
　　＜新しい趣味をはじめよう！＞ 所蔵は全て東部図書館

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

1
インターネットの見かた使いかた
大きな文字と絵でわかる

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾐｭｰｼﾞｱﾑ・
ﾗﾎﾞ編

NECメディアプロダクツ 2001.7 L5474/6 一般開架

2 刺しゅうガイド技法いろいろ  基礎と応用図案 日本ヴォーグ社 1999.8 5942/4 一般開架

3 手あみ  基礎から応用まで 雄鷄社 2005.11 5943/4 一般開架

4 紐で楽しむはじめての花結び手芸 松田 愛子著 日貿出版社 2000.1 5944/1 一般開架

5 身近な花でドライフラワー 富田 きよむ著 農山漁村文化協会 1999.4 5948/2 一般開架

6
折り布パッチワーク  布を折って縫いつなぐ
リバーシブルパッチワーク

村木 幸代著 日本ヴォーグ社 2000.4 5949/21 一般開架

7
よくわかるパッチワークキルト
実物大パターン&詳しいプロセス

日本ヴォーグ社 2002.6 5949/25 一般開架

8 釣り魚料理入門 山岡 義治著 西東社 1999.2 59635/7 一般開架

9 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

10 はじめての草花づくり12か月  イラスト図解 杉井 明美監修 主婦と生活社 2002.5 627/37 一般開架

11 バラ大図鑑 上田 善弘監修 NHK出版 2014.11 62777/20 一般開架

12 サボテン大好き  Healing by cactus 飯島 健太郎著 講談社 2002.9 62778/6 一般開架

13 多肉植物図鑑  多肉植物129種掲載 松山 美紗著 日東書院本社 2012.8 62778/8 一般開架

14 書の技法用語100ハンドブック 可成屋書道編集部編 可成屋 2001.9 728/21 一般開架

15 石飛流書道の学び方 石飛 博光著 日本放送出版協会 2006.7 728/28 一般開架

16 「書」の落款ハンドブック  漢字書かな書対応 高木 聖雨編著 可成屋 1998.12 7287/2 一般開架

17 篆刻アート  その見方楽しみ方 北室 南苑著 里文出版 1998.1 739/13 一般開架

18 はじめての篆刻 石野 黎峰著 岩崎芸術社 1998.8 739/17 一般開架

19 30分でできる！石のハンコ講座  篆刻入門 多田 文昌著 ビジョン企画出版社 2000.2 739/22 一般開架

20
大活字バインダｰ式はじめてのデジカメ入門講座
すばやく学べる

C&R研究所著 ナツメ社 2001.11 L746/1 一般開架

21
デジタル写真術  だれでも簡単に始められる
フィルム派カメラマンのための

狩野 友伸著 学研 2002.4 746/3 一般開架

22
陶芸の基礎  美しい焼き物を作るために
必要な基礎知識のすべて

ジャッキー・
アトキン著

スタジオタック
クリエイティブ

2008.1 751/47 一般開架

23 よくわかるやきもの大事典 やきもの愛好会編 ナツメ社 2008.12 751/49 一般開架

　　　千葉県立東部図書館　資料紹介コーナー

　　　  春だから なにか始めてみませんか       

展示期間:平成30年2月17日～4月19日
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

24
化粧・粘土による新陶芸技法
基本テクニックから応用までわかる

小山 耕一著 誠文堂新光社 2008.12 751/50 一般開架

25
すぐわかる産地別やきものの見わけ方  国内23、
海外13の主要産地のやきものの特徴がひと目でわかる! 佐々木 秀憲監修 東京美術 2010.12 751/51 一般開架

26
空撮房総半島釣り場ガイド
釣り場158ポイント完全紹介！  1

コスミック出版 2010.1 C787/17 郷土開架

27
空撮房総半島釣り場ガイド
釣り場166ポイント完全紹介！ 2

コスミック出版 2010.11 C787/17 郷土開架

28 房総半島釣り場ガイド    外房・九十九里・銚子 コスミック出版 2015.9 C787/18 郷土開架

29 塩地和男の投げ釣り 塩地 和男著 東京書店 1998.6 78713/4 一般開架

30 船釣り    1 坂根 稔著 東京書店 1998.6 78713/5/1 一般開架

31 船釣り    2 斉藤 豊著 東京書店 1998.6 78713/5/2 一般開架

32
初めての堤防釣り  道具の揃え方から魚の居場所、
釣り方がイラストでわかる、親切指南の海釣り教室 主婦と生活社 1998.9 78713/7 一般開架

33 土・日で覚える乗馬  ビジュアル版
メアリー・ゴードン・
ワトソン著

同朋舎出版 1993.8 7896/7 一般開架

34 イラストガイドで馬に乗ろう！ ジェーン・ウォレス原著 源草社 2001.1 7896/11 一般開架

35 イラストガイド野外騎乗術 クレア・ワイルド原著 源草社 2004.1 7896/11/2 一般開架

　　＜体をうごかしてリフレッシュ＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

36 ヨーガバイブル  決定版ヨーガのポーズ集 クリスティｰナ・ブラウン著 産調出版 2004.5 49834/16 一般開架

37 生活ヨーガ大全  人生を十二倍幸せにする 広池 秋子著 海竜社 1992.8 49834/2 一般書庫

38
パワーウォーキング  身体を引き締め、しなやかに
するローインパクト・フィットネス&有酸素運動

ニーナ・バロウ著 産調出版 2005.2 49835/6 一般開架

39 知識ゼロからのウォーキング入門 小出 義雄著 幻冬舎 2008.9 49835/8 一般開架

40
大活字がんばらずにやせるカロリーダイエット
中高年のためのムリなくやせる基礎知識

大野 誠著 三心堂出版社 1999.4 L4985/1 一般開架

41
目でみるシニア健康体操
健康づくり指導マニュアル

松本 迪子著 大修館書店 1993.1 781/3 一般開架

42 実践ストレッチ  痛みを緩和し損傷を予防する クリスチャン・バーグ著 ガイアブックス 2013.3 7814/5 一般開架

43
車椅子・片麻痺の人でもできる
レクリエーションゲーム集

今井 弘雄著 黎明書房 2000.12 7819/16 一般開架

44 鬼ごっこ  楽しくあそんで体力づくり 羽崎 泰男著 日本小児医事出版社 2002.8 7819/20 一般開架

45
高齢者の手あそび・指あそび&足体操
毎日元気!歌と身近な道具で楽しむベスト40

原田 律子編著 いかだ社 2003.2 7819/21 一般開架

46
ランニングする前に読む本
最短で結果を出す科学的トレーニング

田中 宏暁著 講談社 2017.2 782/11 一般開架

47
レースに勝つための
最強トライアスロントレーニング

青山 剛監修 日東書院本社 2015.8 7826/3 一般開架

48 テニススキルアップマスター 石井 弘樹監修 新星出版社 2017.4 7835/24 一般開架

49 バドミントン教本    基本編 日本バドミントン協会編 ベースボール・マガジン社 2001.3 78359/6 一般開架

50
バドミントンのルール審判の基本
観戦&プレーで役に立つ!

日本バドミントン協会監修 実業之日本社 2016.11 78359/8 一般開架

51 バドミントン上達システム 高瀬 秀雄著 ベースボール・マガジン社 2016.8 78359/9 一般開架

52 松下浩二最強の卓球レッスン 松下 浩二著 ベースボール・マガジン社 2002.7 7836/4 一般開架

53 新基本レッスン卓球 近藤 欽司著 大修館書店 2004.5 7836/5 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

54 ゴルフルールハンドブック  最新  2016 日本プロゴルフ協会監修 永岡書店 2016.1 7838/68/16 一般開架

55 アクアビクス入門  美と健康へのアクセス 鈴木 正之共著 中日新聞社 1999.4 7852/15 一般開架

56 自転車と健康 前田 寛共著 東京電機大学出版局 1999.3 7865/1 一般開架

57 規範合気道    基本編 植芝 守央著 出版芸術社 2013.6 78925/14/1 一般開架

58 太極拳 日本に初めて伝えられた王樹金老師の 地曳 秀峰著 東京書店 2010.3 78927/5/10 一般開架

59 初心者のための剣道講座 小川 春喜著 スキージャーナル 2000.11 7893/18 一般開架

60 みんなの剣道  部活動のために 村嶋 恒徳著 学研 2003.9 7893/48 一般開架

61 みんなの弓道 高柳 憲昭著 学研 2002.7 7895/9 一般開架

62 護身革命  SDトルネード入門16のステップ 照尾 暢浩著 出版芸術社 2004.9 7899/3 一般開架

　　＜大人の学びなおし＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

63 人類の歴史大年表  ビジュアル版
ドーリング・キンダー
スリー編著 柊風舎 2013.11 2032/11 一般開架

64 ビジュアル大世界史  ナショナルジオグラフィック
クラウス・ベルンドル
ほか著

日経ナショナル
ジオグラフィック社

2007.12 209/93 一般開架

65 ビジュアル1001の出来事でわかる世界史
ダン・オトゥール
ほか著

日経ナショナル
ジオグラフィック社

2012.2 209/97/12 一般開架

66 地図・年表・図解でみる日本の歴史    上 武光 誠監修 小学館 2012.2 2101/95/1 一般開架

67 地図・年表・図解でみる日本の歴史    下 武光 誠監修 小学館 2012.2 2101/95/2 一般開架

68 中学英語で「日本」が紹介できる 山田 弘著 エール出版社 2007.7 3021/126 一般開架

69 中学英語で日本の伝統文化が紹介できる 藤澤 優著 エール出版社 2008.12
3615/227/
08

一般開架

70 見える数学    1 西三数学サークル著 星の環会 2010.3 37541/20/1 一般開架

71 見える数学    2 西三数学サークル著 星の環会 2011.3 37541/20/2 一般開架

72 おもしろ実験・ものづくり事典 左巻 健男編著 東京書籍 2002.2 37542/21 一般開架

73 やさしくわかる化学実験事典 左巻 健男編著 東京書籍 2010.9 37542/29 一般開架

74 どきどき化学なるほど実験 杉山 剛英著 裳華房 2000.1 37543/1 一般開架

75 やりなおし基礎数学 小野田 襄二著 筑摩書房 2003.3 410/53 一般開架

76 算数・数学が得意になる本 芳沢 光雄著 講談社 2006.5 410/70 一般開架

77 やわらかな思考を育てる数学問題集    1 ドミトリ・フォミーン著 岩波書店 2012.11 410/92/1 一般開架

78 やわらかな思考を育てる数学問題集    2 ドミトリ・フォミーン著 岩波書店 2012.12 410/92/2 一般開架

79 やわらかな思考を育てる数学問題集    3 ドミトリ・フォミーン著 岩波書店 2012.12 410/92/3 一般開架

80 大人の初等数学  式と図形のおもしろ数学史 片野 善一郎著 裳華房 2006.5 4102/25 一般開架

81 「インドと数学」その不思議 大槻 正伸著 電気書院 2008.6 4104/42 一般開架

82 わくわく数学パズル    1 コルデムスキー著 大竹出版 2002.9 41079/12/1 一般開架

83 わくわく数学パズル    2 コルデムスキー著 大竹出版 2002.12 41079/12/2 一般開架
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84 日本式数学「和算」でパズルを 佐藤 健一監修 東京書籍 2008.9 4191/16 一般開架

85 物理なぜなぜ事典    1 江沢 洋編著 日本評論社 2011.5
420/13/
11-1

一般開架

86 物理なぜなぜ事典    2 江沢 洋編著 日本評論社 2011.5
420/13/
11-2

一般開架

87
活力を与える「物理」
限界を探ることで見えてくる新しい世界

鈴木 増雄著 オーム社 2007.1 4204/22 一般開架

88 身近な物理の記号たち  基礎から宇宙まで 川村 康文 共著 オーム社 2013.11 4204/23 一般開架

89 元素検定 桜井 弘編著 化学同人 2011.3 43111/6 一般開架

90
江戸の天文学者星空を翔ける
幕府天文方、渋川春海から伊能忠敬まで

中村 士著 技術評論社 2008.7 44021/3 一般開架

91 双眼鏡で星空ウォッチング 白尾 元理著 丸善 2010.8 442/8/10 一般開架

92 ざっくりわかる宇宙論 竹内 薫著 筑摩書房 2012.3 4439/58 一般開架

93 地図の記号と地図読み練習帳 大沼 一雄著 東洋書店 2010.5 4489/36/10 一般開架

94 春夏秋冬暦のことば 岡田 芳朗著 大修館書店 2009.12 44981/14 一般開架

95
日本の暦と和算
図説江戸の暮らしを支えた先人の知恵！

中村 士監修 青春出版社 2012.9 44981/15 一般開架

96 カラー音節表による中国語発音のすべて 中野 達著 駿河台出版社 2000.11 8211/4 一般開架

97 日常会話の中国語単語2000  すぐ役立つ！ 秋月 久美子共著 実務教育出版 2003.5 824/15 一般開架

98 韓国語発音ガイド  理論と実践 秋 美鎬共著 白帝社 2008.9 82911/5 一般開架

99
英語リフレッシュ講座
学び直したいあなたへ教え直したいあなたへ

成田 一編 大阪大学出版会 2008.4 8307/42 一般開架

100
英語リスニングができるようになる  映画・
日常会話に強くなる最強のヒアリング8つの法則

西村 喜久著 ベレ出版 1999.2 8311/5 一般開架

101
KY式英語
英語略語から現代アメリカが見える

DJ Jerry著 大修館書店 2011.1 8316/4 一般開架

102
ドイツ語をやってみよう！
ドイツ語がわかる・ドイツが見える

三室 次雄著 三修社 1999.2 840/3 一般開架

103
やさしく歌えるドイツ語のうた
歌の翼にドイツ語のせて！

田辺 秀樹著 日本放送出版協会 2006.3 8475/4 一般開架

104 「星の王子さま」をフランス語で読む 加藤 恭子著 筑摩書房 2000.1 8575/1 一般開架

105 フランス会話と暮らしのハンドブック 遠藤 真理子著 三修社 2000.6 8578/3 一般開架

106 よむ、詠む、読む  古典と仲よく 高橋 睦郎著 新潮社 2010.12 9104/150 一般開架

107 人生をひもとく日本の古典    第1巻 久保田 淳編著 岩波書店 2013.6 9104/161/1 一般開架

108 人生をひもとく日本の古典    第2巻 久保田 淳編著 岩波書店 2013.7 9104/161/2 一般開架

109 人生をひもとく日本の古典    第3巻 久保田 淳編著 岩波書店 2013.8 9104/161/3 一般開架

110 人生をひもとく日本の古典    第4巻 久保田 淳編著 岩波書店 2013.9 9104/161/4 一般開架

111 人生をひもとく日本の古典    第5巻 久保田 淳編著 岩波書店 2013.1 9104/161/5 一般開架

112 人生をひもとく日本の古典    第6巻 久保田 淳編著 岩波書店 2013.11 9104/161/6 一般開架

113 短歌練習帳 高野 公彦著 本阿弥書店 2013.11 91110/256 一般開架

114 中年からの俳句人生塾 金子 兜太著 海竜社 2004.2 91130/289 一般開架

115 俳句、はじめました 岸本 葉子著 角川学芸出版 2010.1 91130/426 一般開架

116 わかりやすい俳句推敲入門 矢野 景一著 角川学芸出版 2010.5 91130/435 一般開架
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117 一冊まるごと俳句甲子園
俳句甲子園
実行委員会監修

角川学芸出版 2010.7 91130/440 一般開架

118 いまからはじめる俳句 宇多 喜代子監修 日本放送出版協会 2010.12 91130/445 一般開架

119 定年からの俳句入門 加古 宗也著 本阿弥書店 2010.12 91130/446 一般開架

120 俳句鑑賞入門    上 山口 誓子著 埼玉福祉会 2001.6 L9113/6/1 一般開架

121 俳句鑑賞入門    下 山口 誓子著 埼玉福祉会 2001.6 L9113/6/2 一般開架

122 大きな活字季語辞典 榎本 好宏著 日東書院 2003.5 L9113/10 一般開架

123 川柳入門はじめのはじめのまたはじめ 斎藤 大雄著 新葉館出版 2002.12 9114/14/02 一般書庫

124 川柳作句教室  入門から応用まで 尾藤 三柳著 雄山閣 1981.9 9114/B48 書庫ＣＬ

　　＜新生活お役立ち　情報＞
No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

125 横芝光町ガイドマップ 横芝光町 2006
C2925/
　F08-3

郷土開架

126
めぐろう北総  見どころカレンダー
Vol.5(2015-1月…6月)

千葉県北総観光連盟 2015.1 C293/12 郷土開架

127 東庄  銚子 香取 旭 神栖 東庄町 2012
C2934/
　J08-2

郷土開架

128 東庄町おもてなしガイドブック
東庄町おもてなし
推進委員会

2014
C2934/
　J08-3

郷土開架

129 銚子見聞録  銚子市観光ガイドブック 銚子市 2011.3
C2935/
　K02-7

郷土開架

130
銚子じゃらん
実は銚子は、日本一の港町なのです。

銚子市観光協会
銚子観光案内所

C2935/
　K02-9

郷土開架

131
ガイドマップ旭  ひとが輝き海とみどりがつくる
健康都市“旭”

旭市役所 2014.1
C2935/
K01-2/14

郷土開架

132 匝瑳市  読めない!書けない!どこにある? 匝瑳市産業振興課 2014.2
C2936/
　L01-2

郷土開架

133 お役所サービス得ガイド    千葉県版
行政サービス
調査委員会編集

婦人生活社 2000.9 C317/26 郷土開架

134
千葉のおきて
チバを楽しむための54のおきて

千葉県地位
向上委員会編

アース・スター
エンターテイメント

2014.3 C361/4 郷土開架

135 千葉あるある 小島 チューリップ著 TOブックス 2014.7 C361/5 郷土開架

136
千葉が最高
42の千葉ベストで千葉のとりこになる！

千葉ベスト
選出委員会編

泰文堂 2014.11 C361/6 郷土開架

137 見えない・見えにくい人の便利グッズファイル 便利グッズサロン編 大活字 2002.6 L3692/16 一般開架

138
シングルマザー生活便利帳
ひとり親家庭サポートBOOK

新川 てるえ著 太郎次郎社エディタス 2014.2 36941/14 一般開架

139 迷ったときの医者選び千葉 最新版※参考資料です
医療評価ガイド
取材班編

角川SS
コミュニケーション

2008.4 C4981/30 郷土開架

140
千葉すてきな雑貨屋さん ココロをくすぐるアイテムが
いっぱい!人気の雑貨屋さん全59軒を紹介！

イデア・ビレッジ著 メイツ出版 2011.6 C589/1 郷土開架

141 快適簡単生活百科 ふたり暮らしにすぐ役立つ 吉原 一雄監修 法研 2000.2 590/4 一般開架

142 工夫生活のススメ 山崎 えり子著 飛鳥新社 2000.7 5904/5 一般書庫

143 節約生活のススメ 山崎 えり子著 飛鳥新社 1998.1 59104/1 一般書庫

144
自分でやるモノの徹底修理術  身の回りの製品の
“しくみ”を知って、楽しみながら直してみよう

荒井 章著 山海堂 1998.6 592/2 一般書庫

145
おうちの科学
暮らしに効くおいしい!うれしい!なるほど!ｻｲｴﾝｽ

内田 麻理香著 丸善出版 2011.12 592/4 一般開架

146 Let's Begin!日曜大工 木工・DIY・カントリー家具 ジェームズ・サマーズ著 エム・ピー・シー 1999.5 5927/4 一般書庫

　※Ｎｏ.139は参考資料のため館内閲覧です。
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No. 書           名 著         者 出版者 出版年 請求番号 場所区分

147
とりたいシミがスッキリ落ちる！
驚きのシミ抜き事典130

クリーニング技術
研究会監修

永岡書店 2010.1 5935/2 一般開架

148 千葉のうまい蕎麦73選 大浦 明編集 幹書房 2006.9 C596/7 郷土開架

149 千葉のうまい蕎麦50選    続 大浦 明編 幹書房 2011.7 C596/7/2 郷土開架

150
激ウマラーメン千葉
CHIBA RAMEN GUIDE 2010年版

全日本ラーメン研究会編 ワンツーマガジン社 2010.4 C596/9/10 郷土開架

151 ラーメンマップ千葉    2 山路 力也編著 幹書房 2007.12 C596/10/2 郷土開架

152 ラーメンマップ千葉    3 山路 力也編著 幹書房 2009.1 C596/10/3 郷土開架

153 ラーメンマップ千葉    5 山路 力也編著 幹書房 2010.12 C596/10/5 郷土開架

154 ラーメンマップ千葉    6 山路 力也編著 幹書房 2011.12 C596/10/6 郷土開架

155 休日のカフェめぐり  千葉
休日のカフェ
製作委員会編

幹書房 2012.6 C596/17/12 郷土開架

156 まるごと千葉!グルメガイド office SAYA著 メイツ出版 2011.1 C596/20 郷土開架

157 休日のごちそう食堂(レストラン)  千葉
休日のレストラン
製作委員会編

幹書房 2014.1 C596/24/14 郷土開架

158 Text Book基本とコツ ジャパンクッキングセンター 1998.4 596/26 一般開架

159
キッコーマン昭和の味レシピ
毎日食べても、飽きずにおいしい

キッコーマン
株式会社監修

幻冬舎 2013.4 C596/26 郷土開架

160 はじめての節塩定食
キッコーマン
総合病院監修

ポプラ社 2013.9 C596/27 郷土開架

161
旭飲食店マップ
全163店旭の旨いを食いつくせ!!  2010

旭飲食店マップ
製作委員会編集

旭飲食店マップ
製作委員会

2010 C596/29/10 郷土開架

162
千葉里山カフェ
自然と共生する清々しいカフェ時間

グラフィス 2013.12 C596/30 郷土開架

163
南房総市日本一おいしいご飯給食
子どもが元気に育つ70品

南房総市著
トランスワールド
ジャパン

2013.11 C596/31 郷土開架

164
千葉海カフェ
太平洋の恵みと絶景を堪能するカフェ時間

グラフィス 2014.9 C596/32 郷土開架

165 千葉の海カフェ 沼尻 亙司著 書肆侃侃房 2015.8 C596/35 郷土開架

166
ピーナッツバターの本  いろんな食べ方大発見！
毎日を笑顔にするとっておきレシピ

HAPPY NUTS DAY
著

誠文堂新光社 2016.7 C596/37 郷土開架

167 20分でできる一皿メニュー 大原 照子著 文化出版局 1994.9 596/41 一般書庫

168 材料別お料理百科 主婦と生活社編 主婦と生活社 1999.4 596/42 一般開架

169
調理がわかる物理・化学の基礎知識
調理科学の理解を深める

香西 みどり著 光生館 2010.9 596/103 一般開架

170 食卓の力  「くり返し」を楽しむ暮らし 山本 ふみこ著 晶文社 2002.4 59604/34 一般書庫

171
朝ごはんの空気を見つけにいく
そして、デュアリットのトースターを買ってしまう！

堀井 和子著 講談社 2002.5 59604/35/2 一般書庫

172
大文字レシピで作る旬の魚おかず
くふうがうれしい！

斉藤 辰夫著 主婦と生活社 2001.5 L5963/2 一般開架

173 ファイヤーキングマグ図鑑 山下 哲著 河出書房新社 2003.9 5969/11 一般書庫

174 ジャンク・スタイル
メラニ-・
モ-ルズワ-ス著

エディシオン・トレヴィル 1999.3 597/5 一般書庫

175 ピュアスタイル
ジェ-ン・
カンバ-バッチ著

エディシオン・トレヴィル 2000.3 597/8 一般書庫

176
村上英子の都会暮らし
空間を使いこなしてゆたかに住む

村上 英子著 日本放送出版協会 2000.9 597/9 一般書庫

177
自分でできる!家中の修理と手入れマニュアル
地震・セキュリティー・バリアフリー

主婦と生活社編 主婦と生活社 2004.12 597/17 一般開架

178
自宅の書棚  本のある暮らし。
本をインテリアとして生かす。

アラン・パワーズ著 産調出版 2000.3 5975/1 一般書庫

179 「捨てる!」技術 辰巳 渚著 宝島社 2005.12 5975/4 一般開架
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180
アレルギーを撃退する「おそうじ」マニュアル
小児科医が教える目からうろこの住環境整備法

池谷 優子著 マキノ出版 2007.11 5979/6/2 一般開架

181
千葉ワンちゃんお役立ち情報まるわかりブック
「いぬだす」

イデア・ビレッジ著 メイツ出版 2006.1 C645/5 郷土開架

　　＜お楽しみ本～新しい本との出会い2018～＞

　　【桜】

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

182 桜と日本文化  清明美から散華の花へ 小川 和佑著 アーツアンドクラフツ 2007.3 9102/121 一般開架

183 イケズ花咲く古典文学 入江 敦彦著 淡交社 2010.3 9102/137 一般開架

184 花さんぽ  わたしの文学の森  [1] 森 千春著 第三書館 2013.2 91026/1359 一般開架

185
桜前線開架宣言  Born after 1970
現代短歌日本代表

山田 航編著 左右社 2015.12 91116/233 一般開架

186 春の野に鏡を置けば  歌集 中川佐和子著 ながらみ書房 2013.8 91116/ﾅｻ3 一般開架

187 桜舞う あさの あつこ著 PHP研究所 2012.3 9136/ｱｱ45 一般開架

188 おん身は花の姿にて  網野菊アンソロジー 網野 菊著 未知谷 2011.2 9136/ｱｷ3 一般開架

189 桜の森の満開の下・白痴  他十二篇 坂口 安吾作 岩波書店 2008.1 9136/ｻｱ27 一般開架

190 春の庭 柴崎 友香著 文藝春秋 2014.7 9136/ｼﾄ29 一般開架

191 花や散るらん 葉室 麟著 文藝春秋 2009.11 9136/ﾊﾘ33 一般開架

192 津軽百年食堂 森沢 明夫著 小学館 2009.3 9136/ﾓｱ8 一般開架

193 東京花散歩 岸本 葉子著 亜紀書房 2011.3 9156/ｷﾖ3 一般開架

　　【青春】

194 卓球アンソロジー 田辺 武夫著 近代文藝社 2016.8 7836/9 一般開架

195 ノボさん  小説正岡子規と夏目漱石 伊集院 静著 講談社 2013.11 9136/ｲｼ158 一般開架

196 ブラザー・サン シスター・ムーン 恩田 陸著 河出書房新社 2009.1 9136/ｵﾘ27 一般開架

197 少年少女飛行倶楽部 加納 朋子著 文藝春秋 2009.4 9136/ｶﾄ27 一般開架

198 彼女の知らない彼女 里見 蘭著 新潮社 2008.11 9136/ｻﾗ2 一般開架

199 ぼくから遠く離れて 辻 仁成著 幻冬舎 2011.2 9136/ﾂﾋ33 一般開架

200 村田エフェンディ滞土録 梨木 香歩著 角川書店 2004.4 9136/ﾅｶ17 一般開架

201 ロスト・トレイン 中村 弦著 新潮社 2009.12 9136/ﾅｹ34 一般開架

202 サラの柔らかな香車 橋本 長道著 集英社 2012.2 9136/ﾊﾁ5 一般開架

203 国道沿いのファミレス 畑野 智美著 集英社 2011.2 9136/ﾊﾄ4 一般開架

204 風が強く吹いている 三浦 しをん著 新潮社 2006.9 9136/ﾐｼ13 一般開架

205 青森ドロップキッカーズ 森沢 明夫著 小学館 2010.2 9136/ﾓｱ13 一般開架

206 自負と偏見
ジェイン・
オースティン著

新潮社 2014.7 9336/ｵｼ12 一般開架

207 宝島
ロバート・L.
スティーヴンソン著

新潮社 2016.8 9336/ｽﾛ13 一般開架
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　　【陽だまり】

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

208
最後のパレード
ディズニーランドで本当にあった心温まる話

中村 克著
サンクチュアリ・
パブリッシング

2009.3 C688/28 郷土開架

209 おひさまのかけら 「こどもの詩」20年の精選集 川崎 洋編 中央公論新社 2003.2 91156/38 一般開架

210 金子みすゞこだまする家族愛 詩と詩論研究会編 勉誠出版 2009.4 91158/71 一般開架

211 美しい町  矢崎節夫と読む 金子 みすゞ著 JULA出版局 2010.2 91158/78 一般開架

212 チッチと子 石田 衣良著 毎日新聞社 2009.1 9136/ｲｲ34 一般開架

213 つるかめ助産院 小川 糸著 集英社 2010.12 9136/ｵｲ18 一般開架

214 愛しの座敷わらし 荻原 浩著 朝日新聞出版 2008.4 9136/ｵﾋ42 一般開架

215 いつか陽のあたる場所で 乃南 アサ著 新潮社 2007.8 9136/ﾉｱ33 一般開架

216 虹の岬の喫茶店 森沢 明夫著 幻冬舎 2011.6 9136/ﾓｱ11 一般開架

217 夏美のホタル 森沢 明夫著 KADOKAWA 2014.8 9136/ﾓｱ17 一般開架

218 幸せをさがす日記 オグ・マンディーノ著 竹書房 2002.7 9357/ﾏｵ1 一般開架

219 トモシビ  銚子電鉄の小さな奇蹟 吉野 翠著 TOブックス 2015.3 C936/ﾖﾐ1 郷土開架

220 井上ひさしから、娘へ  57通の往復書簡 井上 ひさし著 文藝春秋 2017.4 C956/ｲﾋ1 郷土開架

　　【旅】

221 道化師の蝶 円城 塔著 講談社 2012.1 9136/ｴﾄ8 一般開架

222 大きな鳥にさらわれないよう 川上 弘美著 講談社 2016.4 9136/ｶﾋ73 一般開架

223 地図男 真藤 順丈著 メディアファクトリー 2008.9 9136/ｼｼ36 一般開架

224 ピスタチオ 梨木 香歩著 筑摩書房 2010.1 9136/ﾅｶ32 一般開架

225 ぼっぼっぼくらはエジプト探険団 吉村 作治著 アスコム 2006.8 9136/ﾖｻ3 一般開架

226 有栖川有栖の鉄道ミステリー旅 有栖川 有栖著 山と溪谷社 2008.9 9156/ｱｱ2 一般開架

227 ニッポン周遊記  町の見つけ方・歩き方・つくり方 池内 紀著 青土社 2014.7 9156/ｲｵ8 一般開架

228 いつも旅のなか 角田 光代著 アクセス・パブリッシング 2005.4 9156/ｶﾐ4 一般開架

229 マンボウ哀愁のヨーロッパ再訪記 北 杜夫著 青春出版社 2000.1 9156/ｷﾓ2 一般開架

230
アガサ・クリスティを訪ねる旅
鉄道とバスで回る英国ミステリの舞台

平井 杏子著 大修館書店 2010.3 93027/ｸｱ8 一般開架

231 ティファニーで朝食を
トルーマン・
カポーティ著

新潮社 2008.2 9337/ｶﾄ6 一般開架
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