
書　　　名 著者名等 出版社 請求記号1 秋の牢獄 恒川光太郎／著 角川書店 9136/T393/32 アクセス 誉田哲也／〔著〕 新潮社 9136/H2563 朝日のようにさわやかに 恩田陸／著 新潮社 9136/O162/334 エッジ（全2） 鈴木光司／著 角川書店 9136/S187/15-1～25 怪談累ヶ淵 志村有弘／編著 勉誠出版 9136/S425/26 匿われている深い夢 岩井志麻子／著 講談社 9136/I215/257 キタイ 吉来駿作／著 幻冬舎 9136/K569/8 人形（ギニョル） 佐藤ラギ／〔著〕 新潮社 9136/S411/9 九月が永遠に続けば 沼田まほかる／著 新潮社 9136/N315/10 首七つ ひろのみずえ／著 大日本図書 9136/H279/311 黒い家 貴志祐介／著 角川書店 9136/K401/12 さいはての家 菊地秀行／著 光文社 9136/K205/1713 紗央里ちゃんの家 矢部嵩／著 角川書店 9136/Y256/14 死国 坂東真砂子／著 マガジンハウス 9136/B4/215 十七歳 岩井志麻子／著 徳間書店 9136/I215/2716 少女怪談 藤野千夜／著 文藝春秋 9136/F79/1117 スメラギの国 朱川湊人／著 文藝春秋 9136/S420/818 背の眼 道尾秀介／著 幻冬舎 9136/M385/19 ソロモンの犬 道尾秀介／著 文藝春秋 9136/M385/620 ２０世紀の幽霊たち ジョー・ヒル／著 小学館 9330/H155/21 ニック・シャドウの真夜中の図書館　（全15） ニック・シャドウ／著 ゴマブックス 9330/S190/1-1～1522 白昼の闇 クリストファー・ファウラー／著 東京創元社 9330/F85/23 花月夜綺譚 岩井志麻子／〔ほか〕著 ホーム社 9136/I215/1824 仄暗い水の底から 鈴木光司／〔著〕 角川書店 9136/S187/625 澪つくし 明野照葉／著 文藝春秋 9136/A151/1026 怖い話（ミステリー）と短い話（ショート・ショート） 結城昌治／著 中央公論社 9136/Y26/1127 無傷の愛 岩井志麻子／著 双葉社 9136/I215/2328 夜市 恒川光太郎／著 角川書店 9136/T393/329 らせん 鈴木光司／著 角川書店 9136/S187/430 リング 鈴木光司／著 角川書店 9136/S187/3

「「「「ホラーホラーホラーホラー？　？　？　？　それともそれともそれともそれともミステリーミステリーミステリーミステリー？　？　？　？　““““涼涼涼涼””””をををを誘誘誘誘うううう本本本本たちたちたちたち」」」」　　　【展示期間】平成２１年７月２８日（火）～９月１３日（日）★ホラー★　　　サスペンスドラマ好きなあなたへ。恐怖がいっぱい



書　　　名 著者名等 出版社 請求記号1 異界から落ち来る者あり  大江戸妖怪かわら版 （全2） 香月日輪/作 理論社 9136/K585/1-1～22 瓜ふたつ ひろのみずえ／著 大日本図書 9136/Ｈ279/23 ｵﾁｹﾝ! 　ﾐｽﾃﾘｰya! 大倉崇裕/作 理論社 9136/O209/64 怪異の民俗学 1　憑きもの 小松和彦／責任編集 河出書房新社 38800/K4/2-15 怪異の民俗学 6　幽霊 小松和彦／責任編集 河出書房新社 38800/K4/2-66 怪異の民俗学 8　境界 小松和彦／責任編集 河出書房新社 38800/K4/2-87 鏡 　ｺﾞｰｽﾄ・ｽﾄｰﾘｰｽﾞ ｽｰｻﾞﾝ・ｸｰﾊﾟｰ/ほか作 偕成社 9080/C5/8 きみが見つける物語 ｽｸｰﾙ編 　角川文庫 15071 十代のための新名作 あさのあつこ/〔著〕 角川書店 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 9136/K617/1-19 きみに贈るつばさ物語 　角川つばさ文庫 Aん1-1 角川つばさ文庫書き下ろし短編集 あさのあつこ/作 角川書店 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 9136/A180/1810 ｷﾗﾒｷ・ﾗｲﾌﾞﾊｳｽ 1 　Ya!ﾌﾛﾝﾃｨｱ 牧野節子/作 岩崎書店 9136/M237/3-111 ｸﾞﾘﾌｨﾝの年 　Sogen bookland　（全2） ﾀﾞｲｱﾅ・ｳｨﾝ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ/著 東京創元社 9330/J26/10-1～212 ｺﾞｰｽﾄ・ｶﾞｰﾙ ﾄｰﾆｬ・ﾊｰﾘｰ/作 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 9330/H157/13 ｺﾞｰｽﾄﾊｳｽ ｸﾘﾌ・ﾏｸﾆｯｼｭ/著 理論社 9330/M200/14 ゴードン・スミスの日本怪談集 リチャード・ゴードン・スミス／著 角川書店 38810/S8/215 子供に語ってみたい日本の古典怪談 野火迅／著 草思社 38810/N14/16 こわい！　青玉　ふるえちゃう１４のお話！ 石崎洋司／選 講談社 9136/Ｉ269/517 こわい！　赤玉　ふるえちゃう１５のお話！ 令丈ヒロ子／選 講談社 9136/Ｒ11/718 怖いうわさ不思議なはなし 常光徹，松谷みよ子／責任編集 童心社 38810/T1/219 死者の学園祭 　角川つばさ文庫 Bあ1-1 赤川次郎/作 角川書店 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 9136/A33/15020 心霊探偵八雲 （全7） 神永学/著 文芸社 9136/K618/1-1～721 ﾀﾞｰｸﾎﾙﾑの闇の君 　 Sogen bookland （全2） ﾀﾞｲｱﾅ・ｳｨﾝ・ｼﾞｮｰﾝｽﾞ/著 東京創元社 9330/J26/8-1～222 千恵とふしぎの犬那智 だからこの犬猫を救いたい 濱井千恵/著 ﾊｰﾄ出版 1470/H16/23 天空の竜宮城　 大江戸妖怪かわら版 4 香月日輪/作 理論社 9136/K585/524 Twinkle Teens' best selections 17 　ひかりもの 香月日輪/〔著〕 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 9136/K585/525 花の道は嵐の道 Teens' entertainment 7　 ﾀﾏの猫又相談所 天野頌子/著 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 9136/A221/26 ﾋﾄの「超」ひみつを知ろう ｼﾘｰｽﾞ楽しい科学 ｼﾞｭﾃﾞｨｽ・ﾊｰﾌﾞｽﾄ/著 晶文社 1470/H7/27 封印の娘 大江戸妖怪かわら版 3 香月日輪/作 理論社 9136/K585/1-328 ﾌﾞﾗｯｶﾑの爆撃機 ﾛﾊﾞｰﾄ・ｳｪｽﾄｰﾙ/作 岩波書店 9330/W78/329 旧（ふるい）怪談　　耳袋より 京極夏彦/著　ダ・ヴィンチ編集部/編 メディアファクトリー 9136/K368/2430 魔女の愛した子 ﾏｲｹﾙ・ｸﾞﾙｰﾊﾞｰ/著 理論社 9330/G10931 都会(まち)のﾄﾑ&ｿｰﾔ 4 　四重奏(ｶﾙﾃｯﾄ)　 Ya! entertainment はやみねかおる/〔著〕 講談社 9136/H254/2-432 ﾒﾃﾞｨｴｰﾀ 3 　ｻﾖﾅﾗ､愛しい幽霊 ﾒｸﾞ・ｷｬﾎﾞｯﾄ/作 理論社 9330/C167/1-3

★幽霊・心霊・怪談★　　目には見えない恐怖をたっぷりと



書　　　名 著者名等 出版社 請求記号33 ﾒﾃﾞｨｴｰﾀzero episode 2　 吸血鬼の息子 ﾒｸﾞ・ｷｬﾎﾞｯﾄ/作 理論社 9330/C167/2-234 ﾓﾝﾀｷﾞｭｰおじさんの怖い話 ｸﾘｽ・ﾌﾟﾘｰｽﾄﾘｰ/著 理論社 9330/P96/35 霊少女清花 1　 Ya!ﾌﾛﾝﾃｨｱ 越水利江子/作 岩崎書店 9136/K365/2-1
書　　　名 著者名等 出版社 請求記号1 鬼にて候 （全3） 横山充男/作 岩崎書店 9136/Y238/2-1～32 怪異の民俗学 2　妖怪 小松和彦／責任編集 河出書房新社 38800/K4/2-23 怪異の民俗学 3　河童 小松和彦／責任編集 河出書房新社 38800/K4/2-34 怪異の民俗学 4　鬼 小松和彦／責任編集 河出書房新社 38800/K4/2-45 怪異の民俗学 5　天狗と山姥 小松和彦／責任編集 河出書房新社 38800/K4/2-56 怪談・骨董他 小泉八雲／著 恒文社 9330/H68/37 下町不思議町物語 　Ya!ﾌﾛﾝﾃｨｱ 香月日輪/作 岩崎書店 9136/K585/38 しゃばけ 畠中恵／著 新潮社 9136/H2399 図説*妖怪辞典 妖怪ﾄﾞｯﾄｺﾑ/著 幻冬舎ｺﾐｯｸｽ 幻冬舎 38800/Y7/10 続*妖怪図巻 湯本豪一／編著 国書刊行会 38810/K10/1-211 地方発明治妖怪ニュース 湯本豪一／編 柏書房 38810/Y7/212 ﾌｧﾝﾑ・ｱﾚｰｽ （全2） 　Ya! entertainment 香月日輪/〔著〕 講談社 9136/K585/2-1～213 水木しげるの妖怪伝大画集 水木しげる／著 新紀元社 7265/M28/14 明治妖怪新聞 湯本豪一／編 柏書房 38810/Y7/15 モンスター退治 司史生，伊豆平成／著 新紀元社 38800/T3/16 妖怪 司馬遼太郎／著 講談社 9136/S34/917 妖怪ｱﾊﾟｰﾄの幽雅な日常 （全10）　 Ya! entertainment 香月日輪/〔著〕 講談社 9136/K585/4-1～418 妖怪お化け雑学事典 千葉幹夫／著 講談社 38810/C1/19 妖怪ｻｰｶｽ団がやってくる!　 ｴﾝﾀﾃｨｰﾝ倶楽部 藤野恵美/作 学習研究社 9136/F119/20 妖怪図巻 京極夏彦／文 国書刊行会 38810/K10/21 妖怪伝説奇聞 東雅夫／著 学習研究社 38810/H7/22 妖怪のまち境港公式ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ ﾌﾞﾙｰｶﾞｲﾄﾞ 実業之日本社/編 実業之日本社 2917/J3/23 妖怪文化入門 小松和彦／著 せりか書房 38810/K4/624 酔って候 司馬遼太郎／著 文藝春秋 B2/Ｓ51/8

★妖怪★　　理解を超える怪奇な現象、ふしぎな力…



書　　　名 著者名等 出版社 請求記号1 雨の恐竜 　ﾐｽﾃﾘｰya! 山田正紀/作 理論社 9136/Y42/402 医学のたまご 　ﾐｽﾃﾘｰya! 海堂尊/作 理論社 9136/K568/73 ｲﾝｼﾃﾐﾙ 米澤穂信/著 文藝春秋 9136/Y244/54 ｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱの運命　 Ya! entertainment ｷｬﾛﾗｲﾝ・B.ｸｰﾆｰ/〔著〕 講談社 9330/C168/1-35 ｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱの帰還　 Ya! Entertainment ｷｬﾛﾗｲﾝ・B.ｸｰﾆｰ/著 講談社 9330/C168/1-26 ｳﾞｧﾝﾊﾟｲｱの契約 1　死を招く提案  Ya! Entertainment　 ｷｬﾛﾗｲﾝB.ｸｰﾆｰ/〔著〕 講談社 9330/C168/1-17 ｳｨｯｼｭﾊｳｽ 　魔性たちの棲む館 ｾﾘｱ・ﾘｰｽﾞ/作 理論社 9330/R86/38 ABC殺人事件 　ｸﾘｽﾃｨｰ・ｼﾞｭﾆｱ・ﾐｽﾃﾘ 7 ｱｶﾞｻ・ｸﾘｽﾃｨｰ/著 早川書房 9330/C21/13-79 ABCDEFG殺人事件 　ﾐｽﾃﾘｰya! 鯨統一郎/著 理論社 9136/K470/1010 ｴｲﾚｰﾈｰの瞳 　ｼﾝﾄﾞﾊﾞｯﾄﾞ23世の冒険　 ﾐｽﾃﾘｰya! 小前亮/作 理論社 9136/K559/411 王国は星空の下 　ﾐｽﾃﾘｰya! 篠田真由美/作 理論社 9136/S283/812 ｵﾌｪｰﾘｱの物語 　ﾐｽﾃﾘｰya! 山田正紀/作 理論社 9136/Y42/4113 ｵﾘｴﾝﾄ急行の殺人 　ｸﾘｽﾃｨｰ・ｼﾞｭﾆｱ・ﾐｽﾃﾘ 2 ｱｶﾞｻ・ｸﾘｽﾃｨｰ/著 早川書房 9330/C21/13-214 怪盗ｸﾞﾘﾌｨﾝ､絶体絶命 　Mystery land 法月綸太郎/著 講談社 9136/N223/615 ｶｶｵ80%の夏 　ﾐｽﾃﾘｰya! 永井するみ/作 理論社 9136/N228/1616 過去からの手紙 　ﾐｽﾃﾘｰya! 岸田るり子/作 理論社 9136/K543/417 ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰｽ  (全2） ﾏｲｸﾙ・Z.ﾘｭｰｲﾝ/著 理論社 9330/L45/4-1～218 ｷｭｰﾋﾟｯﾄﾞの涙盗難事件 　ﾐｽﾃﾘｰya! 真瀬もと/作 理論社 9136/M422/19 雲をつかむ死 　ｸﾘｽﾃｨｰ・ｼﾞｭﾆｱ・ﾐｽﾃﾘ 6 ｱｶﾞｻ・ｸﾘｽﾃｨｰ/著 早川書房 9330/C21/13-620 ｸﾗｽﾙｰﾑ 　ﾐｽﾃﾘｰya! 折原一/作 理論社 9136/O94/3121 消せない炎 ｼﾞｬｯｸ・ﾋｷﾞﾝｽﾞ/作 理論社 9330/H26/2122 月蝕島の魔物 　ﾐｽﾃﾘｰya! 田中芳樹/作 理論社 9136/T178/1623 月蝕姫のｷｽ 　ﾐｽﾃﾘｰya! 芦辺拓/作 理論社 9136/A108/1624 氷の心臓 ｶｲ・ﾏｲﾔｰ/著 あすなろ書房 9430/M13/25 酸素は鏡に映らない 　Mystery land 上遠野浩平/著 講談社 9136/K595/26 渋谷ﾋﾞﾀｰ・ｴﾝｼﾞｪﾙｽﾞ 　ﾐｽﾃﾘｰya! 横森理香/作 理論社 9136/Y186/427 銃とﾁｮｺﾚｰﾄ 　Mystery land 乙一/著 講談社 9136/O219/28 十角館の殺人 　Ya! entertainment 綾辻行人/〔著〕 講談社 9136/A78/1129 少女 　ﾊﾔｶﾜ・ﾐｽﾃﾘﾜｰﾙﾄﾞ 湊かなえ/著 早川書房 9136/M424/230 ｼｮｰﾄ・ﾄﾘｯﾌﾟ 森絵都/作 理論社 9136/M199/731 水銀奇譚 　ﾐｽﾃﾘｰya! 牧野修/作 理論社 9136/M245/632 ｽｸｰﾙ・ﾊﾞｯｸﾞいっぱいの運命 　Ya! entertainment 板橋雅弘/〔著〕 講談社 9136/I248/4

★ミステリー★　　探偵気分で推理が楽しい



書　　　名 著者名等 出版社 請求記号33 ｽﾃｰｼｮﾝの奥の奥 　Mystery land 山口雅也/著 講談社 9136/Y98/1334 ｽﾉｰﾌﾚｰｸ 大崎梢/著 角川書店 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 9136/O261/235 漱石先生の事件簿 　猫の巻　 ﾐｽﾃﾘｰya! 柳広司/作 理論社 9136/Y210/636 そして誰もいなくなった 　ｸﾘｽﾃｨｰ・ｼﾞｭﾆｱ・ﾐｽﾃﾘ 1 ｱｶﾞｻ・ｸﾘｽﾃｨｰ/著 早川書房 9330/C21/13-137 ﾀｲﾑｶﾌﾟｾﾙ 　ﾐｽﾃﾘｰya! 折原一/作 理論社 9136/O94/3038 ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞ・ﾎﾟﾘｽﾏﾝ ﾐｯｼﾝｸﾞ・ﾊﾟｰｿﾝｽﾞ 3 　ふたりはひそかに尾行中! M.E.ﾗﾌﾞ/作 理論社 9330/R99/1-339 ﾁｪﾘｰﾌﾞﾗｯｻﾑ 　角川つばさ文庫 Bや1-1 山本文緒/作 角川書店 角川ｸﾞﾙｰﾌﾟﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ 9136/Y136/1040 茶色の服の男 　ｸﾘｽﾃｨｰ・ｼﾞｭﾆｱ・ﾐｽﾃﾘ 10 ｱｶﾞｻ・ｸﾘｽﾃｨｰ/著 早川書房 9330/C21/13-1041 中学生のためのｼｮｰﾄ・ｽﾄｰﾘｰｽﾞ 1 　あさのあつこが選ぶﾐｽﾃﾘｰ集 学習研究社 9080/C6/1-142 ﾁｮｺﾚｰﾄ・ﾗｳﾞｧｰ ﾐｯｼﾝｸﾞ・ﾊﾟｰｿﾝｽﾞ 2 　ふたりはこっそり変装中! M.E.ﾗﾌﾞ/作 理論社 9330/R99/1-243 倒立する塔の殺人 　ﾐｽﾃﾘｰya! 皆川博子/作 理論社 9136/M59/4644 時計はとまらない 　偕成社ﾐｽﾃﾘｰｸﾗﾌﾞ ﾌｨﾘｯﾌﾟ・ﾌﾟﾙﾏﾝ/作 偕成社 9330/P69/45 虎と月 　ﾐｽﾃﾘｰya! 柳広司/著 理論社 9136/Y210/746 ﾅｲﾙに死す （全2） 　ｸﾘｽﾃｨｰ・ｼﾞｭﾆｱ・ﾐｽﾃﾘ 8 ｱｶﾞｻ・ｸﾘｽﾃｨｰ/著 早川書房 9330/C21/13-8A～B47 菜子の冒険 　猫は知っていたのかも｡　　Ya! entertainment 深沢美潮/〔著〕 講談社 9136/F124/48 猫たちの冬 ｳﾞｫﾙﾌｶﾞﾝｸ・ﾎｰﾙﾊﾞｲﾝ/著 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 9430/H27/49 ﾊﾟｰｼｰ・ｼﾞｬｸｿﾝとｵﾘﾝﾎﾟｽの神々（全4） ﾘｯｸ・ﾘｵｰﾀﾞﾝ/作 ほるぷ出版 9330/R83/2-1～450 ぼくは夜に旅をする ｷｬｻﾘﾝ・ﾏｰｼｭ/著 早川書房 9330/M207/51 人くい鬼ﾓｰﾘｽ 　ﾐｽﾃﾘｰya! 松尾由美/作 理論社 9136/M267/1452 秘密機関 （全2） ｱｶﾞｻ・ｸﾘｽﾃｨｰ/著 早川書房 9330/C21/13-5A～B53 ぶらい､舞子   Y.A.books 北村想/作 小峰書店 9136/K191/654 ﾌﾗｯｼｭ ｶｰﾙ・ﾊｲｱｾﾝ/著 理論社 9330/H150/255 ﾌﾞﾗﾝｸ 　空白に棲むもの　 ﾐｽﾃﾘｰya! 倉阪鬼一郎/作 理論社 9136/K433/1256 ﾌﾗﾝｸ・ﾛｲﾄﾞ・ﾗｲﾄの伝言 ﾌﾞﾙｰ・ﾊﾞﾘｴｯﾄ/著 ｳﾞｨﾚｯｼﾞﾌﾞｯｸｽ 9330/B180/257 ﾌﾘｯﾂと満月の夜 　Teens' entertainment 1 松尾由美/著 ﾎﾟﾌﾟﾗ社 9136/M267/1358 文庫版少年探偵・江戸川乱歩 (全26） 江戸川乱歩／作 ポプラ社 9136/Ｅ3/3-1～2659 ﾍﾞﾗｽｹｽの十字の謎 ｴﾘｱｾﾙ・ｶﾝｼｰﾉ/作 徳間書店 9630/C10/60 ﾎﾞｰｲｽﾞ・ｲﾝ・ﾌﾞﾗｯｸ 3　 となりのﾐｽﾃﾘｰｻｰｸﾙ　 Ya! entertainment 後藤みわこ/〔著〕 講談社 9136/G34/2-361 ぼくらの先生! はやみねかおる/著 講談社 9136/H254/362 まいなす  ﾐｽﾃﾘｰya! 太田忠司/作 理論社 9136/O208/763 ﾏﾃﾞｨｶﾞﾝのﾌｧﾝﾀｼﾞｱ （全2） ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ・ﾏｰﾋｰ/作 岩波書店 9330/M190/2-1～264 魔法の王国(ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ)の大冒険 ﾘﾄﾞﾘｰ・ﾋﾟｱｽﾝ/著 河出書房新社 9330/P95/65 魔夜妖一先生の学校百物語 　ｴﾝﾀﾃｨｰﾝ倶楽部 魔夜妖一/作 学習研究社 9136/M43/366 ﾐｽﾃﾘｰｽﾄｰﾝ　　ちくまﾌﾟﾘﾏｰﾌﾞｯｸｽ 111 徳井いつこ/著 筑摩書房 4590/T1/



書　　　名 著者名等 出版社 請求記号67 満ち潮の夜､彼女は　 ﾐｽﾃﾘｰya! 早見裕司/作 理論社 9136/H303/268 密室入門!   ﾅﾚｯｼﾞｴﾝﾀ読本 14 有栖川有栖/著 ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ 9023/A4/269 蜜蜂のﾃﾞｻﾞｰﾄ 拓未司/著 宝島社 9136/T414/270 ﾒｿﾎﾟﾀﾐﾔの殺人 　ｸﾘｽﾃｨｰ・ｼﾞｭﾆｱ・ﾐｽﾃﾘ 3 ｱｶﾞｻ・ｸﾘｽﾃｨｰ/著 早川書房 9330/C21/13-371 燃えるｻﾊﾞﾝﾅ 　ﾐｽﾃﾘｰya! 澤見彰/作 理論社 9136/S470/72 野球の国のｱﾘｽ　 Mystery land 北村薫/著 講談社 9136/K199/2073 闇の聖杯､光の剣 　ﾐｽﾃﾘｰya! 篠田真由美/作 理論社 9136/S283/8-274 ﾕｱﾎﾞｲｽ　君の声に恋をして　 ﾐｽﾃﾘｰya! 新津きよみ/作 理論社 9136/N181/1175 予告殺人 　ｸﾘｽﾃｨｰ・ｼﾞｭﾆｱ・ﾐｽﾃﾘ 4 ｱｶﾞｻ・ｸﾘｽﾃｨｰ/著 早川書房 9330/C21/13-476 ﾙﾋﾞｱﾝの秘密 　ﾐｽﾃﾘｰya! 鯨統一郎/作 理論社 9136/K470/977 ﾚｯﾄﾞ・ﾏｽｶﾗの秋 　ﾐｽﾃﾘｰya! 永井するみ/作 理論社 9136/N228/16-278 ﾛｰｽﾞｸｲｰﾝ ﾐｯｼﾝｸﾞ・ﾊﾟｰｿﾝｽﾞ 1 　ふたりはただいま失踪中! M.E.ﾗﾌﾞ/作 理論社 9330/R99/1-179 ﾛﾝｸﾞ・ﾄﾞｯｸﾞ・ﾊﾞｲ　 ﾐｽﾃﾘｰya! 霞流一/作 理論社 9136/K359/5
書　　　名 著者名等 出版社 請求記号1 アイスクリーム大好き！ 島本薫／著 文化出版局 5966/S26/2 アイスクリームブック 講談社／編 講談社 5966/K4/3 あげたい。たべたい。ｃｈｏｃｏｌａｔｅ 広沢京子／〔著〕 雄鶏社 5966/H9/4 あんこのおやつカレンダー 坂田阿希子／著 淡交社 5966/S30/5 行くぞ！冷麺探険隊 東海林さだお／著 文藝春秋 9146/S72/76 素材を愉しむアイスクリームレシピ 小峰敏宏  辻智一  永井紀之／著 柴田書店 5966/K20/7 パスタマシンで麺道楽 大森大和／著 文化出版局 5963/O23/8 ひんやり幸せ、冷たいデザート 七沢なおみ／著 講談社 5966/N7/■貸出中の本は予約することがきでます。

★冷たい食べもの★　　カラダの中をクールにしよう


