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時に海を見よ　これからの日本を生きる君に贈る 渡辺憲司／著 双葉社 2011 1597/Ｗ6

池上彰の学べるニュース　５　（臨時特別号） 池上彰／〔著〕ほか 海竜社 2011 30200/Ｉ2/7-5

幸せを届けるボランティア不幸を招くボランティア 田中優／著 河出書房新社 2010 36927/Ｔ36

あなたにもできる災害ボランティア
津波被害の現場から

スベンドリニ・カクチ／著 岩波書店 2005 36930/Ｋ19

これからの防災・減災がわかる本 河田惠昭／著 岩波書店 2008 36930/Ｋ20/2

レスキュー隊のヒミツ８０
人命救助のスーパースター

木下慎次，伊藤久巳／著 イカロス出版 2008 36930/Ｋ24

知ろう！防ごう！自然災害　（全３巻） 佐藤隆雄／監修 岩崎書店 2011 36930/Ｓ16/1-1～3

写真ルポルタージュ
３．１１大震災・原発災害の記録

橋本紘二／著 農山漁村文化協会 2011 36931/Ｈ32

希望　命のメッセージ 鎌田實，佐藤真紀／著 東京書籍 2011 36931/Ｋ54

写真記録東日本大震災　３・１１から１００日 毎日新聞社／著 毎日新聞社 2011 36931/Ｍ4/3

１２歳からの被災者学
阪神・淡路大震災に学ぶ７８の知恵

メモリアル・コンファレンス・イ
ン神戸／編著ほか

日本放送出版協会 2005 36931/Ｍ18

震度７　新潟県中越地震を忘れない 松岡達英／文・絵 ポプラ社 2005 36931/Ｍ19

写真記録東日本大震災　３・１１から１００日 毎日新聞社／著 毎日新聞社 2011 36931/Ｍ23

再起 宮嶋茂樹／著 ベストセラーズ 2011 36931/Ｍ24

災害時ケータイ＆ネット活用ＢＯＯＫ　「つながらな
い！」とき、どうするか？，東日本大震災緊急出版

西田宗千佳，斎藤幾郎
／著

朝日新聞出版 2011 36931/Ｎ26

てつびん物語
阪神・淡路大震災ある被災者の記録

奥野安彦／写真
土方正志／文

偕成社 2004 36931/Ｏ14

ボクらの阪神・淡路大震災　１９９５．１．１７
中学生１７０人の証言

「進研ゼミ」中学講座／
編集

ベネッセコーポ
レーション 1996 36931/Ｓ6

Ｍ７．３　子どもたちの見たもの
横木安良夫／写真
宙出版／編

宙出版 2005 36931/Ｙ8

図解こんなに凄かった自衛隊
東日本大震災でわかった実力

芦川淳／著
志方俊之／監修

日本文芸社 2011 39210/Ａ3

いざ志願！おひとりさま自衛隊 岡田真理／著 文藝春秋 2010 39210/Ｏ5

面白いほどよくわかる自衛隊　最新装備から防
衛システムまで、本当の実力を検証！

志方俊之／監修 日本文芸社 2007 39210/Ｓ5/4

日本人が知りたい地震の疑問６６　地震が多い
日本だからこそ知識の備えも忘れずに！

島村英紀／著
ソフトバンククリエ
イティブ 2008 4530/Ｓ6/2

知ってそなえよう！地震と津波
ナマズ博士が教えるしくみとこわさ

都司嘉宣／監修 素朴社 2007 4530/Ｔ6

一人ひとりのまちづくり　神戸市長田区・再生の物語 中和正彦／著 大日本図書 2008 5188/Ｎ40

つながってるよね。　今もずっと、これからもずっと。 写真作家たつろう／著 中経出版 2011 9115/Ｓ159

すべての犬に里親を！　阪神・淡路大震災１５
５６頭の物語

今西乃子／著 講談社 2008 9160/Ｉ119

生き延びるための地震学入門
上大岡トメ／著
上大岡アネ／著

幻冬舎 2011 4530/K17

「はるかのひまわり」物語
ＮＨＫ「はるかのひまわ
り」取材班／著

日本放送出版協会 2005 9160/Ｎ50/4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第第第第１４１４１４１４回企画展示回企画展示回企画展示回企画展示　　　　「「「「すきすきすきすきすきすきすきすきニッポンニッポンニッポンニッポン！！！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～～～～震災震災震災震災のののの苦難苦難苦難苦難をををを乗乗乗乗りりりり越越越越えてえてえてえて～～～～」」」」

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【展示期間】平成２３年１２月２０日（火）～平成２４年３月１８日（日）

　　　　ⒶⒶⒶⒶ　　　　日本日本日本日本のののの災害災害災害災害とととと救助救助救助救助をををを知知知知るるるる

ＹｏｕｎｇＹｏｕｎｇＹｏｕｎｇＹｏｕｎｇ
　　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーナーコーナーコーナーコーナー
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花祭りのむら 須藤功／文・写真 福音館書店 2000 38615/Ｓ2

田んぼで遊ぼう！　にっぽんの里遊び入門 里と生きものネットワーク／編 地球丸 2010 4070/Ｓ13

０系新幹線から始まる昭和の鉄道風景 南正時／著 実業之日本社 2008 6862/Ｍ14/2

写真集　棚田　ふるさとの千枚田 ふるきゃらネットワーク／編 講談社 1996 7480/Ｆ13

ふるさと讃歌　岡山の自然景観
中村昭夫写真集

中村昭夫／著 山陽新聞社 1996 7480/Ｎ43

飛騨の砂守 中田聡一郎／著 河出書房新社 2004 7480/Ｎ58

山古志村ふたたび
中越地震復興応援写真集

中條均紀／写真 小学館 2005 7480/Ｎ60

蛍の里　西川祐介写真集 西川祐介／著 東方出版 2006 7480/Ｎ66

梅くらべ　各地の梅 西浦良樹／著 文芸社 2008 7480/Ｎ70

写真集　家族の日記 小倉英三郎／著 未来社 1995 7480/Ｏ29

岸和田だんじり祭り　岡田満写真集 岡田満／著
日本機関紙出版セ
ンター 1999 7480/Ｏ38

螢　Ｌｉｇｈｔ　ｏｆ　ａ　ｆｉｒｅｆｌｙ 小原玲／著 ワニブックス 2002 7480/Ｏ42

永平寺の四季　落井俊一写真集 落井俊一／著 東方出版 2004 7480/Ｏ47

日本百名山
白籏史朗／編
山岳写真の会「白い峰」／著 朝日新聞社 1998 7480/Ｓ5/19

富士四季讃歌
白籏史朗／編
写真の会「白い峰」／写真 朝日新聞社 2005 7480/Ｓ5/22

川物語　写真集日本の川を旅する 佐藤秀明／著 本の雑誌社 2003 7480/Ｓ17/6

山桜　竹内敏信写真集 竹内敏信／著 出版芸術社 1998 7480/Ｔ6/7

水と緑日本の原風景 富山和子／著 家の光協会 2008 7480/Ｔ66/1-2

屋久島の海　世界自然遺産の島
屋比久壮実写真集

屋比久壮実／著 八重岳書房 1997 7480/Ｙ43

東京タワー 安原直樹／著 新風舎 2005 7480/Ｙ45/2

故郷の風景　もの神・たま神と三つの時空 佐藤正英／著 筑摩書房 2010 9146/Ｓ294

図説＊和菓子の今昔 青木直己／著 淡交社 2000 38380/Ａ12

つれづれ日本食物史　（全３巻） 川上行蔵／著 東京美術 1992 38380/Ｋ8/1-1～3

日本食紀 森枝卓士／著 中央公論社 1998 38380/Ｍ7/4

事典＊和菓子の世界 中山圭子／著 岩波書店 2006 38380/Ｎ21

伝承写真館日本の食文化　（全１２巻） 農文協／編 農山漁村文化協会 2006 38380/Ｎ25/1-1～12

広島お好み焼物語　ふしぎな食べものが生ま
れたのはなぜ？

那須正幹／著ほか ＰＨＰ研究所 2004 38380/Ｓ32

日本各地食べもの地図
（東日本編・西日本編・資料編）

帝国書院編集部／著 帝国書院 2011 38381/Ｔ1/1-1～3

食・加工する知恵　（食の安全とスローフード） 中村靖彦／監修 教育画劇 2003 5880/Ｎ28

和菓子のほん 中山圭子／文 福音館書店 2008 5883/Ｎ7/3

江戸時代の和菓子デザイン 中山圭子／著 ポプラ社 2001 5883/Ｎ7/4

和菓子の楽しみ方 鈴木宗康／〔ほか〕著 新潮社 1995 5883/Ｓ1/2

駄菓子大全 角田武／〔ほか〕著 新潮社 1998 5883/Ｔ5

発酵食品の魔法の力 小泉武夫／〔ほか〕編著 ＰＨＰ研究所 2010 5885/Ｋ12/9

こどものためのお酒入門 山同敦子／著 理論社 2009 5885/Ｓ24/3

おいしさを科学する 伏木亨／著 筑摩書房 2006 5960/Ｆ22

まるごといつもの食材　学研もちあるき図鑑 木村義志，松井淳江／監修
学研教育出版
学研マーケティン
グ

2011 5960/K105

　　　　ⒷⒷⒷⒷ　　　　風景風景風景風景からからからから日本日本日本日本をををを知知知知るるるる

　　　　ⒸⒸⒸⒸ　　　　食食食食からからからから日本日本日本日本をををを知知知知るるるる
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四季のおくりもの　春夏の食材・秋冬の食材
（食の安全とスローフード）

中村靖彦／監修 教育画劇 2003 5960/Ｎ51/1-1～2

中学英語で日本の料理が紹介できる 林幸子／〔ほか〕著 エール出版社 2008 5962/Ｈ31

パパ、お寿司たべたい！
親子で学ぶネタ図鑑

入江和夫／著 文藝春秋 2007 5962/Ｉ20

日本の食　（世界にはばたく日本力） こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2009 5962/Ｋ57

「米粉」の焼き菓子　小麦粉なしの新食感 石橋かおり／著 主婦の友社 2010 5966/Ｉ16/6

米の日本史 土肥鑑高／著 雄山閣出版 2001 6121/Ｄ1

日本茶のすべてがわかる本　日本茶検定公式
テキスト

日本茶インストラクター
協会／企画・編集ほか

日本茶インストラクター協
会，農山漁村文化協会 2008 6198/Ｎ4

面白いほどよくわかる武士道　時代とともに受
け継がれた日本人の精神の源流

森良之祐／監修 日本文芸社 2008 1560/Ｍ6

武士道　日本精神の「華」は、いかに鍛えられ
たか

新渡戸稲造／著
齋藤孝／訳・責任編集

イースト・プレス 2010 1560/Ｎ2/10

面白いほどよくわかる日本の神様　古事記を彩
る神々の物語を楽しむ

田中治郎／著
山折哲雄／監修

日本文芸社 2007 1641/Ｔ7

詳解神道と日本の神々 三橋健／監修
学研パブリッシング，
学研マーケティング 2010 1700/Ｍ2/2

面白いほどよくわかる日本の神社　その発祥と
日本の神々、名社・古社百社がよくわかる

渋谷申博／著 日本文芸社 2007 1759/Ｓ14

面白いほどよくわかる神事・仏事のしきたり　冠婚葬祭、年
中行事、日常の所作まで、知っておきたい日本人の心得 渋谷申博／著 日本文芸社 2008 1760/Ｓ4

３０分でわかる神事・仏事のしきたり　最低限
知っておきたい日常生活の常識＆非常識

渋谷申博／著 日本文芸社 2010 1760/Ｓ4/2

地域別の日本史 菅野祐孝／著 学生社 2011 2100/Ｋ6

絵画史料で歴史を読む 黒田日出男／著 筑摩書房 2004 21004/Ｋ37

人物や文化遺産で読み解く日本の歴史　（全７巻） 千葉昇／監修・指導 あかね書房 2010 2101/Ｃ3/1-1～7

徹底図解＊飛鳥・奈良　仏教伝来とともに日本
が独自の道を歩みだした時代

榎本秋／著 新星出版社 2008 2103/Ｅ8/2

平城京１００の疑問
奈良県立橿原考古学研
究所／編

学生社 2010 2103/Ｋ42/6

古事記と日本書紀　神話の舞台を旅する，
カラー＆図解ですぐわかる

主婦の友社／編 主婦の友社 2010 2103/Ｓ96

エコでござる　江戸に学ぶ （全３巻） 石川英輔／監修 鈴木出版 2009 2105/Ｉ19/9-1～3

古代史謎めぐりの旅
奈良・瀬戸内・東国・京阪編

関裕二／著 ブックマン社 2009 2910/Ｓ91/1-1

古代史謎めぐりの旅
出雲・九州・東北・奈良編

関裕二／著 ブックマン社 2009 2910/Ｓ91/1-2

京都大不満 嵯峨徳子／著 実業之日本社 2007 2916/Ｓ27

イラスト＊日本（にっぽん）まるごと事典　対訳
ジュニア版　改訂第２版

インターナショナル・インターン
シップ・プログラムス／著

講談社インターナ
ショナル 2009 30210/Ｉ7/2

中学英語で「日本の心」が紹介できる　（改訂新版） 山田弘／著 エール出版社 2009 36142/Ｙ13

中学英語で日本の伝統文化が紹介できる　（改訂新版） 藤澤優，山田弘／著 エール出版社 2008 36150/Ｈ22

家族はチームだ！もっと会話しろ
日本のいいところを知っておこう

齋藤孝／著 ＰＨＰ研究所 2010 36730/Ｓ44

図工の基本と応用アイディア集　〔４　つくってあそぶ
伝承遊び集〕　すぐ作りたい！遊びたい！

学習研究社 2007 37572/Ｚ2/1-4

おうちで楽しむにほんの習わし 広田千悦子／著 技術評論社 2010 38210/Ｈ11

しばわんこの和のこころ 川浦良枝／絵と文 白泉社 2002 38210/Ｋ21/1-1

　　　　ⒹⒹⒹⒹ　　　　文化文化文化文化からからからから日本日本日本日本をををを知知知知るるるる
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しばわんこの和のこころ　２　四季の喜び 川浦良枝／絵と文 白泉社 2002 38210/Ｋ21/1-2

しばわんこの和のこころ　３　日々の愉しみ 川浦良枝／絵と文 白泉社 2004 38210/Ｋ21/1-3

しばわんこ和のお道具箱 川浦良枝／絵と文 白泉社 2009 38210/Ｋ21/2

ふしぎがいっぱい！ニッポン文化　（第１期全４巻） こどもくらぶ／編・著 旺文社 2008 38210/Ｋ28/1-1～4

ふしぎがいっぱい！ニッポン文化　（第２期　１） こどもくらぶ／編・著 旺文社 2009 38210/Ｋ28/2-1

図解＊日本のしきたりがよくわかる本　日常の作法
から年中行事・祝い事まで，これ１冊でカンペキ！

日本の暮らし研究会／
著

ＰＨＰ研究所 2007 38210/Ｎ14

なぜ、江戸の庶民は時間に正確だったのか？
時代考証でみる江戸モノ６５の謎

山田順子／著 実業之日本社 2008 38210/Ｙ10

絵で見る＊おふろの歴史 菊地ひと美／文／絵 講談社 2009 38360/Ｋ3

ふろしき入門　包み方結び方 森田知都子／著 主婦と生活社 2000 38390/Ｍ14

ふろしきの包みかた　楽しくはじめるエコラッピング 森田知都子／著 淡交社 2008 38390/Ｍ14/4

江戸のおトイレ 渡辺信一郎／著 新潮社 2002 38390/Ｗ3/2

日本の伝承遊びコツのコツ　（全６巻） リブリオ出版 2005 38400/Ｎ2/1-1～6

着物のマナーお手本帖 五藤禮子／監修 成美堂出版 2008 38590/Ｇ1

日本人礼儀作法のしきたり 飯倉晴武／監修 青春出版社 2007 38590/Ｉ10

暮らしうるおう江戸しぐさ 越川禮子／著 朝日新聞社 2007 38590/Ｋ11/2

「小笠原流」はじめての礼法 前田紀美子／著 玉川大学出版部 1999 38590/Ｍ2

みんなのマナーとルール　６　江戸しぐさ 和城伊勢／監修 学習研究社 2008 38590/Ｍ5/1-6

見てまなぶ日本人のふるまい　小笠原流礼法入門 小笠原敬承斎／著 淡交社 2011 38590/Ｏ3/2

絵解き＊江戸しぐさ
今日から身につく粋なマナー

和城伊勢／著 金の星社 2007 38590/Ｗ3

まるごと日本の季節　学研もちあるき図鑑
榎本好宏，木村義志，
萩原信介／監修

学研教育出版
学研マーケティン
グ

2011 38610/E1

くらしの歳時記　日本の行事を楽しむ１２カ月 古川朋子／監修 主婦の友社 2010 38610/Ｆ4

子どもに伝えたい年中行事・記念日 萌文書林編集部／編 萌文書林 1998 38610/Ｈ6

子ども歳時記　季節のお楽しみ１２か月 広田千悦子／著 扶桑社 2009 38610/Ｈ10

おうちで楽しむにほんの行事 広田千悦子／著 技術評論社 2006 38610/Ｈ10/2

家族で楽しむ日本の行事としきたり 石田繁美／編 ポプラ社 2005 38610/Ｉ7

市田ひろみの日本人（にっぽんじん）でよかった
年中行事（ねんじゅうぎょうじ）としきたり

市田ひろみ／監修 東京書籍 2007 38610/Ｉ9

伝統の祭りを訪ねる 識る・見る・参加する ブルーガイド編集部／編集 実業之日本社 1998 38610/Ｊ1

季節の行事を楽しむ本　はじめの一歩。 織田忍／著 自由国民社 2010 38610/Ｏ8/2

日本のしきたりがわかる本 新谷尚紀／監修 主婦と生活社 2008 38610/Ｓ5/5

日本の祭り 菅田正昭／著 実業之日本社 2007 38610/Ｓ10

日本トンデモ祭　珍祭・奇祭きてれつガイド 杉岡幸徳／著 美術出版社 2005 38610/Ｓ13

子どもに教える今日はどんな日？　年中行事が
よくわかる本

高橋司／著 ＰＨＰ研究所 2006 38610/Ｔ7

年中行事を五感で味わう 山下柚実／著 岩波書店 2009 38610/Ｙ6

中学英語で日本の祭が紹介できる 山田弘／著 エール出版社 2008 38610/Ｙ7

京都祇園祭 中田昭／写真・文 京都新聞出版センター 2011 38616/Ｎ2

日本の神々　多彩な民俗神たち 戸部民夫／著 新紀元社 1998 38700/Ｔ7

怨念の日本文化　幽霊篇 阿部正路／著 角川書店 1995 38810/Ａ5

怨念の日本文化　妖怪篇 阿部正路／著 角川書店 1995 38810/Ａ5/1-2

親子で楽しむこどもことわざ塾 西田知己／著 明治書院 2009 38881/Ｎ3

図説＊日本のことわざ　絵と図像の文化 時田昌瑞／著 河出書房新社 1999 38881/Ｔ3

中学英語で「日本のことわざ」が紹介できる 山田弘／著 エール出版社 2008 38881/Ｙ1
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日本の遊び歌 川崎洋／著 新潮社 1994 38891/Ｋ3

親子で楽しむこども和算塾 西田知己／著 明治書院 2009 4191/Ｎ3/2

和算 佐藤健一／文 文渓堂 2006 4191/Ｓ2/6

花の日本語 山下景子／著 幻冬舎 2007 4703/Ｙ7

よみがえる安土城 木戸雅寿／著 吉川弘文館 2003 5218/Ｋ42

日本伝統の町
重要伝統的建造物群保存地区６２

河合敦／監修 東京書籍 2004 5218/Ｋ51

面白いほどよくわかる日本の城
歴史とエピソードで読む全国２５０城

三浦正幸／監修 日本文芸社 2007 5218/Ｍ22/2

意外と知らない！こんなにすごい「日本の城」 三浦正幸／監修 実業之日本社 2009 5218/Ｍ22/3

お城のすべて　天守から石垣、縄張、名城の見
所まで全部丸わかり，より深くより楽しく

三浦正幸／監修
学研パブリッシング，
学研マーケティング 2010 5218/Ｍ22/4

図説＊見取り図でわかる日本（にっぽん）の城
見えてきた謎と真実

歴史の謎研究会／編 青春出版社 2010 5218/Ｒ3

名城をゆく　１～４ 小学館「名城をゆく」編集部／編 小学館 2009 5218/Ｓ39/1-1～4

和雑貨の事典 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2008 5890/Ｓ4

あのファッションは、すごかった！　いっきに読
める日本のファッション史

遠入昇／著 中経出版 2008 5892/Ｅ2

きものって、楽しい！　おしゃれに、気軽に、わたし流 平野恵理子／絵と文 リヨン社，二見書房 2004 5931/Ｈ5

きものまるわかりｂｏｏｋ　準備、手入れとしまい
方、ＴＰＯまで

泉二弘明／監修 淡交社 2007 5931/Ｍ5/2

きもの番長 松田恵美／著 主婦の友社 2010 5931/Ｍ7

市田ひろみのはじめての着つけ　ひとりでできる！，
ふだん着物の着つけと帯結びがキリッとキレイに

市田ひろみ／著 日東書院本社 2010 5938/Ｉ2/3

京都美術鑑賞入門 布施英利／著 筑摩書房 2009 7021/Ｆ4

すぐわかる日本の国宝
絵画・彫刻・工芸の見かた

岡本祐美／著 東京美術 2010 7091/Ｏ8

日本の神様 畑中章宏／著 理論社 2009 7180/Ｈ5

日本絵画の楽しみ方完全ガイド　絵画を楽しむため
の「２０のポイント」と日本の巨匠７２人の名作

細野正信／監修 池田書店 2007 7210/Ｈ5/3

江戸のなぞ絵　（全３巻） 岩崎均史／著 汐文社 2009 7218/Ｉ5/2-1～3

書って何だろう？ 夏目房之介／著 二玄社 2010 7280/Ｎ21

かなを読む　変体仮名解読と、古筆の鑑賞 名児耶明／著 淡交社 1993 7285/Ｎ3

百人一首ちらし書きの技法　付・連綿字典 及川小汀／著 雄山閣出版 1986 7285/Ｏ1

京の名庭　横山健蔵写真集 横山健蔵／著 淡交社 1996 7480/Ｙ40

ヒカルの囲碁入門　ヒカルと初段になろう！ 石倉昇／著
集英社インターナ
ショナル 2009 7590/Ｉ5/3

童謡心に残る歌とその時代 海沼実／著 日本放送出版協会 2003 7677/Ｋ11

和楽器の世界 カラー図解 西川浩平／著 河出書房新社 2008 7681/Ｎ5

日本の伝統芸能はおもしろい　４
東儀秀樹の雅楽

小野幸恵／著 岩崎書店 2005 7682/Ｔ2

日本の伝統芸能はおもしろい　３
野村萬斎の狂言

小野幸恵／著 岩崎書店 2004 7739/Ｎ8

狂言でござる　僕の「日本人の笑い」再発見，ボ
ケとツッコミには６００年の歴史があった

南原清隆／著 祥伝社 2010 7739/Ｎ9

茂山宗彦・茂山逸平と狂言へ行こう 茂山宗彦，茂山逸平／著 旬報社 2001 7739/Ｓ3

市川染五郎と歌舞伎へ行こう！ 旬報社 2000 7740/Ｉ10

日本の伝統芸能はおもしろい　１
市川染五郎の歌舞伎

小野幸恵／著 岩崎書店 2002 7740/Ｉ11
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歌舞伎を楽しむ本 主婦と生活社／編 主婦と生活社 2008 7740/Ｓ12

日本の伝統芸能はおもしろい　５
吉田簑太郎の文楽

小野幸恵／著 岩崎書店 2006 7771/Ｙ14

知っておきたい＊映画監督１００　日本映画編 キネマ旬報社／編 キネマ旬報社 2009 7782/Ｋ4/14-1

とことん楽しむ落語のすべて ＴＢＳ落語研究会／編 日本文芸社 1999 7791/Ｔ15

日本の伝統芸能はおもしろい　２
柳家花緑の落語

小野幸恵／著 岩崎書店 2003 7791/Ｙ17

Ｑ＆Ａ（エー）日本の武道事典　１～４ ベースボール・マガジン社／編
ベースボール・マ
ガジン社 2009 7890/Ｂ2/1-1～4

剣道　（中学生と指導者のための武道・体育シリーズ　１） 馬場武典，馬場欽司／監修・著
ベースボール・マ
ガジン社 2009 7890/Ｃ5/1-1

柔道　（中学生と指導者のための武道・体育シリーズ　２） 山口香／監修
ベースボール・マ
ガジン社 2009 7890/Ｃ5/1-2

空手道　（中学生と指導者のための武道・体育シリーズ　３） 全日本空手道連盟／監修
ベースボール・マ
ガジン社 2009 7890/Ｃ5/1-3

柔道絞め技入門 柏崎克彦，小室宏二／共著
ベースボール・マ
ガジン社 2010 7892/Ｋ13/3

柔道上達ｂｏｏｋ 一本をとる！ 小俣幸嗣／著 成美堂出版 2004 7892/Ｋ5/2

最強を極める空手入門　フルコンタクト空手最
先端テクニック集

緑健児／著
ベースボール・マ
ガジン社 2006 7892/Ｍ14

少年柔道基本げいこ　道場で習うけいこ・技術
のすべてがわかる！

中西英敏／著ほか 大泉書店 2009 7892/Ｎ13

合気道上達ｂｏｏｋ　技を極める！ 植芝守央／著 成美堂出版 2003 7892/Ｕ2/2

技を極める合気道 植芝守央／著
ベースボール・マ
ガジン社 2007 7892/Ｕ2/3

剣道　（中学生と指導者のための武道・体育シリーズ　１） 馬場武典，馬場欽司／監修・著
ベースボール・マ
ガジン社 2009 7893/Ｃ5/1-1

ひと目でわかる＊剣道のルールと試合　ルー
ルを知れば勝てる！

香田郡秀／著 成美堂出版 2002 7893/Ｋ10

宮本武蔵五輪書の読み方 谷沢永一／著 幻冬舎 2002 7893/Ｍ1/13

もっとうまくなる！弓道 松尾牧則／著 ナツメ社 2007 7895/Ｍ5

うまくなる弓道　新装版 白石暁／著
ベースボール・マ
ガジン社 2011 7895/Ｓ2/2

なるほど忍者大図鑑 ヒサクニヒコ／絵・文 国土社 2009 7898/Ｈ2

忍者完全攻略本 黒井宏光／著
スタジオタッククリ
エイティブ 2011 7898/Ｋ1

図説忍者と忍術　忍器・奥義・秘伝集，決定版 学研マーケティング 2011 7898/Ｚ1

茶の湯入門　美しい作法が身につく 小西宗和／著 高橋書店 2005 7910/Ｋ17

よくわかる＊茶道の歴史 谷端昭夫／著 淡交社 2007 7912/Ｔ6/3

将棋を始めよう　将棋を覚える人のためのやさ
しい詰みと必至　ビギナーズブック

内藤国雄／著 日本将棋連盟 1997 7960/Ｎ7/4

江戸の迷路　（全３巻） 伊藤まさあき／絵 汐文社 2010 7980/Ｉ6/1-1～3

話し言葉の日本語 井上ひさし，平田オリザ／著 小学館 2003 8104/Ｉ5/7

暮らしの中の日本語 池田弥三郎／著 創拓社 1989 8104/Ｉ9

ひらがなの輝き　ことばの感性をみがく技術 江口孝夫／著 リヨン社，二見書房 2008 8115/Ｅ1

かわいいだけがウサギじゃない　むかしばなし
のウサギたち

福井栄一／著 技報堂出版 2010 38800/Ｆ1/2

日本のおばけ話　改訂版
（民話と伝説呪いの巻物　１）

神戸淳吉／編著
須田寿／画

偕成社 2006 38800/Ｍ10

　　　　ⒺⒺⒺⒺ　　　　民話民話民話民話・・・・昔話昔話昔話昔話からからからから日本日本日本日本をををを知知知知るるるる
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日本のこわい話　改訂版
（民話と伝説呪いの巻物　３）

須知徳平／編著
吉井忠／画

偕成社 2006 38800/Ｍ10/3

日本のふしぎ話　改訂版
（民話と伝説呪いの巻物　５）

土家由岐雄／編著
武部本一郎／画

偕成社 2006 38800/Ｍ10/5

日本のゆうれい話　改訂版
（民話と伝説呪いの巻物　７）

二反長半／編著
下高原千歳／画

偕成社 2006 38800/Ｍ10/7

日本の怪ぶつ話　改訂版
（民話と伝説呪いの巻物　９）

木暮正夫／編著
須田寿／画

偕成社 2006 38800/Ｍ10/9

日本の恐ろしい話　改訂版
（民話と伝説呪いの巻物　１１）

須知徳平／編著
浦野日出夫／画

偕成社 2006 38800/Ｍ10/11

水木しげるの妖怪地図
４７都道府県ご当地妖怪を訪ねる

荒俣宏／監修 平凡社 2011 38810/Ａ3/3

日本の妖怪大図鑑　みたい！しりたい！しらべたい！(全３巻) 常光徹／監修 ミネルヴァ書房 2010 38810/Ｔ1/4-1～3

ニッポン地下観光ガイド 小島健一／ほか著 アスペクト 2008 2910/Ｋ119

「和の仕事」で働く 籏智優子／著 ぺりかん社 2006 36620/Ｎ1/6-7

伝統工芸にたずさわる仕事　陶磁器技術者　和
紙技術者　織物技術者

ヴィットインターナショナ
ル企画室／編

ほるぷ出版 2000 36620/Ｓ9/19

伝統工芸にたずさわる仕事　２　漆塗り職人
打ち刃物職人　染め小紋職人

ヴィットインターナショナ
ル企画室／編

ほるぷ出版 2000 36620/Ｓ9/19-2

伝統美を表現する仕事　歌舞伎役者　和菓子
職人　花火師

ヴィットインターナショナ
ル企画室／編

ほるぷ出版 2002 36620/Ｓ9/28

和食にかかわる仕事　板前　寿司職人　麺打ち
職人

ヴィットインターナショナ
ル企画室／編

ほるぷ出版 2005 36620/Ｓ9/46

日本の伝統を伝える仕事　茶道講師　華道講
師　和装師

ヴィットインターナショナ
ル企画室／編

ほるぷ出版 2006 36620/Ｓ9/50

職場体験完全ガイド　１２　陶芸家・染めもの職
人・切子職人　伝統産業の仕事

ポプラ社 2010 36629/Ｓ26/1-12

日本の医療　（世界にはばたく日本力） こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2010 4980/Ｋ59

日本の技術　（世界にはばたく日本力） こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2009 5021/Ｋ28

手に職。 森まゆみ／著 筑摩書房 2008 5021/Ｍ20

職人を生きる 鮫島敦／著 岩波書店 2008 5021/Ｓ16

橋を見に行（い）こう　伝えたい日本の橋 平野暉雄／写真・文 自由国民社 2010 5150/Ｈ6/1-2

日本の環境技術　（世界にはばたく日本力） こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2011 5191/Ｋ50

日本の住　（世界にはばたく日本力） こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2010 5210/Ｋ13

日本の宇宙技術　（世界にはばたく日本力） こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2011 5389/Ｋ15

日本のコンピュータ・ＩＴ　（世界にはばたく日本力） こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2010 5470/Ｋ14

日本の衣　（世界にはばたく日本力） こどもくらぶ／編さん ほるぷ出版 2010 5892/Ｋ23

農業がわかると、社会のしくみが見えてくる　高
校生からの食と農の経済学入門

生源寺眞一／著 家の光協会 2010 6110/Ｓ22/2

現代日本の小説 尾崎真理子／著 筑摩書房 2007 9102/Ｏ107

古代から来た未来人折口（おりくち）信夫 中沢新一／著 筑摩書房 2008 9102/Ｏ4/30

国文科へ行（い）こう！　読む体験入学 上野誠／編著ほか 明治書院 2011 9107/Ｕ1

言葉で世界を変えよう　万葉集から現代俳句へ 黛まどか，茂木健一郎／著 東京書籍 2010 9110/Ｍ7

親子で楽しむこども短歌塾 松平盟子／著 明治書院 2010 91110/Ｍ22

短歌の作り方、教えてください 俵万智，一青窈／著 角川学芸出版，角川グ
ループパブリッシング 2010 91110/Ｔ17/2

　　　　ⒼⒼⒼⒼ　　　　文学文学文学文学からからからから日本日本日本日本をををを知知知知るるるる

　　　　ⒻⒻⒻⒻ　　　　技術技術技術技術・・・・産業産業産業産業からからからから日本日本日本日本をををを知知知知るるるる



書書書書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名 編編編編　　　　著著著著　　　　者者者者 出出出出　　　　版版版版　　　　社社社社 出版年出版年出版年出版年 請求記号請求記号請求記号請求記号

百人一首　恋のうた 荻野文子／構成・文 学習研究社 1990 91114/Ｏ3

新・百人一首をおぼえよう　口訳詩で味わう和歌の世界 佐佐木幸綱／編著 さえら書房 1996 91114/Ｓ16

そこにいますか　日常の短歌 穂村弘／編　西村敏雄／絵 岩崎書店 2006 91116/Ｈ13/3-1

サキサキ　オノマトペの短歌 穂村弘／編　高畠那生／絵 岩崎書店 2006 91116/Ｈ13/3-2

君になりたい　恋の短歌 穂村弘／編　後藤貴志／絵 岩崎書店 2007 91116/Ｈ13/3-3

ぺったんぺったん白鳥がくる　動物の短歌 穂村弘／編　青山明弘／絵 岩崎書店 2007 91116/Ｈ13/3-4

納豆の大ドンブリ　家族の短歌 穂村弘／編　寺門孝之／絵 岩崎書店 2007 91116/Ｈ13/3-5

会うまでの時間　自選歌集 俵万智／著 文藝春秋 2005 91116/Ｔ21/11

わたしのチョコレート革命　ラブメッセージ短歌 俵万智　選／序 河出書房新社 1998 91116/Ｔ21/9

親子で楽しむこども俳句塾 大高翔／著 明治書院 2011 9113/Ｏ78/3

感じたままを表現できるじょうずな俳句の作り方
５０のポイント

オフィスエムツー，
かしまゆう／監修

メイツ出版 2009 9113/Ｏ91

つながってるよね。　今もずっと、これからもずっと。 写真作家たつろう／著 中経出版 2011 9115/Ｓ159

花の道は嵐の道　タマの猫又相談所 天野頌子／著 ポプラ社 2009 9136/Ａ221

武士道シックスティーン 誉田哲也／著 文藝春秋 2007 9136/Ｈ256/7

武士道セブンティーン 誉田哲也／著 文藝春秋 2008 9136/Ｈ256/7-2

武士道エイティーン 誉田哲也／著 文藝春秋 2009 9136/Ｈ256/7-3

皿と紙ひこうき 石井睦美／著 講談社 2010 9136/Ｉ159/7

祭り囃子がきこえる 川上健一／著 集英社 2010 9136/Ｋ167/6

動物学科空手道部１年高田トモ！ 片川優子／著 双葉社 2008 9136/Ｋ537/3

いとみち 越谷オサム／著 新潮社 2011 9136/Ｋ547/6

ひかりの剣 海堂尊／著 文藝春秋 2008 9136/Ｋ568/9

仏果を得ず 三浦しをん／著 双葉社 2007 9136/Ｍ341/7

たまごを持つように まはら三桃／著 講談社 2009 9136/Ｍ405/2

オチケン！ 大倉崇裕／作 理論社 2007 9136/Ｏ209/6

オチケン、ピンチ！！Ｒａｋｕｇｏ　ｃｌｕｂ　ｐａｒｔ　２ 大倉崇裕／作 理論社 2009 9136/Ｏ209/6-2

セキタン！ぶちかましてオンリー・ユー 須藤靖貴／著 講談社 2011 9136/Ｓ137/4

しゃべれどもしゃべれども 佐藤多佳子／著 新潮社 1997 9136/Ｓ189/3

家元探偵マスノくん　県立桜花高校★ぼっち部 笹生陽子／著 ポプラ社 2010 9136/Ｓ400/5

お遍路ウォーク 竹内紘子／作 くもん出版 2008 9136/Ｔ421

恋する百人一首　白金中学にカルタ部誕生！ 内海準二／著 ＰＨＰ研究所 2011 9136/Ｕ94

千両花嫁　とびきり屋見立帖 山本兼一／著 文藝春秋 2008 9136/Ｙ235/5


