垣晴子/著
◆ママの手作りかわいい通園小物 　 ブティック社
◆バッグと布小物 　　長丸智子/著
◆私のｓｐｅｃｉａｌ　ｄａｙ　ドレス 　山本美穂子/著
◆もてなしの心 　　野地秩嘉/著
◆コーヒーに憑かれた男たち 　　　嶋中労/著
◆まいにちトースト たかはしみき/著
◆いま・すぐ・食べたい！韓国ごはん 　　重信初江/著
◆かわいい・おいしい幼稚園弁当 　ブティック社
◆キャラクターいっぱいの通園おべんとう
　　　　　　　　　　　　　　　ブレネク・ユキコ/著
◆男女中高生のお弁当　　　　　　ほりえさわこ/監修
◆ウルトラネットワーキング ウルトラタマ/著
◆旬の味、だしの味 　柿沢津八百/著

　
◆鬼太郎と行く日本ぐるぅり妖怪めぐり

　水木しげる/著
◆だんらん日和 コンドウアキ/文
◆こげパン毎日ボケ～っと たかはしみき/著
◆今日から挑戦するフルマラソン 　　内山雅博/著
◆愛は天才じゃない 　　　生島淳/著
◆山本昌邦指南録 　　山本昌邦/著
◆１０１歳の少年 　　三浦敬三/著
◆スポーツ発熱地図 　　　藤島大/著
◆私の人生ア・ラ・カルト 　　　岸恵子/著
◆将棋の真相 　　田中寅彦/著
◆分解マニア！ 　　　　 講談社

　
◆恥ずかしい読書 　　　永江朗/著
◆眼力 　　　齋藤孝/著
◆脳を鍛える記憶術 　　友寄英哲/著
◆〈反〉哲学教科書　　　　　ミシェル・オンフレ/著
◆地球環境読本 　　加藤尚武/編
◆絵本の深層心理学 　　矢吹省司/著
◆大人の失恋反省会 　藤野美奈子/著
◆漢字ル世界飲食見聞録　　　やまぐちヨウジ/絵・文
◆やらなきゃ損する新農家の青色申告　小沢禎一郎/著
◆読む力は生きる力 　　　脇明子/著
◆問題な日本語 　　北原保雄/編
◆たった１分でできると思わせる話し方 樋口裕一/著
◆自動販売機の文化史 　　　鷲巣力/著

◆ハウルの動く城　　ダイアナ・ウィン・ジョーンズ/原作
◆こねこのチョコレート Ｂ．Ｋ．ウィルソン/作
◆そばせい 　　　川端誠/作
◆ちいさなさかなピピ　　　　　　 ジョス・ゴフィン/作
◆ふくはうち　おにもうち 　内田麟太郎/作
◆おにはうち！ 中川ひろたか/文
◆わんぱく機関車　　　　　ウィルバート・オードリー/作
◆こりすのクックといたずらピ～！ 　　真壁和子/文
◆もりのこえ 田代千里/作・絵
◆きょうはなにするの、ペネロペ Ａ．グットマン/文
◆ペネロペひとりでふくをきる Ａ．グットマン/文
◆あお　　　　　　　　　　　 ポリーダンバー/作・絵
◆ペンギンタミーノせかいでいちばんすてきな
　おくりもの　　　　　　　　クリスティアン・ベルク/作
◆ふゆじたくのおみせ　　　　　　ふくざわゆみこ/作
◆もりいちばんのおともだち　　　ふくざわゆみこ/作
◆めざめのもりのいちだいじ　　　ふくざわゆみこ/作
◆がまの油 　　　齋藤孝/文
◆おむすびとおに　　　　　　　あおきとおる/作・絵
◆オニのぼうやがっこうへいく　マリ・アニエス・ゴドラ/文
◆ないたあかおに 　　浜田廣介/文
◆おにのここづな　　　　　　　　さねとうあきら/文
◆こんにちはおにさん 　内田麟太郎/文
◆あかちゃんの詩１・２ 　 中川ひろたか
◆トーマスのポケットえほん　ウィルバート・オードリー/作
◆エミリーのきかんしゃ　　　ウィルバート・オードリー/作
◆宇宙たんけんたい　月　　フランクリン・Ｍ・ブランリー/文
◆宇宙たんけんたい　太陽　フランクリン・Ｍ・ブランリー/文　

◆かいけつゾロリシリーズ 　　原ゆたか/著
◆バッテリーⅥ あさのあつこ/著
◆てんぐちゃんとふたごのおに　　もりやまみやこ/著
◆こおにと山んじい 　おのえりん/作
◆ほんとうに心があったかくなる本　１年生～４年生
　　　　　　　　　　　　　　日本児童文学者協会/編
◆源平盛衰記　巻の１　巻の２ 　三田村信行/著

◆もっと、生きたい・・・ 　Ｙｏｓｈｉ/著
◆まだ名前のない小さな本 Ｊ．Ａ．ミリャン/著

◆野口英世 　　秋元治/原作
◆樋口一葉　　　　　　　　　　　さくらももこ/原作
◆だいくとおにろく 　三田村信行/文
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◆ローマ人の物語 　　塩野七生/著
◆箸幕の歌 　　小椋一葉/著
◆幕末の毒舌家 　　野口武彦/著
◆大空の覇者デゥリットル　上・下巻 　加藤寛一郎/著
◆闇の世界史　　　　　　　ウィリアム・Ｇ・カー/著
◆中国の歴史４ 　　　金文中/著
◆開運！神社めぐり 藤臣柊子/絵と文
◆淋しきカリスマ堤義明 　　立石泰則/著
◆きっと、よくなる！ 　　　本田健/著
◆その他大勢から抜け出す成功法則
　　　　　　　　　　 ジョン・Ｃ・マクスウェル/著

◆アホウドリの糞でできた国 　　　古田靖/著
◆妖怪学入門 　　阿部主計/著
◆１００歳「元気生活」のススメ 　日野原重明/著
◆戦争請負会社　　　　　　　　Ｐ．Ｗ．シンガー/著
◆「国家破産」以後の世界 　　藤井厳喜/著
◆キャッシュカードがあぶない 　　柳田邦男/著
◆経営者、15歳に仕事を教える 　北城恪太郎/著
◆成功する人の話し方　　　　　　ドン・ガボール/著
◆小学生にわかっていてもイライラするお母さんへ

　　渡辺康麿/著
◆ワーキングマザー　　 　　平田圭子/著
◆子育てＱ＆Ａ９５ 　　金盛浦子/著
◆天才は親が作る 　　吉井妙子/著
◆わが子の気持ちがわからなくなる前に読む本

　　小林絢子/著
◆お～い父親　Ｐａｒｔ１ 　　汐見稔幸/著
◆韓国およめいり 　　 阿部美穂子
◆無国籍 　　　陳天璽/著
◆１２歳からの被災者学
　　　　　　 メモリアル・コンファレンスイン神戸/編著
◆希望格差社会 　　山田昌弘/著
◆韓国のことがマンガで３時間でわかる本
　　　　　　　　　　　　　　 山下透・平岡康裕/著
◆夜回り先生の卒業証書 　　　水谷修/著
◆老人自立宣言！ 　　　村山孚/著
◆子どもの才能は国語で伸びる 　　工藤順一/著
◆国防 　　　石破茂/著
◆大人の言うことを聞きなさい！ 　　佐藤貴彦/著
◆世界が日本を認める日　 カレル・ヴァン・ウォルフレン/著
◆新聞は読めても心が読めない男たち
　　　　　　　　　　　　　サンドラ・Ｐ．オルドリッチ/著
◆洗脳選挙 　　三浦博史/著
◆中国の嘘 　　何　清漣/著
◆なつかしのわらべ歌 　川原井泰江/著

◆天使のラストメッセージ 　松原なんみ/著
◆よみがえる脳、延びる寿命　　 ＮＨＫプロジェクト/著
◆免疫力を高めて病気を防ぎ治す知恵とコツ

　主婦の友社/編
◆絶対脳力を１２０％ひきだす大人のドリル　久保田競/著
◆国民皆保険制度を考える 　　岩瀬俊郎/著
◆アタマはスローな方がいい！？ 　竹内久美子/著
◆もしも月がなかったら　　　　ニール・Ｆ・カミンズ/著
◆禁煙セラピー アレン・カー/著
◆カラスおもしろ生態とかしこい防ぎ方 　　講談社

◆漢方小説 　中島たい子/著
◆聖者の行進 　　　栗本薫/著
◆山流し、さればこそ 　　諸田玲子/著
◆銀のエンゼル 　　鈴井貴之/著
◆百鼠 　　吉田篤弘/著
◆コイノカオリ　　　　　　　　角田光代/〔ほか〕著
◆病雀夢幻 　　野坂喜美/著
◆モビィ・ドール 　　熊谷達也/著
◆十津川警部五稜郭殺人事件 　西村京太郎/著
◆祝言 　　平岩弓枝/著
◆赤い長靴 　　江國香織/著
◆月下妙剣 　　多田容子/著
◆ニッポン泥棒 　　大沢在昌/著
◆ウエンカムの爪 　　熊谷達也/著
◆サラミス 　　佐藤哲也/著
◆瑠璃の契り 　　　北森鴻/著
◆かわいい赤鬼 　　奥村良子/著
◆森がわたしを呼んでいる 　　赤川次郎/著
◆楽園に酷似した男 　岩井志麻子/著
◆対岸の彼女 　　角田光代/著
◆トリップ 　　角田光代/著
◆みどりの月 　　角田光代/著
◆九州新幹線「つばめ」誘拐事件 　西村京太郎/著
◆「スーパー隠岐」殺人特急 　西村京太郎/著
◆だいこん 　　山本一力/著
◆エリカ 　小池真理子/著
◆雪の夜話 　　浅倉卓弥/著
◆傷口にはウオッカ 　　大道珠貴/著
◆末世炎上 　　諸田玲子/著
◆無情の世界 　　阿部和重/著
◆ニッポニアニッポン 　　阿部和重/著
◆グランド・フィナーレ 　　阿部和重/著
◆求愛ダンス 　小川内初枝/著
◆春を嫌いになった理由（わけ） 　　譽田哲也/著
◆わたしのグランパ 　　筒井康隆/著
◆エンガッツィオ司令塔 　　筒井康隆/著
◆東大コーチ 　　　影井秀/著
◆夜のピクニック 　　　恩田陸/著

◆きみに読む物語　　　　　ニコラス・スパークス/著
◆エブリシング・イズ　イルミネイテッド
　　　　　　　　　ジョナサン・サフラン・フォア/著
◆幸福の鍵　　　　　　　ジョエル・ベン・イジー/著
◆インサイダーズ　　　　　　　ジェイ・ミンター/著
◆火を喰う者たち　　　デイヴィッド・アーモンド/著

◆生きていくのに大切な言葉　吉本隆明７４語
　　勢古浩爾/著

◆君がいてよかった 　ＮＨＫ出版/著
◆人間万事塞翁が馬鹿 　　高橋春男/著
◆脳と魂 　　　養老猛/著
◆大極宮 大沢在昌〔他〕/著
◆曄めぐり記 　　沢田欣子/著
◆少しは、恩返しができたかな 　北原美貴子/著
◆不良定年 　嵐山光三郎/著
◆白蛇教異端審問 　　桐野夏生/著
◆透明な歳月の光 　　曽野綾子/著
◆智慧の実のことば 　糸井重里/監修
◆川柳、もの申す！ 　　大伴閑人/著
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　♪春は名のみの風の寒さや～「早
春賦」の歌が思わず口ずさむ季節
になりました。雪をかぶっても、
じっと耐えていたパンジーが彩
りをとりもどし、風にそよぐすが
たは春の息吹きと力強さを感じ
ます。そんな花々に励まされ、あ
らためて身の引き締まる思いが
して、俄然「やる気！」が出てきた
のは私だけでしょうか？
　
　この所、図書館へのお問い合わ
せが多く大変嬉しく思っており
ます。特に図書館の場所が分かり
にくいようですので、再度お知ら
せを致します。図書館は、
分庁舎奥隣りで、溝口中学校側に
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