
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

1
北極と南極
生まれたての地球に息づく生命たち

田邊 優貴子／著 文一総合出版 2015.8 40297/17 一般開架

2 すてきな地球の果て 田邊 優貴子／著 ポプラ社 2013.8 40297/18 一般開架

3 深海と深海生物  美しき神秘の世界 海洋研究開発機構／監修 ナツメ社 2012.4 4528/6 一般開架

4 海中2万7000時間の旅 中村 征夫／著 講談社 2006.8 48172/20 一般開架

5 深海 クレール・ヌヴィアン／編著 晋遊舎 2008.1 48174/5 一般開架

6 深海生物大事典 佐藤 孝子／著 成美堂出版 2015.1 48174/8/ 一般開架

7 ペンギンガイドブック 藤原 幸一／著 TBSブリタニカ 2002.12 48866/9 一般開架

8 南極がこわれる 藤原 幸一／写真 文 ポプラ社 2006.7 48866/12/2 一般開架

9 クジラ・ウィッチングガイドブック 水口 博也／著 TBSブリタニカ　 2002.11 4896/22 一般開架

10
マリンアクアリウム・レイアウト
For your own invertebrate tank

吉野 敏／写真・解説 エムピージェー 1994.11 6669/12 一般開架

11
原色金魚図鑑
かわいい金魚のあたらしい見方と提案

岡本 信明／監修 池田書店 2011.6 6669/36 一般開架

12 金魚養画場 深堀 隆介／著 文芸社 2011.8 7231/347 一般開架

13 惑星、熊野 山本 卓蔵／写真 求龍堂 2009.7 748/640 一般開架

14 世界一の珊瑚礁  Lady Elliot Island,Australia 中村 征夫／著 クレヴィス 2010.5 748/673 一般開架

15 クジラ!大写真集 越智 隆治／著 二見書房 2011.5 748/708 一般開架

16 もくもく東京湾  雲の写真集 関戸 勇／著 岩波書店 2011.7 748/717 一般開架

17 世界遺産・小笠原 三好 和義／著 朝日新聞出版 2011.9 748/721 一般開架

18 水の惑星 三浦 正博／著 風景写真出版 2010.1 748/749 一般開架

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

涼を求めて　秋の訪れに
こんな本はいかが!?

展示期間:平成29年8月16日～10月15日

所蔵は全て東部図書館

　　涼 を 求 め て
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　　食 べ 物 で 涼 し く
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

19 江戸の献立 福田 浩／著 新潮社 2013.1 38381/145 一般開架

20 薬膳  老化を防ぎ健康を保つ料理の芸術 伍 鋭敏／編著 東京書籍 2005.8 49858/29 一般開架

21 薬膳の基本 辰巳 洋／著 緑書房 2008.4 49858/78 一般開架

22
旬の野菜と魚の栄養事典  春夏秋冬おいしい
クスリ

吉田 企世子／監修 エクスナレッジ 2011.7 49858/84 一般開架

23 四季の料理本  高齢者向け献立集  夏 藤本 真美子／編著 日本医療企画 2000.5 49859/4 一般開架

24 シネマキッチン  美味しい映画の本 AI network 2004.1 596/84 一般開架

25 おいしいNEW沖縄料理  ヘルシー!元気!おしゃれ!  旭屋出版編集部／編集制作 旭屋出版 1998.2 59621/11 一般開架

26 池波正太郎の江戸料理を創る 藤井 宗哲／著 マガジンハウス 1999.4 59621/31 一般開架

27 聞き書ふるさとの家庭料理 8　漬けもの 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 2003.3 59621/61/8 一般開架

28 聞き書ふるさとの家庭料理 12　夏のおかず 農山漁村文化協会／編 農山漁村文化協会 2003.5 59621/61/12 一般開架

29 宮部みゆきの江戸レシピ 福田 浩／料理・解説 ぴあ 2006.3 59621/67 一般開架

30 アジアのお母さんの味 日本放送出版協会 2000.1 59622/20 一般開架

31 タイとベトナムのごはん  おいしいものいっぱい  平松 洋子／文・構成 マガジンハウス 1999.11 59622/21 一般開架

32 おもしろいよ、アジアの調味料は ハギワラ トシコ／著 マガジンハウス 2000.11 59622/22 一般開架

33 タイ料理  黄金王国の食をきわめる スヴェン・クラウス／料理
チャールズ・イー・タトル
出版株式会社
ペリプラス事業部

2000.11 59622/24 一般開架

34
マレーシア料理
アジア文化交流点の食をきわめる

ボントン・レストラン／料理
チャールズ・イー・タトル
出版株式会社
ペリプラス事業部

2000.11 59622/25 一般開架

35
シンガポール料理
東洋の摩天楼の食をきわめる

ジョコ・ウィビソノ／料理
チャールズ・イー・タトル
出版株式会社
ペリプラス事業部

2001.3 59622/30 一般開架

36
インドネシア料理
スパイスの宝庫の食をきわめる

ウェンディ・ハットン／文
チャールズ・イー・タトル
出版株式会社
ペリプラス事業部

2001.3 59622/31 一般開架

37 バリ料理  神々の島の食をきわめる ウェンディ・ハットン／文
チャールズ・イー・タトル
出版株式会社
ペリプラス事業部

2001.3 59622/32 一般開架

38 タイの屋台図鑑 岡本 麻里／著 情報センター出版局 2002.2 59622/34 一般開架

39 インド料理  マサーラー王国の食をきわめる オベロイ・グループ／料理
チャールズ・イー・タトル
出版株式会社
ペリプラス事業部

2002.1 59622/38 一般開架

40
ベトナム料理
自然豊かな癒しの国の食をきわめる

チュウ・シー・チェ／料理
チャールズ・イー・タトル
出版株式会社
ペリプラス事業部

2002.1 59622/39 一般開架

41
季節のご飯とご飯がわり
お米をおいしく食べるために

上野 修三／著 柴田書店 2000.2 5963/18 一般開架

42 フルーツ・カットテクニック 平野 泰三／著 講談社 2005.12 5963/28 一般開架

43 フルーツ・カッティングの技法書 村上 しずか／著 誠文堂新光社 2010.12 5963/32 一般開架

44 こだわりのそば打ち入門  二八から生粉打ちまで  唐橋 宏／著 日本放送出版協会 2000.11 59638/14 一般開架
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　　読 ん で 涼 し く －怪談－
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

45 百物語の百景 東 雅夫／著 同朋舎 2001.7 9104/86 一般書庫

46 雨月物語精読 上田 秋成／著 勉誠出版 2009.4 91356/85 一般開架

47 江戸化物草紙 アダム・カバット／校注・編 小学館 1999.2 91357/8 一般開架

48 江戸の可愛らしい化物たち アダム・カバット／著 祥伝社 2011.12 91357/37 一般開架

49 江戸の化物  草双紙の人気者たち アダム・カバット／著 岩波書店 2014.1 91357/41 一般開架

50 私の骨 高橋 克彦／著 角川書店 1992.6 9136/TA33 書庫ＣＬ

51 帝都幻談    上 荒俣 宏／著 文藝春秋 2007.3 9136/ｱﾋ25/1 一般開架

52 帝都幻談    下 荒俣 宏／著 文藝春秋 2007.3 9136/ｱﾋ25/2 一般開架

53 残穢 小野 不由美／著 新潮社 2012.7 9136/ｵﾌ13 一般開架

54 天使の囀り 貴志 祐介／著 角川書店 1998.6 9136/ｷﾕ1 一般書庫

55 怪談 小池 真理子／著 集英社 2014.7 9136/ｺﾏ70 一般開架

56 トンコ 雀野 日名子／著 角川書店 2008.1 9136/ｽﾋ11 一般開架

57 白い部屋で月の歌を 朱川 湊人／著 角川書店 2003.11 9136/ｼﾐ4 一般書庫

58 抒情的恐怖群 高原 英理／著 毎日新聞社 2009.4 9136/ﾀｴ6 一般開架

59 おそれ 高橋 克彦／著 出版芸術社 2008.6 9136/ﾀｶ49 一般書庫

60 生き屏風 田辺 青蛙／著 角川書店 2008.1 9136/ﾀｾ10 一般開架

61 小説ゲゲゲの鬼太郎    上 水木 しげる／著 講談社 2008.1 9136/ﾐｼ24/1 一般開架

62 小説ゲゲゲの鬼太郎    下 水木 しげる／著 講談社 2008.1 9136/ﾐｼ24/2 一般開架

63 骨董・怪談 小泉 八雲／著 河出書房新社 2014.6 9336/ﾊﾗ13 一般開架

64 千葉の怖い話 牛抱 せん夏／著 ＴＯブックス 2015.5 C388/37 郷土開架

65 千葉の妖怪大集合
千葉県博図公連携
事業実行委員会／
企画・制作・著

千葉県博図公連携
事業実行委員会 2015.2 C388/38 郷土開架

　　行 楽 の 秋
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

66 自然と季節を楽しむ日本の露天風呂  全国編  JAF出版社 2002.4 29109/177 一般開架

67
身体がよろこぶ!全国健康温泉の宿
全国の選りすぐりの保養・長期滞在湯治に最適な温泉
宿400湯

ジエ・エー・エフ出版社 2008.3 29109/249 一般開架

68 日本の世界遺産 JTBパブリッシング 2012.1 29109/288 一般開架

69 ニッポンの洞窟  暗闇に息づく神秘を訪ねて イカロス出版 2012.8 29109/290 一般開架

70 道の駅旅案内全国地図    平成26年度版
道路整備促進期成
同盟会全国協議会 2014.3 29109/299 一般開架
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

71 江戸・関東の城下町 平凡社 1998.1 2913/22 一般開架

72 鉄さんぽ  首都圏版 交通新聞社 2012.8 2913/68 一般開架

73 茨城県自然紀行  茨城の小さな旅 山崎 睦男／著 東冷書房 2005.7 40291/13 一般開架

74
日本の地形・地質　見てみたい大地の風景
116　列島自然めぐり

北中 康文／写真 文一総合出版 2012.3 45491/5/ 一般開架

75 バードウォッチング 小林 詩／著・写真 誠文堂新光社 1998.4 4881/5 一般書庫

76 野鳥観察図鑑  バードウォッチング大百科 松田 道生／著 地球丸 1999.4 4881/7 一般書庫

77 子どもとふれあう千葉しぜんたんさくガイド
松戸市理科同好会
ネイチャーグループ／著 丸善メイツ 1998.3 C29/14 郷土開架

78 パパ、どっか行こ。  千葉&東京版  2006-2007 おでかけパパねっと／著 フットワーク出版 2006.3 C29/15 郷土開架

79 ちばの温泉  地湯ってきちゃう う沢 喜久雄／著 崙書房出版 1999.11 C29/19 郷土開架

80 千葉県の歴史散歩
千葉県高等学校教育
研究会歴史部会／編 山川出版社 2006.5 C2902/2 郷土開架

81 海いこ山いこ  のこぎり山 沼田 有紀／著 千葉日報社 2012.4 C2902/7 郷土開架

82
ミセスのためのタダで楽しむ千葉おすすめ
スポット260  Chiba town watching

前田 波留代／著 メイツ出版 2000.6 C2909/43 郷土開架

83
四季の味覚狩りマップ千葉  もいだり食べたり
遊んだり

げんきカンパニー／著 メイツ出版 2001.6 C2909/49 郷土開架

84 埼玉・千葉自転車散歩 新田 穂高／著 山と溪谷社 2010.3 C2909/62 郷土開架

85 千葉・房総 昭文社 2011.4 C2909/87 郷土開架

86 千葉の湯めぐり  温泉ソムリエが選んだ58湯 野添 ちかこ／著 幹書房 2013.1 C2909/92 郷土開架

87 成田空港周辺 成田市 2016 C2909/100 郷土開架

　　秋 を み つ け る
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

88 野の花めぐり    夏・初秋編 大工園 認／写真と文 南方新社 2003.8 470/23 一般開架

89 野の花めぐり    秋・初冬編 大工園 認／写真と文 南方新社 2003.11 470/24 一般開架

90 写真でわかる  雑草の呼び名事典 亀田 龍吉／写真・文 世界文化社 2012.2 470/29 一般開架

91 野の花・山の花図鑑  花色別 講談社／編 講談社 2000.3 47038/31 一般開架

92 ミニ山野草図鑑    離弁花編 廣田 伸七／編 全国農村教育協会 2013.1 47038/44 一般開架

93 木の実の呼び名事典  散歩で見かける 亀田 龍吉／写真・文 世界文化社 2013.9 4711/15 一般開架

94
朽ち木にあつまる虫ハンドブック
 Let's enjoy KUCHIKI!

鈴木 知之／著 文一総合出版 2009.4 486/39 一般開架

95 里山の昆虫たち  その生活と環境 山下 善平／著 北海道大学図書刊行会 1999.1 4861/14 一般書庫
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96 新・やさしいトンボ図鑑  関東周辺の72種を紹介  田中 利勝／撮影・執筆 自然通信社 2000.11 48639/6 一般開架

97 赤とんぼの謎 新井 裕／著 どうぶつ社 2007.8 48639/7 一般書庫

98 赤トンボのすべて 井上 清／共著 トンボ出版 2010.7 48639/8 一般開架

99 紅葉ハンドブック 林 将之／著 文一総合出版 2008.9 6532/37 一般開架

100 落ち葉の呼び名事典  散歩で見かける 亀田 龍吉／写真・文 世界文化社 2014.1 6532/46 一般開架

101 オークの木の自然誌 リチャード・レウィントン／絵 メディアファクトリー 1998.9 6537/5/2 一般開架

102 食べられるキノコ200選 信州きのこの会／編 信濃毎日新聞社 2002.9 65782/17 一般開架

103
森のきのこ採り  すぐそばにあるアナザー・
ワールド

小林 路子／著 白日社 2003.8 65782/18 一般開架

104 詳細図鑑きのこの見分け方 大海 秀典／著 講談社 2003.9 65782/19 一般開架

105 きのこアラカルト 福岡 久雄／著 裳華房 2003.8 65782/20 一般開架

106 マジカル・ミステリアス・マッシュルーム・ツアー    飯沢 耕太郎／著 東京キララ社 2010.7 65782/26 一般開架

107 木の実・草の実  色で見分け、花まで分かる 田中 豊雄／著 ほおずき書籍 1989.8 65785/1 一般開架

108 探して楽しむドングリと松ぼっくり 平野 隆久／写真 山と渓谷社 2001.9 65785/3 一般開架

109 木の実のガイド 須賀 瑛文／著 トンボ出版 2006.11 65785/6 一般開架

110 どんぐりの図鑑 伊藤 ふくお／著 トンボ出版 2007.9 65785/7 一般開架

111 山菜  見分け方食べ方 清水 大典／著 家の光協会 1990.2 65786/1/2 一般開架

112 山菜・木の実おいしい50選 戸門 秀雄／著 恒文社 2007.4 65786/4 一般開架

　　読 書 の 秋
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

113 ストーリー・セラー 有川 浩／著 新潮社 2010.8 9136/ｱﾋ36 一般書庫

114 屍者の帝国 伊藤 計劃／著 河出書房新社 2012.8 9136/ｲｹ29 一般開架

115 想像ラジオ いとう せいこう／著 河出書房新社 2013.3 9136/ｲｾ7 一般開架

116 光圀伝 冲方 丁／著 角川書店 2012.8 9136/ｳﾄ6 一般開架

117 シューマンの指 奥泉 光／著 講談社 2010.7 9136/ｵﾋ49 一般開架

118 ピエタ 大島 真寿美／著 ポプラ社 2011.2 9136/ｵﾏ33 一般開架

119 人質の朗読会 小川 洋子／著 中央公論新社 2011.2 9136/ｵﾖ36 一般開架

120 悪の教典    上 貴志 祐介／著 文藝春秋 2010.7 9136/ｷﾕ20/1 一般書庫

121 悪の教典    下 貴志 祐介／著 文藝春秋 2010.7 9136/ｷﾕ20/2 一般書庫

122 ふがいない僕は空を見た 窪 美澄／著 新潮社 2010.7 9136/ｸﾐ5 一般開架

123 晴天の迷いクジラ 窪 美澄／著 新潮社 2012.2 9136/ｸﾐ6 一般開架

124 叫びと祈り 梓崎 優／著 東京創元社 2010.2 9136/ｼﾕ30 一般開架
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125 ジェノサイド 高野 和明／著 角川書店 2011.3 9136/ﾀｶ58 一般開架

126 神様のカルテ    1 夏川 草介／著 小学館 2009.9 9136/ﾅｿ36/1 一般開架

127 神様のカルテ    2 夏川 草介／著 小学館 2010.1 9136/ﾅｿ36/2 一般開架

128 神様のカルテ    3 夏川 草介／著 小学館 2012.8 9136/ﾅｿ36/3 一般開架

129 きみはいい子 中脇 初枝／著 ポプラ社 2012.5 9136/ﾅﾊ4 一般開架

130 去年の冬、きみと別れ 中村 文則／著 幻冬舎 2013.9 9136/ﾅﾌ24 一般開架

131 ふくわらい 西 加奈子／著 朝日新聞出版 2012.8 9136/ﾆｶ10 一般開架

132 サラバ!    上 西 加奈子／著 小学館 2014.11 9136/ﾆｶ11/1 一般開架

133 サラバ!    下 西 加奈子／著 小学館 2014.11 9136/ﾆｶ11/2 一般開架

134 謎解きはディナーのあとで    1 東川 篤哉／著 小学館 2010.9 9136/ﾋﾄ6 一般開架

135 謎解きはディナーのあとで    2 東川 篤哉／著 小学館 2011.11 9136/ﾋﾄ6/2 一般開架

136 謎解きはディナーのあとで    3 東川 篤哉／著 小学館 2012.12 9136/ﾋﾄ6/3 一般開架

137 錨を上げよ　上 百田 尚樹／著 講談社 2010.11 9136/ﾋﾅ9/1 一般開架

138 錨を上げよ　下 百田 尚樹／著 講談社 2010.11 9136/ﾋﾅ9/2 一般開架

139 海賊とよばれた男    上 百田 尚樹／著 講談社 2012.7 9136/ﾋﾅ10/1 一般開架

140 海賊とよばれた男    下 百田 尚樹／著 講談社 2012.7 9136/ﾋﾅ10/2 一般開架

141 楽園のカンヴァズ 原田マハ／著 新潮社 2012.1 9136/ﾊﾏ99 一般開架

142 とっぴんぱらりの風太郎 万城目 学／著 文藝春秋 2013.9 9136/ﾏﾏ11 一般開架

143 舟を編む 三浦しをん／著 光文社 2011.9 9136/ﾐｼ46 一般開架

144 誰かが足りない 宮下奈都／著 双葉社 2011.10 9136/ﾐﾅ3 一般開架

145 ソロモンの偽証    第1部 宮部 みゆき／著 新潮社 2012.8 9136/ﾐﾐ45/1 一般開架

146 ソロモンの偽証    第2部 宮部 みゆき／著 新潮社 2012.9 9136/ﾐﾐ45/2 一般開架

147 ソロモンの偽証    第3部 宮部 みゆき／著 新潮社 2012.10 9136/ﾐﾐ45/3 一般開架

148 ペンギン・ハイウェイ 森見 登美彦／著 角川書店 2010.5 9136/ﾓﾄ10 一般開架

149 百年法    上 山田 宗樹／著 角川書店 2012.7 9136/ﾔﾑ8/1 一般開架

150 百年法    下 山田 宗樹／著 角川書店 2012.7 9136/ﾔﾑ8/2 一般開架

151 怒り    上 吉田 修一／著 中央公論新社 2014.1 9136/ﾖｼ30/1 一般開架

152 怒り    下 吉田 修一／著 中央公論新社 2014.1 9136/ﾖｼ30/2 一般開架

153 64 横山秀夫／著 文藝春秋 2012.10 9136/ﾖﾋ19 一般開架

154 満願 米澤 穂信／著 新潮社 2014.3 9136/ﾖﾎ6 一般開架
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