
書名 著者 出版社 所在 登録番号

「大家さんと僕」と僕 矢部太郎 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10982

「学力日本一！」
秋田県東成瀬村のすごい学習法

石倉葵　他 主婦の友社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10976

「食品の化学」が一冊でまるごとわかる 齋藤　勝裕 ベレ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 11248

「城取り」の軍事学 西股総生 ＧaKKen 大塩　北塩原村生涯学習センター 2891

「鎮守の森」が世界を救う　扶桑社 久保田　榮一 扶桑社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5416

「東北のハワイ」はなざV字回復したのか 清水　一利 集英社新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 9331

「へてかへねかめ」おふろでね 宮川ひろ 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11257

「余命３ヶ月」のウソ 近藤誠 ベスト新書 北山　構造改善センター 984

1000人の経営者から教わった一流の人の考え方 山口雅之 日本実業出版社 裏磐梯自然環境活用センター 4251

１００万分の１回のねこ 江國香織ほか 講談社 北山　構造改善センター 4665

10歳の君に贈る心を強くする26の言葉 岩村　太郎 えほんの社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10511

112日間のママ 清水　健 小学館 大塩　北塩原村生涯学習センター 6297

12歳までの最強トレーニング 谷　けいじ 実業之日本社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10507

12歳まで身につけさせたい自分の気持ちを言葉
にする練習帳

木暮　太一 永岡書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10227

1日10分日本地図をおぼえる本 あきやまかぜさぶろう 白泉社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9254

３・１１を心に刻むブックガイド 草谷桂子 子どもの未来社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2718

3にんのおひめさま 間所　ひさこ Gakken 大塩　北塩原村生涯学習センター 8246

3年後のあなたが後悔しないために今すぐやる
べきこと

大谷更生 明日香出版社 北山　構造改善センター 1767

3びきのおばけ 早野　美千代 Gakken 大塩　北塩原村生涯学習センター 8245

47都道府県妖怪めぐり日本一周 妖怪探検隊 汐文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10210

50歳を過ぎて20代のアタマを取り戻す習慣 多湖輝 青春出版社 北山　構造改善センター 1703

90歳。何がめでたい 佐藤愛子 小学館 大塩　北塩原村生涯学習センター 7414

BEAMS　ON　LIFE 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9326
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BIRDER　2015年4月号　ﾊﾞｰﾄﾞｳｵｯﾁﾝｸﾞ 月刊　BIRDER 文一総合出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 5427

ＤＩＹで楽しむ手作りストーブの本 学研プラス 大塩　北塩原村生涯学習センター 7419

Ｇｅｔｔｉｎｇ　ＲＥＡＤＹ cocoretto BOOKTrust 大塩　北塩原村生涯学習センター 10517

Ｉ　ＬＯＶＥ　ピーターラビット 木谷　朋子
株式会社　ジャパ

ンタイムズ
大塩　北塩原村生涯学習センター 7882

IT　1
スティーブン・キング
小尾芙佐　訳

文春文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10966

IT　2
スティーブン・キング
小尾芙佐　訳

文春文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10967

IT　3
スティーブン・キング
小尾芙佐　訳

文春文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10968

IT　4
スティーブン・キング
小尾芙佐　訳

文春文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10969

Iの悲劇 米澤穂信 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 10925

Let's ふくしま　　福島の祭 福島民友新聞社 福島民友新聞社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7420

NHK歴史番組を斬る 鈴木眞哉 洋泉社 北山　構造改善センター 620

OH NO！ 木坂　涼 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11260

syunkonカフェごはん7 山本ゆり 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11206

TA-DAH！ 木坂　涼 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11261

wonder R・J・パラシオ ほるぷ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 11193

YELL！東日本大震災チャリティーブック ㈱アスコム ㈱アスコム 裏磐梯自然環境活用センター 4112

アームストロング　宙飛ぶネズミの大冒険
トーベン・クールマン
金原瑞人　訳

ブロンズ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10954

会津　磐梯　大内宿　喜多方
ＪＴＢパブリッシン

グ
大塩　北塩原村生涯学習センター 9107

会津葦名時代人物事典 阿部隆一 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 198

会津芦名四代 林哲 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 212

会津ことば散歩 江川　義治 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9069

会津こぼれ話 笹川壽夫 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11019

会津三十三観音巡り 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9091

会津地酒紀行 石原信一 歴史春秋出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7475

会津執権の栄誉 佐藤　巌太郎 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 8274



会津に伝わるむかし話 逢澤紀孝 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4439

会津のお寺さん 笹川　壽夫 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9090

会津の郷土料理 平出　美穂子 歴史春秋出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 6275

会津の峠（上） 笹川壽夫 歴史春秋出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7458

会津の峠（下） 笹川壽夫 歴史春秋出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7459

会津坂下 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2600

会津人群像　no.29 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4642

会津人群像　no.30 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4643

会津戊辰戦死者埋葬の虚と実 野口　信一 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8273

会津物語 赤坂憲雄 朝日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 4653

会津ものしり検定
会津ものしり検定委員
会

ＮＰＯ法人会津文
化づくり

大塩　北塩原村生涯学習センター 6271

会津霊場めぐり 簗田　直行
ＮＰＯ法人会津文

化づくり
大塩　北塩原村生涯学習センター 6270

会津若松市史16　会津の漆器文化編３ 会津若松市史研究会 会津若松市 大塩　北塩原村生涯学習センター 302

会津若松市史17　会津の仏像 会津若松市 会津若松市 大塩　北塩原村生涯学習センター 2602

会津若松市史19　会津の史的風景文化編６ 会津若松市史研究会 会津若松市 大塩　北塩原村生涯学習センター 304

会津若松市史2　会津、古代そして中世歴史編２ 会津若松市史研究会 会津若松市 大塩　北塩原村生涯学習センター 301

会津若松市史20-1　会津の絵画と書文化編７ 会津若松市史研究会 会津若松市 大塩　北塩原村生涯学習センター 305

会津若松市史２１  会津の民俗芸能 会津若松市 大塩　北塩原村生涯学習センター 2896

会津若松市史22　職人の世界 会津若松市 会津若松市 大塩　北塩原村生涯学習センター 2603

会津若松市史３  会津葦名氏の時代 会津若松市 大塩　北塩原村生涯学習センター 2897

会津若松市史4　城下町の誕生歴史編４ 会津若松市史研究会 会津若松市 大塩　北塩原村生涯学習センター 303

愛なき世界 大塩　北塩原村生涯学習センター 9344

アイネクライネナハトムジーク 伊坂幸太郎 幻冬舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 3576

アウトドアライフ救急マニュアル 行岡哲男・太田祥一 EMERGEN-SEA 大塩　北塩原村生涯学習センター 2719

青矢号（おもちゃの夜行列車）
ジャンニ・ロリーダ／関
口英子訳

岩波少年文庫 裏磐梯自然環境活用センター 4175



あかしや草紙 宮部　みゆき 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 9086

明日から使える　内外装マテリアル300 澤井聖一
株式会社エクスナ

レッジ
大塩　北塩原村生涯学習センター 10995

明日香･幻想の殺人十津川警部１８奈良 西村京太郎 徳間書店 北山　構造改善センター 1701

あずきとぎ 京極夏彦 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11210

あそびのおおさまずかん　きょうりゅう 学研 大塩　北塩原村生涯学習センター 8076

頭のいい子を育てるおはなし３６６ 主婦の友社 北山　構造改善センター 1016

新しい会津古代史 鈴木啓 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 208

新しいヘルシー献立帳 村田　裕子 池田書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 8095

あっ！命の授業 ゴルゴ松本 廣済堂出版 北山　構造改善センター 7650

安土　信長の城と城下町 滋賀県教育委員会 サンライズ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 9303

アッホ夫婦
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10944

あと少し、もう少し 瀬尾　まいこ 新潮文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10537

あなたは酢ダコが好きか嫌いか 佐藤愛子　小島慶子 小学館 大塩　北塩原村生涯学習センター 11172

あなたは未来あなたは可能性 吉田和正 日経BP社 裏磐梯自然環境活用センター 4259

亜熱帯の森　 ４ 宮崎学 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2626

あの家に暮らす四人の女 三浦しをん 中央公論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4674

アフガニスタンの少女。マジヤミン 長倉洋海 新日本出版社 北山　構造改善センター 1848

アボガドLOVERSレシピ 枻出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 10226

あめふりくまのこ 鶴見　正夫
ひさかたチャイル

ド
大塩　北塩原村生涯学習センター 8075

雨ふる本屋 日向　理恵子 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8239

雨降る本屋とうずまき天気 日向　理恵子 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8240

アライバル ショーン・タン 河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10949

荒城に白百合ありて 須賀しのぶ 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10923

あるかしら書店 ヨシタケシンスケ ポプラ社 裏磐梯自然環境活用センター 8244

アンキロサウルス たかし　よいち 理論社 裏磐梯自然環境活用センター 9234



暗号クラブ　5　謎のスパイを追え ペニー．ワ－ナ－ KADOKAWA 裏磐梯自然環境活用センター 9065

暗号クラブ　6　エンジェル島キャンプ事件 ペニー．ワ－ナ－ KADOKAWA 大塩　北塩原村生涯学習センター 9064

暗号クラブ1　ガイコツ屋敷のカギ ペニー・ワーナー KADOKAWA 大塩　北塩原村生涯学習センター 8241

暗号クラブ2　海賊がのこした宝 ペニー・ワーナー KADOKAWA 大塩　北塩原村生涯学習センター 8243

暗号クラブ2　ゆうれい灯台ツアー ペニー・ワーナー KADOKAWA 大塩　北塩原村生涯学習センター 8242

暗号クラブ4　よみがえったミイラ ペニー・ワーナー KADOKAWA 大塩　北塩原村生涯学習センター 8494

暗号クラブ4.5　暗号クラブ結成の日 ペニー・ワーナー KADOKAWA 大塩　北塩原村生涯学習センター 8495

暗号クラブ5　謎のスパイを追え ペニー・ワーナー KADOKAWA 大塩　北塩原村生涯学習センター 8496

アンパンマン大図鑑   公式キャラクター２０００ やなせたかし フレーベル館 北山　構造改善センター 2507

アンマーとぼくら 有川　浩 講談社 裏磐梯自然環境活用センター 6287

いいからいいから 長谷川　義史 絵本館 裏磐梯自然環境活用センター 10209

いいぢく好きのためのレシピ 福田　里香 文化出版局 大塩　北塩原村生涯学習センター 9320

いいね！ 筒井　ともみ あすなろ書房 裏磐梯自然環境活用センター 10543

いいね！ 筒井ともみ あすなろ書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 11012

家で楽しむ私のカフェスタイル ＮＨＫ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 8257

イオマンテ 寮　美千子 ロクリン社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10512

生きかたルールブック 齋藤　孝 日本図書センター 大塩　北塩原村生涯学習センター 11245

生き抜くチカラ 為末　大 日本図書センター 大塩　北塩原村生涯学習センター 10973

医師が教える食事術 牧田　善二 ダイヤモンド社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10551

石垣の名城　完全ガイド 千田　嘉博 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9302

医者に殺されない４７の心得 近藤誠 アスコム 北山　構造改善センター 985

いじわるちゃん たんじ　あきこ 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10513

維新史再考 三谷　博 ＮＨＫブックス 大塩　北塩原村生涯学習センター 9328

偉大なる、しゅららぼん 万城目学 集英社 裏磐梯自然環境活用センター 4178

一度に2品つくれる　ごちそうの鍋でごちそう献立 サルボ　恭子 家の光協会 大塩　北塩原村生涯学習センター 8094



一度は行くべき行きにくい城 双葉社 双葉社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10564

一度は行くべき行きにくい城 双葉社 双葉社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10589

一年中わくわくしてた
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10946

イチローの少年時代 鈴木　宣之 二見書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 8068

いつかの人質 芦沢　央 角川文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10542

一切なりゆき 樹木　希林 文春新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 10230

一冊でわかるイラストでわかる  図解戦国史 東京都歴史教育研究会
成美堂出版編集

部
大塩　北塩原村生涯学習センター 2870

いつも心に樹木希林 キネマ旬報社 キネマ旬報社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10547

いつもの「グチ」がなくなる本
クリスタティーヌ・ル
ウィッキー

インプレスコミュニ
ケーションズ

北山　構造改善センター 519

田舎のちから 高橋信正・金澤洋一 昭和堂 大塩　北塩原村生涯学習センター 2710

田舎力 金丸弘美 NHK出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 4656

いのちをいただく 内田　美智子 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8077

いのちを感じる心が育つおはなし 主婦の友社 主婦の友社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7444

いのちを守るドングリの森 宮脇昭 集英社新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 2717

意味が分かると慄く話 藤白圭 河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11191

意味が分かると怖い話 藤白圭 河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11190

イラストでわかる！大人の仕事マナー 主婦の友 主婦の友社 裏磐梯自然環境活用センター 4276

異類婚姻譚 本谷　有希子 講談社 裏磐梯自然環境活用センター 5431

いるのいないの 京極夏彦 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11211

いろいろいろのほん ｴﾙﾌﾞｴ・テュレ ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5433

陰謀の日本中世史 呉座　勇一 角川新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 9330

ウエスト・ウイング
エドワード・ゴーリー
柴田元幸　訳

河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10960

ヴｴネツィア便り 北村　薫 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9341

上越・信越　国境山脈 星野秀樹 山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11008

ウシバス ｽｽﾞｷｺｰｼﾞ あかね書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 10208



美しく暮らす　大人のインテリア 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7457

海の底 有川　浩 角川文庫 桧原　桧原出張所 6291

海の見える理髪店 荻原　浩 集英社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7463

うらしまたろう 青幻舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 8087

裏磐梯　山と湖水の詩 西田　高生 日本写真企画 大塩　北塩原村生涯学習センター 10538

漆の文化史 四柳嘉章 岩波新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 2698

うろんな客
エドワード・ゴーリー
柴田元幸　訳

河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10958

英国一家日本を食べる マイケル・ブース 亜紀書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 7471

営繕かるかや怪異譚 小野不由美 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10979

えがないえほん B.J.ノヴｱク 早川書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 8499

エコクラフトで編む暮らしのカゴとﾊﾞｯｸ 荒関　まゆみ 朝日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 9321

エコクラフトで作る大人スタイルのかごとﾊﾞｯｸ 古木　明美 河出書房新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 9095

エコクラフトで作る東欧、西欧スタイルのかご 古木　明美 河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8096

エンジン　ネズミの海底大冒険
トーベン・クールマン
金原瑞人　訳

ブロンズ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10953

えんとつ町のプペル にしのあきひろ 幻冬舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 10221

オ・ヤサシ巨人BFG
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10938

おいしーい いしづ　ちひろ くもん出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 10588

奥羽の儀　戊辰150年 河北新報社
河北新報出版セン

ター
大塩　北塩原村生涯学習センター 11187

黄金のジャングル 学研 学研 大塩　北塩原村生涯学習センター 8237

おうちでできる！ヨガレッスン フェイ 学研プラス 裏磐梯自然環境活用センター 7668

王とサーカス 米澤穂信 東京創元社 桧原　桧原出張所 4673

オウマガドキ学園　1 常光通　他 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11014

オウマガドキ学園　2 常光通　他 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11015

オウマガドキ学園　3 常光通　他 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11016

おおきなかぶ 青幻舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 8086



大阪城 青山邦彦 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8252

大皿おかずの本 枝元ほなみ 枻出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11001

大家さんとぼく 矢部　太郎 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10539

オールカラー　たのしいおりがみ事典 山口　真 西東社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7427

お母さんのための「くじけない」男の子の育て方 小崎　恭弘 集英社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9083

掟上今日子の挑戦状 西尾維新 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4672

億男 川村元気 マガジンハウス 北山　構造改善センター 3574

雄国新田開発史を考える 加藤　靜二郎 歴史春秋出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 6274

押入れのちよ 荻原　浩 新潮文庫 桧原　桧原出張所 6293

教えてゲッチョ先生！雑木林のﾌｼｷﾞ 盛口　満 山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5428

おしっこちょっぴりもれたろう ヨシタケ　スンスケ PHP 裏磐梯自然環境活用センター 9068

おしゃれなかご・こもの 松田　裕美 Gakken 大塩　北塩原村生涯学習センター 8097

おぞましい二人
エドワード・ゴーリー
柴田元幸　訳

河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10962

落ち葉のふしぎ博物館 森口　満 少年写真新聞社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9252

おちゃめに100歳！寂聴さん 瀬尾　まなほ 光文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9312

おつきさまひとつずつ 長野ヒデ子 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11258

お年寄りの作って楽しむレクエーション大百科 小林愛子　姫野順子 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8339

大人のインテリア 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8512

大人の樹木学 白石誠治 洋泉社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2692

オニじゃないよおにぎりだよ シゲタサヤカ えほんの杜 大塩　北塩原村生涯学習センター 10207

斧・鑿・鉋 吉川金次 法政大学出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 6278

おばけトリックアート グループ・コロンブス あかね書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 6256

おばけ桃が行く
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10940

おべんとうバス（おおきなおおきな絵本） 真珠　まりこ チャイルド本社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10558

おもかげ 浅田　次郎 毎日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 9333



面白くなければ人生じゃない！ 黒木安馬 KKロングセラー 裏磐梯自然環境活用センター 4228

おもちのきもち かがくい　ひろし 講談社 裏磐梯自然環境活用センター 10205

思わず考えちゃう ヨシタシンスケ 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10571

おやすみ、エレン　魔法のぐっすり絵本
カール＝ヨハン・エリー
ン

飛鳥新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7432

おやすみ、ロジャー カール＝ヨハン・ｴﾘｰﾝ 飛鳥新社 裏磐梯自然環境活用センター 5430

おらおらでひとりでいぐも 若竹　千佐子 河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8500

オリンピックのおばけずかん 斉藤　洋 講談社 裏磐梯自然環境活用センター 8498

オリンポスの神々と7人の英雄　1
消えた英雄

ﾘｯｸ・ﾘｵｰﾀﾞﾝ ﾎﾙﾌﾟ出版 裏磐梯自然環境活用センター 5439

オリンポスの神々と7人の英雄　2
海神の息子

ﾘｯｸ・ﾘｵｰﾀﾞﾝ ﾎﾙﾌﾟ出版 裏磐梯自然環境活用センター 5440

オリンポスの神々と7人の英雄　3
アテナの印

ﾘｯｸ・ﾘｵｰﾀﾞﾝ ﾎﾙﾌﾟ出版 裏磐梯自然環境活用センター 5441

オリンポスの神々と7人の英雄　4
ハデスの館

ﾘｯｸ・ﾘｵｰﾀﾞﾝ ﾎﾙﾌﾟ出版 裏磐梯自然環境活用センター 5442

オリンポスの神々と7人の英雄　5
最後の航海

ﾘｯｸ・ﾘｵｰﾀﾞﾝ ﾎﾙﾌﾟ出版 裏磐梯自然環境活用センター 5443

オルニトミムス たかし　よいち 理論社 裏磐梯自然環境活用センター 9236

女の子が生きていくときに、覚えてほしいこと 西原　理恵子 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 9085

女も好きなことをして死ねばいい 曽野　綾子 青萠堂 大塩　北塩原村生涯学習センター 9078

かいけつゾロリ　ラーメンたいけつ 原　ゆたか ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10585

かいけつゾロリのてんごくとじごく 原　ゆたか ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10586

海賊とよばれた男　上 百田尚樹 講談社 桧原　桧原出張所 3583

海賊とよばれた男　下 百田尚樹 講談社 桧原　桧原出張所 3584

怪談　研究クラブ 笹原留以子 金の星社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10972

怪談研究クラブ 笹原　留似子 金の星社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11275

海馬の尻尾 荻原　浩 光文社文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 9335

外来生物図鑑 五箇　公一 ほるぷ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7880

嘉永五年東北　吉田松陰「東北遊日記」抄 織田　久 無明舎出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7415

科学のふしぎな話　365 日本科学未来館 ナツメ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7425



科学ふしぎクエスト
ウイルスから人体を守れ！⑤

小林　芳朗
株式会社　学研プ

ラス
裏磐梯自然環境活用センター 7873

科学ふしぎクエスト
宇宙のはてまで飛んで行け！⑨

岡村　定矩
株式会社　学研プ

ラス
裏磐梯自然環境活用センター 7877

科学ふしぎクエスト
恐竜白亜紀アドベンチャー②

小林　快次
株式会社　学研プ

ラス
裏磐梯自然環境活用センター 7870

科学ふしぎクエスト
昆虫ワールド大脱出！①

岡島　秀治
株式会社　学研プ

ラス
裏磐梯自然環境活用センター 7869

科学ふしぎクエスト
人体迷宮を調査せよ！食べ物のゆくえ編③

讃岐　美智義
株式会社　学研プ

ラス
裏磐梯自然環境活用センター 7871

科学ふしぎクエスト
人体迷宮を調査せよ！めぐる血液の冒険編④

讃岐　美智義
株式会社　学研プ

ラス
裏磐梯自然環境活用センター 7872

科学ふしぎクエスト
絶体絶命！危険生物ワールドを攻略せよ！⑩

今泉　忠明
株式会社　学研プ

ラス
裏磐梯自然環境活用センター 7878

科学ふしぎクエスト
パニック！モンスター台風大接近！⑥

長谷川　拓也
茂木　耕作

株式会社　学研プ
ラス

大塩　北塩原村生涯学習センター 7874

科学ふしぎクエスト
ブキミ生物出現深海からのＳＯＳ！⑦

加藤　千明
株式会社　学研プ

ラス
大塩　北塩原村生涯学習センター 7875

科学ふしぎクエスト
ロボットパークは大さわぎ！⑧

高橋　智隆
株式会社　学研プ

ラス
大塩　北塩原村生涯学習センター 7876

かがみの孤城 辻村　深月 ポブラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9082

かきけつゾロリのじごくりょこう 原　ゆたか ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10587

影裏 沼田　真佑 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 8275

かけっこが速くなる
親子で楽しく1週間おうちレッスン

野村朋子 主婦の友社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6303

崖っぷちの木地屋村　地忠太郎のしごと 松本直子 未来社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2707

カケラ 湊かなえ 集英社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11183

かご編みの技法大全 佐々木麗子 誠文堂新光社 大塩　北塩原村生涯学習センター 3596

火山はめざめる はぎわら　ふぐ 福音館書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11240

風が強く吹いている 三浦　しをん 新潮文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10237

風はどこから吹いてくる？ 鈴木　邦夫 大月書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 9247

かぜびゅーん tupera tupera 学研プラス 裏磐梯自然環境活用センター 9066

風を繍う あさのあつこ 実業之日本社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6290

学校では教えてくれない大切なこと　1　　　　　整
理整頓

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9043

学校では教えてくれない大切なこと　10
身近な危険　防災と防犯

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9052

学校では教えてくれない大切なこと　11
友だち関係　考え方のちがい

旺文社 裏磐梯自然環境活用センター 9053



学校では教えてくれない大切なこと　12
ネットのルール

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9054

学校では教えてくれない大切なこと　13
勉強が好きになる

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9055

学校では教えてくれない大切なこと　14
自信の育て方

旺文社 裏磐梯自然環境活用センター 9056

学校では教えてくれない大切なこと　15
数字に強くなる

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9057

学校では教えてくれない大切なこと　16
考える力の育て方

旺文社 裏磐梯自然環境活用センター 9058

学校では教えてくれない大切なこと　17
夢のかなえ方

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9059

学校では教えてくれない大切なこと　18
からだと心

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9060

学校では教えてくれない大切なこと　19
楽しくお手伝い

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9061

学校では教えてくれない大切なこと　2　　　　　友
だち関係　自分となかよく

旺文社 裏磐梯自然環境活用センター 9044

学校では教えてくれない大切なこと　20
英語が好きになる

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9062

学校では教えてくれない大切なこと　21
感性の育て方

旺文社 裏磐梯自然環境活用センター 9063

学校では教えてくれない大切なこと　3　　　　　お
金のこと

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9045

学校では教えてくれない大切なこと　4　　　　ステ
キになりたい

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9046

学校では教えてくれない大切なこと　5　　　　カッ
コよくなりたい

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9047

学校では教えてくれない大切なこと　6　　　　　友
だち関係　気持ちの伝え方

旺文社 裏磐梯自然環境活用センター 9048

学校では教えてくれない大切なこと　7　　　　　物
の流れ

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9049

学校では教えてくれない大切なこと　8　　　　　時
間の使い方

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9050

学校では教えてくれない大切なこと　9
ルールとマナー

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9051

学校では教えてくれない大切なこと　文章がうま
くなる

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9308

学校では教えてくれない大切なこと　本が好きに
なる

旺文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9307

鎌倉幕府と東北 七海　雅人　編 吉川弘文館 大塩　北塩原村生涯学習センター 5486

神去なあなあ日常 三浦しをん 徳間書店 北山　構造改善センター 2708

かみさは小学5年生 すみれ サンマーク出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 9079

神坐る山の物語 浅田　次郎 双葉文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 8506

ガムのようせい 笑い飯 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 7831



カメラはじめます こいしゆうか
サンクチュアリア

出版
大塩　北塩原村生涯学習センター 8517

蒲生氏郷 阿部隆一 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 197

かようびのよる デヴィット・ウィーズナー 徳間書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11209

空棺の烏 阿部智里 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 7468

ガラスの大エレベーター
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10932

烏百花　蛍の章 阿部　智里 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 9077

からだによく効く食材＆食べあわせ手帳 三浦　理代 池田書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 9310

苧（からむし） 菅家　博昭 農文協 大塩　北塩原村生涯学習センター 9325

かわいいこねこをもらってください なりゆきわかこ ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7449

かわいいパッケージクラフト 平田　美咲 汐文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10515

カワハタ先生のどうぶつの不思議 川幡　智佳 実務教育出版 裏磐梯自然環境活用センター 10505

観光地「お宝遺産」散歩　上級者 佐滝剛弘 中央公論新社 裏磐梯自然環境活用センター 4226

簡単！毎日楽しめる！スープ 角田　真秀 枻出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9336

簡単クラフトバンドで編むおしゃれなかご・こもの 松田　裕美 Gakken 大塩　北塩原村生涯学習センター 9094

鑑定図鑑　日本の樹木
三上常夫・川原田邦彦・
吉澤信行

柏書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 2676

関東の名城を歩く  北関東編 峰岸純夫・齋藤慎一 吉川弘文堂 大塩　北塩原村生涯学習センター 2892

関東の名城を歩く  南関東編 峰岸純夫・齋藤慎一 吉川弘文館 大塩　北塩原村生涯学習センター 2613

管理栄養士が教える　食材のかしこい食べ方 弥冨　秀江 つちや書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10233

消えた王子　（上）
フランシス・ホゾソン・
バーネット

岩波少年文庫 裏磐梯自然環境活用センター 4176

消えた王子　（下）
フランシス・ホゾソン・
バーネット

岩波少年文庫 裏磐梯自然環境活用センター 4177

季刊考古学第１０３号  近世城郭と城下町 雄山閣 大塩　北塩原村生涯学習センター 422

季刊考古学第１２０号  織豊城郭の成立と展開 雄山閣 大塩　北塩原村生涯学習センター 423

きかんしゃトーマス大図鑑　152のキャラクターと
440話まで

長谷川　均　発行 ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7698

樹木希林さんからの手紙 主婦の友社 主婦の友社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10548

聞く力心をひらく３５のヒント 阿川佐和子 文春新書 北山　構造改善センター 879



紀行とエッセーで読む　作家の山旅 山と渓谷社 山と渓谷社 桧原　桧原出張所 7631

奇才ヘンリー・シュガーの物語
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10941

季節のフラワーリース基礎レッスン 橋口　学 誠文堂新光社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9101

喜多方　人々の心に響くまち 大塩　北塩原村生涯学習センター 8259

喜多方地名散歩 佐藤健郎 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4441

きたきた捕物貼 宮部みゆき PHP研究所 大塩　北塩原村生涯学習センター 11168

北朝鮮で考えたこと
テッサ・モーリス-スズキ
／田代泰子訳

集英社 裏磐梯自然環境活用センター 4170

北の原始時代 阿子島　香　編 吉川弘文館 大塩　北塩原村生涯学習センター 5483

北のまほろば　街道をゆく41 司馬遼太郎 朝日新聞社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4662

キッズペデｲア　世界遺産
柏原　順太 小学館 大塩　北塩原村生涯学習センター 6267

樹洞　 ６ 宮崎学 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2627

ギネス世界記録２０１２
ギネス・ワールド・レコー
ズ

角川マガジンズ 北山　構造改善センター 1051

昨日がなければ明日もない 宮部　みゆき 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 10239

希望の糸 東野圭吾 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10977

君たちはどう生きるか 吉野　源三郎 マガジンハスス 大塩　北塩原村生涯学習センター 8501

君たちはどう生きるか 吉野　源三郎 マガジンハスス 大塩　北塩原村生涯学習センター 8527

君に会えてよかった 渡瀬昌彦 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10964

君の膵臓を食べたい 住野よる 双葉社 北山　構造改善センター 4668

君の名は 新海　誠 角川文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10559

キモイけど実はイイヤツなんです ろう KADOKAWA 大塩　北塩原村生涯学習センター 11196

キャプテンサンダーボルト 伊坂幸太郎・阿部和重 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 3575

ギャラクシークラムのちびっ子たち
エドワード・ゴーリー
柴田元幸　訳

河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10961

キャロリング 有川　浩 幻冬舎文庫 裏磐梯自然環境活用センター 8504

急行「北極号」
C・V・オールズバーグ
村上春樹　訳

あすなろ書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 10963

きゅうりさん　あぶないよ スズキコージ 福音館書店 裏磐梯自然環境活用センター 7681



強運の持ち主 瀬尾　まいこ 文春文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10578

京都守護職始末1　旧会津家老臣の手記 山川　浩 平凡社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8528

京都守護職始末2　旧会津家老臣の手記 山川　浩 平凡社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8529

京都の手づくり市 田村　泰雅 青幻舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 8328

きょうのごはん 加藤　休ミ 偕成社 裏磐梯自然環境活用センター 10215

今日のごはんついでに明日のおかず ワタナベ　マキ 主婦の友社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9097

ぎょうれつのできるレストラン ふくざわゆみこ 教育画劇 大塩　北塩原村生涯学習センター 7439

きらいきらい 武田　美穂 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11256

麒麟児 冲方丁 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10573

木を植えた男　あすなろ書房 ジャン・ジオノ あすなろ書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 5420

木を植えよ！ 宮脇昭 新潮選書 大塩　北塩原村生涯学習センター 2712

銀河鉄道の父 門井　慶喜 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8509

禁じられた遊び 清水カルマ
ディスカヴァー文

庫
大塩　北塩原村生涯学習センター 11176

銀翼のイカロス 池井戸潤 ダイヤモンド社 大塩　北塩原村生涯学習センター 3577

草.つる.枝で作る　編みかご100 佐々木　麗子 誠文堂新光社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9093

草木で染める 林泣童
農山漁村文化協

会
大塩　北塩原村生涯学習センター 4647

草を編む 谷川栄子
農山漁村文化協

会
大塩　北塩原村生涯学習センター 4649

クジラと海とぼく 水口博也 アリス館 裏磐梯自然環境活用センター 1847

クスノキの番人 東野圭吾 実業之日本社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11182

くだものさん tupera tupera 学研プラス 大塩　北塩原村生涯学習センター 7451

蔵のまち　喜多方 伊藤豊松 ＦＣＴ企業 大塩　北塩原村生涯学習センター 4599

ぐるぐる♡博物館 三浦　しをん 実業之日本社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9084

グレイトトラバース　日本百名山ひと筆書き
NHKブックス

田中陽希 NHKブックス 大塩　北塩原村生涯学習センター 5415

郡山の城館 垣内和孝 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 3590

ゲームの王国　下 小川　哲 早川書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 9075



ゲームの王国　上 小川　哲 早川書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 9074

劇場 又吉　直樹 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8104

激動の日本列島誕生の物語 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8271

激動の日本列島誕生の物語 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9106

獣の奏者Ⅰ闘蛇編 上橋菜穂子 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11192

けもの道 　１ 宮崎学 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2623

けんかにかんぱい！ 宮川ひろ 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7445

健康ごはん献立 岩崎哲子 GAKKEN 大塩　北塩原村生涯学習センター 11000

源氏物語　１ 橋本　治 中公文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 8110

源氏物語　3 橋本　治 中公文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 8111

原寸図鑑　葉っぱでおぼえる樹木 濱野周泰 柏書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 2674

元素キャラクター図鑑 日本図書センター 大塩　北塩原村生涯学習センター 10222

恋のゴンドラ 東野圭吾 実業之日本社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6289

こうえんのおばけずかん　おばけどんぐり 斎藤　洋 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8070

甲信越の名城を歩く　新潟編 福原圭一・水澤幸一 吉川弘文館 大塩　北塩原村生涯学習センター 6284

鉱物のテラリウム・レシピ さとう　かよこ 玄光社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9319

傲慢と善良 辻村　深月 朝日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 10541

コーヒーが冷めないうちに 川口俊和 サンマーク出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7478

珈琲時間　パンとコーヒー 体誠社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9102

氷の上のボーツマン ベンノー・プルードラ 岩波書店 北山　構造改善センター 1861

国宝辞典【第四版】 協力：文化庁 便利堂 大塩　北塩原村生涯学習センター 10997

こくん 村中季衣 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11259

五色沼 高見沢功 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11185

五代目　小さん芸語録 柳家小里ん 中央公論新社 裏磐梯自然環境活用センター 4254

こちらゆかいな窓ふき会社
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10937



国旗大図鑑 監修：苅安望 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10992

ご当地電力はじめました！ 高橋真樹 岩波書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 4663

言の葉の庭 新海　誠 KADOKAWA 大塩　北塩原村生涯学習センター 8503

子どもが生きる力をつけるために親ができること 工藤勇一 かんき出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 11171

子どもが探せる河原や海辺のきれいな石の図鑑
柴山　元彦　井上　ミノ
ル

創元社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10508

こども自助論 齋藤　孝 日本図書センター 大塩　北塩原村生涯学習センター 10510

子ども食堂かみふうせん 齊藤　飛鳥 国土社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10504

こども大百科キッズぺディア 小学館 北山　構造改善センター 2493

子供の科学☆サイエンスブックス 使って覚える
記号図鑑

白鳥　敬 誠文堂新光社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7865

子供の科学☆サイエンスブックス
ぜんぶわかる118元素図鑑

子供の科学編集部　編 誠文堂新光社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7868

子供の科学☆サイエンスブックス
肉食の恐竜・古生物図鑑

土屋　健 誠文堂新光社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7867

子供の科学☆サイエンスブックス
身近なものでふしぎな科学実験

山村　紳一郎 誠文堂新光社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7866

子供の病気は食事で治す 内山葉子 評言社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6296

こども名著塾３　パンセ 日本図書センター 日本図書センター 大塩　北塩原村生涯学習センター 10516

こども妖怪・怪談新聞 水木プロダクション 世界文化社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10509

こども六法 山崎聡一郎 弘文堂 大塩　北塩原村生涯学習センター 11199

こねてのばして ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10926

このあとどうしちゃおう ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 裏磐梯自然環境活用センター 6263

この嘘がばれないうちに 川口　俊和 サンマーク出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 9329

このママにきーめた！ のぶみ サンマーク出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 10965

この世のおわり
ラウラ･ガジェゴ・ガルシ
ア

偕成社 裏磐梯自然環境活用センター 1915

この世の春　下 宮部　みゆき 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8261

この世の春　上 宮部　みゆき 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8260

ゴハおじさんのゆかいなお話エジプトの民話
ダニス・ジョンソンデイ
ヴィーズ

徳間書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 1862

こびと桃がたり なばた　としたか ロクリン社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10514



古文書にみる会津藩の食文化 平出美穂子 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4644

これから始める人のためのわな猟の教科書 東雲　輝之 秀和システム 大塩　北塩原村生涯学習センター 9315

これだけは知っておきたいこども図鑑 監修：多摩六都科学館
パイ　インターナ

ショナル
大塩　北塩原村生涯学習センター 10988

これならわかる　東北の歴史 一戸富士夫・榎森進 大月書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2611

ころべばいいのに ヨシタケシンスケ ブロンズ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10929

こわいい動物
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10947

ザ・ヘイト・ユー・ギブ アンジー・トーマス 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10584

災害の歴史　安土桃山時代～江戸時代 伊藤　和明 小峰書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11280

災害の歴史　昭和時代後期～平成・令和時代 伊藤　和明 小峰書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11282

災害の歴史　日本列島の誕生～奈良時代 伊藤　和明 小峰書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11278

災害の歴史　平安時代～戦国時代 伊藤　和明 小峰書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11279

災害の歴史　明治時代～昭和時代中期 伊藤　和明 小峰書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11281

西郷頼母 堀田　節夫 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8522

再発！それでもわたしは山に登る 田部井　淳子 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 8107

さがしています ア－サー・ビナード 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11214

サクリファイス 近藤史恵 新潮文庫 裏磐梯自然活用センター 3571

挫折の教科書 柴田智昭 ミリオン出版 裏磐梯自然環境活用センター 4273

サッカー「海外組」の値打ち 小宮良之 中央公論新社 裏磐梯自然環境活用センター 4227

佐渡金銀山絵巻
佐渡市新潟県教育委員
会

同成者 大塩　北塩原村生涯学習センター 2601

里山・里海暮らし図鑑 養父志乃夫 柏書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 2695

里山の草花ハンドブック 門田祐一平野隆久 NHK出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 2678

里山の自然　田んぼの1年 瀬長　剛 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11241

里山の植物ハンドブック 多田多恵子平野隆久 NHK出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 2677

里山の野鳥ハンドブック 小宮輝之戸塚学 NHK出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 2679

真田信繁 平山　優 角川選書 大塩　北塩原村生涯学習センター 6281



サバイバルシリーズ  かがくるBOOK 科学漫画
ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｼﾘｰｽﾞ     昆虫世界のサバイバル　3 洪在徹 朝日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 5446

サバイバルシリーズ  かがくるBOOK科学漫画
ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｼﾘｰｽﾞ     昆虫世界のサバイバル　1 洪在徹 朝日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 5444

サバイバルシリーズ  かがくるBOOK科学漫画ｻ
ﾊﾞｲﾊﾞﾙｼﾘｰｽﾞ     恐竜世界のサバイバル　1 洪在徹 朝日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 5447

サバイバルシリーズ かがくるBOOK 科学漫画ｻ
ﾊﾞｲﾊﾞﾙｼﾘｰｽﾞ     恐竜世界のサバイバル　2 洪在徹 朝日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 5448

サバイバルシリーズ かがくるBOOK 科学漫画ｻ
ﾊﾞｲﾊﾞﾙｼﾘｰｽﾞ     人体のサバイバル　2

ゴムドリ・
co(Gomdori.co)

朝日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 5450

サバイバルシリーズ かがくるBOOK科学漫画
ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙｼﾘｰｽﾞ     昆虫世界のサバイバル　2 洪在徹 朝日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 5445

サバイバルシリーズかがくるBOOK 科学漫画 ｻ
ﾊﾞｲﾊﾞﾙｼﾘｰｽﾞ     人体のサバイバル　1

ゴムドリ・
co(Gomdori.co)

朝日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 5449

サバイバル読本 笠倉出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9123

サピエンス全史（上）
文明の構造と人類の幸福

ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7480

サピエンス全史（下）
文明の構造と人類の幸福

ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7481

サファリ ダン・ケイネン 大日本絵ｶ画 北山　構造改善センター 6266

サラダとマリネ 市瀬　悦子 成美堂出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 8526

サラバ！上 西加奈子 小学館 北山　構造改善センター 3572

サラバ！下 西加奈子 小学館 北山　構造改善センター 3573

山岳遭難　エマージェンシー 枻出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 9120

山菜＆きのこ採り入門 大竹晃一 山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2669

山菜大図鑑 今井万岐子 永岡書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2671

山村の伝統的なくらし 須藤功 小峰書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2618

参道橋シネマ 恩田　陸 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10922

幸せの種をまくと、幸せの花が咲く 岡本一志 1万年堂出版 裏磐梯自然環境活用センター 4239

鹿の王　下 上橋菜穂子 角川書店 裏磐梯自然環境活用センター 3638

鹿の王　上 上橋菜穂子 角川書店 裏磐梯自然環境活用センター 3637

鹿の王　水底の橋 上橋菜穂子 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10980

鹿の王　水底の橋 上橋　菜穂子 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10576

屍人荘の殺人 今村　昌弘 東京創元社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9073



四季彩久 星堅考 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11002

時給三〇〇円の死神 藤まる 双葉社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11173

しくじり動物大集合 新宅　広二 永岡書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 8497

シゲマツ先生の学問のすすめ 重松清 岩橋書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2617

自己革新成長しつづけるための考え方 ジョン・W・ガードナー 英治出版 裏磐梯自然環境活用センター 4115

地獄の歩き方 田村　正彦 金の星社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11277

自己肯定感を高める子育て
ダニエル・J・シーゲル
他

大和書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 11011

ししりばの家 澤村伊智 角川ホラー文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 11179

自然災害サバイバル　１ 木原　実 日本図書センター 大塩　北塩原村生涯学習センター 11268

自然災害サバイバル　２ 木原　実 日本図書センター 大塩　北塩原村生涯学習センター 11269

自然災害サバイバル　３ 木原　実 日本図書センター 大塩　北塩原村生涯学習センター 11270

自然素材の編みかごづくり 佐々木麗子 誠文堂新光社 大塩　北塩原村生涯学習センター 3597

自然のお守り薬 森田　敦子 永岡書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 9092

自然のめぐみ里山と森林 サピックス 大塩　北塩原村生涯学習センター 2621

自然を楽しむワイルドクラフト 岩澤亮
農山漁村文化協

会
大塩　北塩原村生涯学習センター 4646

しちふくじん 立川志の輔 岩崎書店 裏磐梯自然環境活用センター 7830

しっぱいにかんぱい 宮川ひろ 株式会社童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6268

実は科学的　江戸時代の生活百科 西田　知己 東京堂出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 10506

実物大！　世界のどうぶつ絵本 ソフィー・ヘン あすなろ書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 10520

司馬遼太郎　東北をゆく 赤坂憲雄 人文書院 大塩　北塩原村生涯学習センター 4650

ジビエの教本 依田誠志 誠文堂新光社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8341

自分を愛する力 乙武洋匡 講談社 北山　構造改善センター 890

島と絶景と 大原英樹・旅 辰巳出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 11007

社会のために働く 大塩　北塩原村生涯学習センター 4299

写真家のスゴい撮影セオリー 金子嘉伸ほか 学研 大塩　北塩原村生涯学習センター 6302



しゃっくりがいこつ マージｴリー・カラー らんか社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10212

週刊　日本の城　第5号 小和田哲男他　監修
デアゴスティーニ・

ジャパン
大塩　北塩原村生涯学習センター 7455

十二人の死にたい子どもたち 冲方　丁 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 7485

週末田舎暮らしの便利帳 金子　美澄 成美堂出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 8256

週末田舎暮らの便利帳 金子　美澄 成美堂出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 9112

祝祭と予感 恩田　陸 幻冬舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 10921

塾に行かなくても勉強ができる子の習慣 森田　敏宏 総合法令出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 9080

樹皮ハンドブック 林将之 文一総合出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 2690

樹皮を編む 谷川栄子
農山漁村文化協

会
大塩　北塩原村生涯学習センター 4648

寿命図鑑 河北　亜紀 いろは出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7881

樹木ハカセになろう 白石誠治 岩波ジュニア新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 2693

狩猟生活 地球丸 大塩　北塩原村生涯学習センター 8258

狩猟生活　2018VOL4 地球丸 大塩　北塩原村生涯学習センター 9322

狩猟生活　VOL3 株式会社地球丸 大塩　北塩原村生涯学習センター 9104

狩猟の教科書 東雲　輝之 秀和システム 大塩　北塩原村生涯学習センター 8524

小学生なら知っておきたい教養366 齋藤孝 小学館 大塩　北塩原村生涯学習センター 11198

小学生のぼくは鬼のようなお母さんにナスビを売
られました 原田　剛 ワイヤーｵﾚﾝｼﾞ 大塩　北塩原村生涯学習センター 6257

城郭の見方・調べ方ハンドブック 西ヶ谷恭弘 東京堂出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 413

将軍の子 佐藤巖太郎 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 10981

城主になった女　井伊直虎 梓澤　要 NHK出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 6282

商店街はなぜ滅びるのか 新雅史 光文社新書 裏磐梯自然環境活用センター 4169

定本　山村を歩く 岡田喜秋 山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7616

職人の技に学ぶ  竹細工ザルとカゴを編む 稲垣尚友 日賀出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2598

食の地図 清　絢
株式会社　帝国書

院
大塩　北塩原村生涯学習センター 7884

植物はどうして緑なのか？ 青木　夏子 大月書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 9249



知られざる幕末会津藩 平出　美穂子 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9318

シリーズ藩物語　会津藩 野口信一 現代書館 大塩　北塩原村生涯学習センター 300

シリーズ藩物語　米沢藩 小野栄 現代書館 大塩　北塩原村生涯学習センター 633

自力で免疫力を上げる40の法則 矢崎雄一郎・加藤洋一 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6300

城のつくり方図典 三浦正幸 小学館 大塩　北塩原村生涯学習センター 418

新奥羽氷慶軍記　会津の巻 安彦好重 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 209

じんかん 今村翔悟 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11203

神社の解剖図鑑 米澤　貴紀 エクスナレッジ 大塩　北塩原村生涯学習センター 9314

信じられない現実の大図鑑② DK社 東京書籍 大塩　北塩原村生涯学習センター 11250

人生はニャンとかなる！ 水野敬也・長沼直樹 文響社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7484

人生はワンモアチャンス 水野敬也・長沼直樹 文響社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7482

新訂会津歴史年表 会津史学会 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 210

新編会津風土記　第一巻 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 199

新編会津風土記　第五巻 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 203

新編会津風土記　第三巻 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 201

新編会津風土記　第四巻 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 202

新編会津風土記　第二巻 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 200

親鸞　完結篇　（上） 五木寛之 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7472

親鸞　完結篇　（下） 五木寛之 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7473

森林インストラクター入門　全林協編 全林協編
全国林業改善普

及協会
大塩　北塩原村生涯学習センター 5423

森林からのニッポン再生 田中淳夫 平凡社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2716

森林で働く 大成浩市 ぺりかん社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2697

森林療法ハンドブック 降矢英成 東京堂出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 2711

スウェーデン館の謎 有栖川有栖 講談社 桧原　桧原出張所 7624

ずうのめ人形 澤村伊智 角川ホラー文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 11178



スエーデン館の謎 有栖川　有栖 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8508

図解　スパイダーマン フィリッペ・トゥボール 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10993

図解樹木の診断と手当て 堀大才・岩谷美苗 農文協 大塩　北塩原村生涯学習センター 2684

ずかんじどうしゃ 山本忠敬 福音館書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2028

スキレットレシピ 星野　奈々子 枻出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9108

スクラップ・アンド・ビルド 羽田圭介 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 4669

すずちゃんのはじめてのカメラとレンズ 鈴木　知子
株式会社　インプ

レス
大塩　北塩原村生涯学習センター 8525

鈴とリンのひみつレシピ！ 堀　直子 あかね書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 7447

図説　日本合戦武具図典 笠間良彦 柏書房 大塩　北塩原村生涯学習センター

10303

図説日本戦陣作法事典 笹間良彦 柏書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 623

スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニガル 大和書房 北山　構造改善センター 803

すてイヌシェパードの涙 角谷智恵子 ポプラ社 北山　構造改善センター 7625

ストーブのふゆやすみ 村上　しいこ PHP 大塩　北塩原村生涯学習センター 10241

ストロベリーライフ 荻原　浩 毎日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7467

スポーツものづくり２　ランニングシューズの工場 高山リョウ 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11252

スポーツものづくり６　金メダルの工場 高山リョウ 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11253

生活工芸　大百科 農文協 農文協 大塩　北塩原村生涯学習センター 8342

成功する人だけが知っているウソの技術 向谷匡史 草思社 裏磐梯自然環境活用センター 4117

成功するリノベのベストレシピ 澤井聖一
株式会社エクスナ

レッジ
大塩　北塩原村生涯学習センター 10996

青春サプリ　いつだってそこに仲間がいる 日比野恭三　他 ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11017

青春サプリ　自分がここにいる理由 日比野恭三　他 ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11018

精霊の守人 上橋菜穂子 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7424

せかいいちのねこ ヒグチユウコ 白泉社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7450

世界がもし100人の村だったら
池田香代子　再話
ダグラス・ラミス　対訳

マガジンハウス 大塩　北塩原村生涯学習センター 10948

世界から猫が消えたなら 川村　元気 マガジンハウス 裏磐梯自然環境活用センター 10540



世界史読書案内 津野田興一 岩波書店 裏磐梯自然環境活用センター 4165

世界地図の下書き 朝井リョウ 集英社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7466

世界でいちばん貧しい大統領スピーチ くさばよしみ
株式会社社汐文

社
桧原　桧原出張所 6265

世界に誇る日本の名宝日本の城 中井均 山川出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 414

世界の美しい犬101
パインインターナ

ショナル
大塩　北塩原村生涯学習センター 8332

世界の天空の城 アフロ 青幻舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 8325

セカンドライフ、はじめてみました bonpon 大和書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 10974

ぜったいにおしちゃダメ？ ビル・コッター
サンクチュアリ出

版
大塩　北塩原村生涯学習センター 11213

セミ
ショーン・タン
岸本佐知子　訳

河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10951

戦国攻城戦のすべて　　イラストと地図で迫る城
の攻防の真実

小和田哲男他 洋泉社MOOK 大塩　北塩原村生涯学習センター 415

戦国の城 新井邦弘 ＧaKKen 大塩　北塩原村生涯学習センター 2869

戦国の城復元ドキュメント 藤井尚夫 川出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 419

戦国武将の時代折り紙 浜田　勇 日貿出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8343

戦国武将ものしり事典 奈良本辰也 主婦と生活社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2606

全部レンチン！やせるおかず作りおき 柳澤英子 小学館 裏磐梯自然環境活用センター 6298

戦略人事のビジョン 八木洋介／金井壽宏 光文社新書 裏磐梯自然環境活用センター 4167

草食獣 　７ 宮崎学 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2628

想像ラジオ いとうせいこう 大塩　北塩原村生涯学習センター 4298

そうだ、葉っぱを売ろう！ 横石知二 S0ｆｔBankCreative 大塩　北塩原村生涯学習センター 2720

そうだったのか！発達障害　わざとじゃないモン 斗希野典裟 合同出版 裏磐梯自然環境活用センター 4190

総理にされた男 中山七里 NHK出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 4666

続　日本100名城公式ガイドブック
公益社団法人　日本城
郭協会

Gakken 大塩　北塩原村生涯学習センター 9099

そして、バトンは渡された 瀬尾　まいこ 文藝春秋 裏磐梯自然環境活用センター 10236

そしてバトンは渡された 瀬尾まいこ 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 10983

そしてミランダを殺す ピーター・スワンソン 東京創元社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11174



その調理、９割の栄養捨ててます！ 竹間　勉 世界文化社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10970

空はどうして青いのか？ 村松　しづ子 大月書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 9246

それしかないわけないでしょう ヨシタケ　シンスケ 白泉社 裏磐梯自然環境活用センター 10220

それしかないわけないでしょう ヨシタケシンスケ 白泉社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10930

それでも飯舘村はそこにある 大渡美咲 産経新聞出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7474

それほんとう 松岡享子 福音館書店 北山　構造改善センター 2086

ソロモンの偽証（１） 宮部みゆき 新潮文庫 北山　構造改善センター 3565

ソロモンの偽証（２） 宮部みゆき 新潮文庫 北山　構造改善センター 3566

ソロモンの偽証（３） 宮部みゆき 新潮文庫 北山　構造改善センター 3567

ソロモンの偽証（４） 宮部みゆき 新潮文庫 北山　構造改善センター 3568

ソロモンの偽証（５） 宮部みゆき 新潮文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 3569

ソロモンの偽証（６） 宮部みゆき 新潮文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 3570

平清盛院政と京の変革
京都市埋蔵文化財研究
所

ユニプラン 北山　構造改善センター 626

宝島 真藤　順丈 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10240

タカラモノ 和田　裕美 双葉文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10580

但馬　竹田城 城郭談話会　編 戎光祥出版 大塩　北塩原村生涯学習センター

10307

ダニーは世界チャンピオン
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10935

楽しいハロウイン工作 いしかわ☆まりこ 汐文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8337

たべてあげる ふくべあきひろ 教育画劇 大塩　北塩原村生涯学習センター 11212

たべもんどう 鈴木　のりたけ ブロンズ新社 裏磐梯自然環境活用センター 8249

食べられる野生植物大事典 橋本郁三 柏書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 2675

卵ｱﾚﾙｷﾞｰの子どものためのおいしいおやつとご
はん

成美堂出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 9117

たまちゃんのお弁当 たくまたまえ 枻出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9118

玉依姫 阿部智里 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 7469

だるまさんが　かがくいひろし大型絵本 かがくい　ひろし ﾌﾞﾛﾝｽﾞ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5436



だるまさんがシリーズ「が・の・と」 かがくい　ひろし ﾌﾞﾛﾝｽﾞ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5435

だるまちゃんとうさぎちゃん 加古里子 福音館書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 7431

だるまちゃんとかみなりちゃん 加古里子 福音館書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 7428

だるまちゃんとだいこくちゃん 加古里子 福音館書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 7429

だるまちゃんとてんぐちゃん 加古里子 福音館書店 裏磐梯自然環境活用センター 7430

誰かが足りない 宮下奈都 双葉社 北山　構造改善センター 1629

だれもが知ってる小さな国 有川　浩 講談社 裏磐梯自然環境活用センター 7675

田んぼに畑に笑顔がいっぱい 浜田　尚子 佼成出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8103

ちいさなあなたへ
アリスン・マギー
なかがわちひろ　訳

主婦の友社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10955

ちいさなちいさな　うわぐつ おおで　ゆかこ 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7442

小さな小さな虫図鑑 鈴木　知之 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9242

小さな悪い本 マグヌス・ミスト 金の星社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11276

地学ノススメ 鎌田　浩毅 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10569

知識ゼロからの　日本の城入門 小和田哲男 幻冬舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 416

チックタック にしのあきひろ 幻冬舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 10999

地方消滅 増田寛也 中央公論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4657

地方消滅の罠 山下祐介 筑摩書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 4658

チャールズ・ダーウイン　世界をめぐる ジェニファー・サームズ あかつき 大塩　北塩原村生涯学習センター 9253

忠誠日本一 栗城正義 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2604

超高速！　参勤交代 土橋章宏 講談社 桧原　桧原出張所 4652

超入門山城へＧＯ！ 荻原さちこ・西股総生 学研 大塩　北塩原村生涯学習センター 2608

超ビジュアル！幕末・維新人物大事典 矢部健太郎 西東社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7423

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。 川上　和人 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9334

チョコレート工場の秘密
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10931

沈黙のパレード 東野　圭吾 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 10566



追跡！ごみのゆくえ　古紙 辻　芳德 ほるぷ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 11265

追跡！ごみのゆくえ　粗大ごみ 辻　芳德 ほるぷ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 11267

追跡！ごみのゆくえ　びん・かん 辻　芳德 ほるぷ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 11264

追跡！ごみのゆくえ　ペットボトル 辻　芳德 ほるぷ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 11266

追跡！ごみのゆくえ　燃やさないごみ 辻　芳德 ほるぷ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 11263

追跡！ごみのゆくえ　燃やすごみ 辻　芳德 ほるぷ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 11262

使える「語彙力」2726 西東社 西東者 裏磐梯自然環境活用センター 10550

月の満ち欠け 佐藤　正午 岩波書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 8262

月の満ち欠け 佐藤正午 岩波書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10918

月夜のみみずく ヨーレン 偕成社 北山　構造改善センター 5438

津久井智子の消しゴムはんこ。教室 津久井　智子 主婦の友社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9096

つくって楽しむ　わら工芸 滝本　広子 農文協 大塩　北塩原村生涯学習センター 7883

作ろう草玩具 佐藤邦昭 築地書館 大塩　北塩原村生涯学習センター 4645

土の城指南　歩いてわかる戦国の城 西股総生 学研 大塩　北塩原村生涯学習センター 2609

土をつくる生きものたち 谷本雄治・盛口満 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2622

つまんないつまんない ヨシタケシンスケ 白泉社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8250

鶴が城　改訂新版 小島一男ほか 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4443

つると草の編みカゴの本 嶋崎千秋 誠文堂新光社 大塩　北塩原村生涯学習センター 3595

定年からの鉄道ひとり旅 野田隆 洋泉社 裏磐梯自然環境活用センター 4172

できる大人のモノの言い方大全 話題の達人倶楽部編 青春出版社 北山　構造改善センター 878

できるよ！せいかつ　366 主婦の友社 主婦の友社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7426

デザイン入門教室 坂本　伸二
ＳＢクリエイティブ

株式会社
大塩　北塩原村生涯学習センター 9109

デジタル一眼レフカメラと写真の基本 大崎　聡 永岡書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 8514

鉄道会社はややこしい 所澤秀樹 光文社新書 裏磐梯自然環境活用センター 4166

哲平くんと宇宙人 いけかつまいこ 星雲社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10957



てっぺん 田部井　政伸 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8108

てぶくろ ウクライナ民話 福音館書店 桧原　桧原出張所 7438

田園回帰　新規就農・就林への道 「季刊地域」編集部　編 農文協 大塩　北塩原村生涯学習センター 8330

天下をめざせ！戦国合戦　パノラマ大図鑑 小和田哲男　監修 ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7453

天気の子 新海　誠 角川文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10563

天空賛歌 ＫＡＧＡＹＡ 河出書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 7418

天空の蜂 東野圭吾 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4667

でんしゃがきました 三浦太郎 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11003

天地明察 冲方丁 角川書店 桧原　桧原出張所 3587

店長がバカすぎて 早見和 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11013

でんでら滝がでてきたよ おの　りえん 理論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10213

伝統産業新時代！ 日本地域社会研究所 地研 大塩　北塩原村生涯学習センター 2706

東京スカイツリー論 中川大地 光文社新書 裏磐梯自然環境活用センター 4168

桃源 黒川博行 集英社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10917

どうしてそんなにないてるの？ いしず　まさし えほんの杜 大塩　北塩原村生涯学習センター 7689

どうして野菜を食べなぎゃいけないの？ 川端　輝江 新星出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8072

到着不能極 斉藤　詠一 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9342

動的ストレッチ 比嘉　一雄 池田書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 8516

どうぶつのおやこ 薮内正幸 福音館書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2458

東北近世の胎動 高橋　充　編 吉川弘文館 大塩　北塩原村生涯学習センター 5488

東北のしきたり 鈴木　士郎　岡島　慎治 ＭＭ新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 8272

東北の幕末維新 友田昌宏 吉川弘文館 大塩　北塩原村生涯学習センター 11020

東北を置き去りにした明治維新 星亮一　安藤優一朗 文芸社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8523

遠い町から来た話 ショーン・タン 河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10950

トキメキ図書館　二人のそらとわたし 服部　千春 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8066



どこかでベートーヴェン 中山七里 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6285

登山者のための法律入門 溝手　康史 山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9087

図書委員アイデアブック 吉岡裕子／村上恭子 あかね書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 11249

図書館のための簡単な本の修理 高岡　容子 少年写真新聞社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11247

図書館版　発酵菌ですぐできるおいしい自由研究小椋　ヒラク
株式会社あかね

書房
大塩　北塩原村生涯学習センター 7837

としょかんへぴょん！ぴょん！ぴょん！ アニー・シルヴｴストロ 絵本塾出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 9251

十津川直子の事件簿　トラベル・ミステリー 西村京太郎 祥伝社 裏磐梯自然環境活用センター 4229

トットチャンネル 黒柳　徹子 新潮文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 8266

どでかいワニの話
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10943

となりの野生動物　ベレ出版 高槻　成紀 ベレ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 5413

土漠の花 月村了衛 幻冬舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 3586

トマト・きゅうり・ピーマン・大量消費！ オレンジページ 大塩　北塩原村生涯学習センター 9337

斗南藩 星　亮一 中央公新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 10238

とむらう女
ロレッタ・エルスワース
／代田亜希子訳

作品社 裏磐梯自然環境活用センター 4124

戸村飯店　青春100連発 瀬尾　まいこ 文春文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10579

鳥瞰図で楽しむ日本百名山 成美堂出版編集部 成美堂出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 3599

トロント最高の医師が教える世界最新太らないカ
ラダ

ジェイソン・ファン サンマーク出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 10546

どんぐりと山ねこ 宮沢　賢治 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10214

長友佑都のヨガ友 長友佑都 飛鳥新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7465

中野のお父さん 北村薫 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 4671

中村元の全国水族館ガイド125 中村　元 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11239

なかよしArt Book 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11246

なす　大量消費 オレンジページ 大塩　北塩原村生涯学習センター 9338

なぜ？の図鑑　科学マジック Gakken 裏磐梯自然環境活用センター 9241

なぜ？の図鑑　からだ Gakken 裏磐梯自然環境活用センター 9240



なぜ僕らは働くのか 監修：池上彰 学研プラス 大塩　北塩原村生涯学習センター 11197

懐かしき奥会津　楽しき山と里 佐藤勉 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2610

なつみはなんにでもなれる ヨシタケ　シンスケ PHP研究所 大塩　北塩原村生涯学習センター 7434

ナナメの夕暮れ 若林　正恭 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 9343

名前がわかる  野鳥大図鑑 真木広造 永岡書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2670

なんだろうなんだろう ヨシタケシンスケ 光村図書 大塩　北塩原村生涯学習センター 10927

なんでも未来ずかん 川口　友万 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9239

にーっこり いしづ　ちひろ くもん出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 10557

肉食獣 　８ 宮崎学 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2629

にこにこ sassy KADOKAWA 大塩　北塩原村生涯学習センター 9067

西行はどのように作られたのか　伝承から探る大衆文化花部英雄 笠間書院 大塩　北塩原村生涯学習センター 8329

西勝　彼岸獅子舞考 前田新 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11186

虹を待つ少女 逸木　裕 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10577

二千七百の夏と冬上 荻原浩 双葉社 桧原　桧原出張所 3579

二千七百の夏と冬上 荻原浩 双葉社 桧原　桧原出張所 3580

二ッポン景観論 アレックス・カー 集英社新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 3589

にっぽん自然再生紀行 鷲谷いづみ 岩波書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2699

日本の絶景パレット100 永岡書店編集部 永岡書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 7460

ニッポンのはたらく人たち 杉山雅彦
パイ　インターナ

ショナル
大塩　北塩原村生涯学習センター 10989

煮干しの解剖教室 小林眞理子 仮説社 北山　構造改善センター 1845

日本100名城公式ガイドブック
公益社団法人　日本城
郭協会

Gakken 大塩　北塩原村生涯学習センター 9100

日本遺産を旅する　2 一個人 ＫＫベストセラーズ 大塩　北塩原村生涯学習センター 9114

日本一美味しいのり弁の作り方 杵島直美 日東書院 大塩　北塩原村生涯学習センター 11009

日本合戦図典 笹間　良彦 雄山閣 大塩　北塩原村生涯学習センター 9298

日本語　笑いの技法辞典 中村　明 岩波書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10994



日本史の内幕 磯田　道史 中公文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 9332

日本城郭検定公式問題集 学研 大塩　北塩原村生涯学習センター 417

日本人の源流 斎藤　成也 河出書房新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 9076

日本人の知らない日本語　1 蛇蔵＆海野凪子 メデアファクトリー 裏磐梯自然環境活用センター 4191

日本人の知らない日本語　2 蛇蔵＆海野凪子 メデアファクトリー 裏磐梯自然環境活用センター 4192

日本森林インストラクター協会選定　日本の森
100

日本森林インストラクタ
－協会

山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5425

日本で最も美しい村 佐伯剛正 岩波書店 北山　構造改善センター 718

日本のTPP戦略「課題と展望」
馬田啓一・蒲田秀次郎・
木村福成編著

文眞堂 北山　構造改善センター 747

日本の美しい里の四季 富田文雄 ＰＩＴ 大塩　北塩原村生涯学習センター 8338

日本の火山　ウｵーキングガイド 火山防災推進機構 丸善 大塩　北塩原村生涯学習センター 8324

日本の火山図鑑 小峰書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 8080

日本の三菜１００超！ 加藤真也 栃の葉書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 2668

日本の城　　城の歴史と構造,城をめぐる英雄た
ちの戦略・戦術

中井均 新星出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 412

日本の城　ワイド・パノラマ鳥瞰 香川元太郎 学研 大塩　北塩原村生涯学習センター

10304

日本の城事典 千田　嘉博 ナツメ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8518

日本の戦争解剖図鑑 拳骨　拓史 エクスナレッジ 大塩　北塩原村生涯学習センター 9317

日本の民俗２山と川
湯川洋司・福澤昭司・管
豊

吉川弘文館 大塩　北塩原村生涯学習センター 2700

日本のヤバい女の子 はらだ有彩 柏書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 11200

日本の山城　１００名城 洋泉社 大塩　北塩原村生涯学習センター 3593

日本の妖怪をさがせ グループ・コロンブス ＷＡＶＥ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 10519

日本の林業１  木を植える森を育てる 白石則彦 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2686

日本の林業２  木を使う木に親しむ 白石則彦 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2687

日本の林業３  木にくらす森を守る 白石則彦 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2688

日本の林業４  森の環境森の生きもの 白石則彦 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2689

日本百名山地図張 山と渓谷社編 山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 3598



日本ふるさと絶景ビュー図鑑➀ 伊藤　賀一 教育画劇 大塩　北塩原村生涯学習センター 11243

日本まじない食図鑑 吉野りり花 青弓社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8331

二本松城跡　霞ヶ城公園の植物と景観 須賀紀一 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11188

日本列島100万年史 山崎春雄・久保純子 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10568

ニムロッド 上田　岳弘 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10225

人間 又吉直樹 毎日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 10916

人間図鑑　みんなのちがい いろは出版 いろは出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 11251

ねこなんていなきゃよかった 村上しいこ 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11255

猫魔ヶ岳の妖怪 福音館書店 桧原　桧原出張所 8082

猫魔ヶ岳の妖怪 福音館書店 北山　構造改善センター 8083

猫魔ヶ岳の妖怪 福音館書店 裏磐梯自然環境活用センター 8084

猫魔ヶ岳の妖怪 福音館書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 8085

猫を棄てる  父親について語るとき 村上春樹 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 11180

ネコを撮る 岩合　光昭 朝日新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 9105

熱帯 森巳　登美彦 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 10229

農家のモノ・人の生活館 大館勝治・宮本八恵子 柏書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 2694

農山村再生に挑む 小田切徳美 岩波書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 4654

農山村は消滅しない 小田切徳美 岩波書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 4655

農商工間の共創的連携とナレッジマネジメント 堀田和彦 農林統計出版 裏磐梯自然環境活用センター 4189

能力を鍛える300日パズル　漢字＆数字 川村　隆太 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10565

ノーサイド・ゲーム 池井戸潤 ダイヤモンド社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10549

ノースライト 横山秀夫 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11167

野口　英世 大石　邦子 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9119

鋸 吉川金次 法政大学出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 6280

野食読本 笠倉出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9122



のせ猫　プレミアム ＳＨＩＲＯＮＥＫＯ 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7417

のぞいてみると しまだともみ 東京書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 8251

ののはな通信 三浦　しをん 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 9081

飲めば都 北村　薫 新潮社 裏磐梯自然環境活用センター 7622

野山の名人秘伝帳 かくまつとむ 農文協 大塩　北塩原村生涯学習センター 2703

ハーブ魔女のふしぎなレシピ あんびる　やすこ ぽぷら社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8067

バカは性格か！？　バカとハサミは使いようだよ 篠原菊紀 ブックマン社 裏磐梯自然環境活用センター 4245

はじめてのえいごえほん　せかいのおはなし① 田島　信元
株式会社くもん出

版
裏磐梯自然環境活用センター 7827

はじめてのえいごえほん　せかいのおはなし② 田島　信元
株式会社くもん出

版
大塩　北塩原村生涯学習センター 1507

はじめてのえいごえほん　せかいのおはなし③ 田島　信元
株式会社くもん出

版
大塩　北塩原村生涯学習センター 7829

はじめてのえいごえほん　にほんのおはなし① 田島　信元
株式会社くもん出

版
裏磐梯自然環境活用センター 7824

はじめてのえいごえほん　にほんのおはなし② 田島　信元
株式会社くもん出

版
大塩　北塩原村生涯学習センター 7825

はじめてのえいごえほん　にほんのおはなし③ 田島　信元
株式会社くもん出

版
大塩　北塩原村生涯学習センター 7826

バスがきました 三浦太郎 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11004

働く女！私が32才から始めたこと 川本佐奈恵 明日香出版社 裏磐梯自然環境活用センター 4218

八月の六日間 北村薫 角川書店 裏磐梯自然環境活用センター 4661

発見 阿部　智里 ＮＨＫ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 10570

発酵食品を使った美味しい鍋レシピ 柳瀬　真澄 世界文化社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8254

発達障害の子供の心と行動がわかる本 田中　康雄 西東社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10223

発達障害の子の感覚遊び・運動遊び 木村順 講談社 裏磐梯自然環境活用センター 4279

葉っぱで見わけ五感で楽しむ 林将之 ナツメ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2691

葉っぱのフレディ　いのちの旅
レオ・バスカーリナ
みらいなな　訳

童話屋 大塩　北塩原村生涯学習センター 10956

葉で見わける樹木 林将之 小学館 大塩　北塩原村生涯学習センター 2683

はなちゃんのみそしる 安武信吾・千恵・はな 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8078

花と葉で見わける野草 近田文弘 小学館 大塩　北塩原村生涯学習センター 2696



場のチカラ
日本ナレッジ・マネジメ
ント学会

㈱白桃書房 裏磐梯自然環境活用センター 4113

パパ、お月さまとって エリック＝カール 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8081

バベル九朔 万城目学 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 6288

パラサウロロフス たかし　よいち 理論社 裏磐梯自然環境活用センター 9235

ﾊﾘｰ･ﾎﾟｯﾀｰと呪いの子　第一部第二部　ｽﾍﾟｼｬﾙ
ﾘﾊｰｻﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝｽｸﾘﾌﾟﾄ

J・Kローリング
松岡佑子訳

静山社 裏磐梯自然環境活用センター 6295

パリの看板猫 SEIGENSHA 大塩　北塩原村生涯学習センター 8334

春の妖精たち 奥山多恵子 福音館書店 北山　構造改善センター 1842

磐梯山四季のうつろい
斉藤慧・本多隆・富田國
男

歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 96

磐梯山噴火　災異から災害の科学　北原糸子 北原糸子 吉川弘文館 大塩　北塩原村生涯学習センター 5412

パンツをさがせ 小室尚子 ワニブックス 大塩　北塩原村生涯学習センター 10971

ピエタ 大島真寿美 ポプラ社 裏磐梯自然環境活用センター 4129

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ　世界一の昆虫 リチャード・ジョーンズ
日BPマーケティン

グ
大塩　北塩原村生涯学習センター 10991

ビジュアル　日本のお金の歴史　「江戸時代」 岩橋　勝 ゆまに書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 8336

ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ　日本の住まいの歴史　②中世
監修　小泉和子
著　家具道具室内史学
館

ゆまに書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 10913

ビジュアル事典　日本の城 三浦正幸 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 8333

ビジュアル版　日本の昔話百科 石井正己 河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8335

日月巡礼　出羽三山 稲田美織 凸版印刷確認 大塩　北塩原村生涯学習センター 10990

びっくり。まつぼっくり 多田多恵子 福音館書店 北山　構造改善センター 1844

ひつじのショーンをさがせ
アードマン・アニメーショ
ン

株式会社宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6264

ひと 小野寺　史宜 祥伝社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10232

人はなぜ酸素を吸うのか？ 大川　満里子 大月書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 9248

1人分のレンジ飯革命 リュウジ KADOKAWA 大塩　北塩原村生涯学習センター 11205

鄙の武将たち 長谷川城太郎 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4442

火のある暮らしⅡ　ＢＢＱ 株式会社地球丸 大塩　北塩原村生涯学習センター 9103

火のないところに煙は 芦沢央 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11170



火花 又吉直樹 文藝春秋 裏磐梯自然環境活用センター 4659

火花 又吉直樹 文藝春秋 桧原　桧原出張所 7470

ひみつもきもちぎんこう ふじもとみさと 金の星社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10583

火も包丁も使わない魔法のレシピ　しっかりおや
つ

寺西　恵里子 汐文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9244

火も包丁も使わない魔法のレシピ　まんぷくごは
ん

寺西　恵里子 汐文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9245

百姓貴族 荒川弘 新書館 北山　構造改善センター 2709

百年泥 石井　遊佳 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8502

びょういんのおばけずかん　おばけきゅうきゅうしゃ斎藤　洋 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8069

秒速5センチメートル 新海　誠 角川文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10560

ひよこのア一サ一がきえた ナサニエル・ベンチリ一 文化出版社 裏磐梯自然環境活用センター 1846

平泉の光芒 柳原　敏昭　編 吉川弘文館 大塩　北塩原村生涯学習センター 5485

ヒラギ荘の小さな恋 ﾁｬｰﾙｽﾞ・ディケンズ 理論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10235

平場の月 朝倉　かすみ 光文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10572

平屋に暮らす　本当のゆたかさを育む住まい20軒 誠文堂新光社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8327

ファーブル先生の昆虫教室 奥本　大三朗 ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8247

フォッサマグナ 藤岡　換太郎 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10228

深紅色の少女　caradal ステファニー・ガーバー キノブックス 大塩　北塩原村生涯学習センター 9072

福島　街道物語 福島民友新社 福島民友新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6277

福島　街道物語 福島民報社 福島民報社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7456

福島あるある 渡辺則明 ＴＯブックス 大塩　北塩原村生涯学習センター 4660

ふくしま紀行　城と館　武者たちの舞台下巻 福島民報社 大塩　北塩原村生涯学習センター 421

ふくしま紀行　城と館　武者たちの舞台上巻 福島民報社 大塩　北塩原村生涯学習センター 420

福島県の古代・中世文書　福島県史資料編 福島県 戎光祥出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7416

福島県の自然保護の歴史 星　　一彰 歴史春秋出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7483

福島県の歴史　第2版 大塩　北塩原村生涯学習センター 126



福島県の歴史散歩
県高等学校地理歴史公
民科研究会

山川出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 144

福島祭祀巡礼 鈴木渉 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11189

ふくしまで、オレは農業をやる 藤倉　紀美子 文芸社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8073

ふくしまの巨木 植田　龍 歴史春秋出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7477

ふくしまの古戦場物語
栃窪浩・山崎義人・小島
一男・猪狩正志

歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4440

ふくしまの低山50 奥田　博 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9089

ふくしまの年中行事 山本　明 ＦＣＴ企業 大塩　北塩原村生涯学習センター 4601

福島の磨崖仏鎮魂の旅へ 青木　淳 淡交社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9098

ふくしまの祭り 懸田弘訓 ＦＣＴ企業 大塩　北塩原村生涯学習センター 4600

福島の民話 片平　幸三 未來社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6276

ふくしまの歴史絵巻 福島市教育委員会 大塩　北塩原村生涯学習センター 8100

ふくしまは負けない　2011～2016 福島民報社 福島民報社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7454

不幸な子供
エドワード・ゴーリー
柴田元幸　訳

河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10959

ふしぎなでまえ かがくい　ひろし 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10206

富士山噴火と南海トラフ 鎌田　浩毅 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10567

ふたごのゴリラ ふしはら　のじこ 福音館書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 7691

フタバスズキリュウ たかし　よいち 理論社 裏磐梯自然環境活用センター 9238

補陀落渡海記 井上　靖 講談社文芸文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 6294

二人の小さな家 シ一リア・ウイルキンズ 福音館書店 北山　構造改善センター 1843

プテラノドン たかし　よいち 理論社 裏磐梯自然環境活用センター 9237

ブナと語る　　文一総合出版 増井　治 文一総合出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 5421

舟を編む 三浦しおん 光文社 桧原　桧原出張所 4184

ふまんがあります ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6262

ふらいぱんじいさん 神沢　利子 あかね書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 10211

フライパンで山ごはん
ワンダーフォーゲル編
集部

山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7413



プラス麹 マルコメ株式会社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8268

ブラタモリ NHK「ブラタモリ」制作班 KADOKAWA 大塩　北塩原村生涯学習センター 8101

ブラタモリ NHK「ブラタモリ」制作班 KADOKAWA 北山　構造改善センター 8112

ブラタモリ NHK「ブラタモリ」制作班 KADOKAWA 桧原　桧原出張所 8113

ブラタモリ NHK「ブラタモリ」制作班 KADOKAWA 裏磐梯自然環境活用センター 8114

ふり向いてはいけない　学校の怖い話4　トイレの花子さん平川　陽一 汐文社 裏磐梯自然環境活用センター 8323

古紙クラフトのかご・小もの 石上　正志 日本ヴｵーグ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8099

プログラミング絵本　1
プログラミングってなんだろう

飯田聡彦 フレーベル館 大塩　北塩原村生涯学習センター 10984

プログラミング絵本　２
プログラミングでできること、できないこと

飯田聡彦 フレーベル館 大塩　北塩原村生涯学習センター 10985

プログラミング絵本　３
プログラミングに挑戦！

飯田聡彦 フレーベル館 大塩　北塩原村生涯学習センター 10986

プログラミング絵本　４
みんなでプログラミング！

飯田聡彦 フレーベル館 大塩　北塩原村生涯学習センター 10987

プロジェクト組織における説明責任 藤田晶久
ブイツーソリュショ

ン
北山　構造改善センター 1776

プロに教わる1秒で心をつかむＰＯＰのつくり方 ＰＩＴ 大塩　北塩原村生涯学習センター 8344

へいわとせんそう たにかわしゅんたろう ブロンズ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11207

へそまがり昔ばなし
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10936

別冊　会津学　暮らしと繊維植物 菅家　博昭 会津学研究会 大塩　北塩原村生涯学習センター 10217

別冊太陽  戦国大名 黒田基樹 平凡社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2866

別冊太陽  大図解戦国史
小和田哲男・小和田泰
経

平凡社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2867

別冊太陽　伊能忠敬 星埜　由尚 平凡社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9305

別冊宝島  地図で訪ねる『戦国」１０大決戦場 蓮見清一 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2868

ベルリンは晴れているか 深緑野分 筑摩書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 10224

ペンギン・ハイウェイ 森見登美彦 角川文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 11175

ペンギンたいそう 齋藤　槙 福音館書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 8071

へんなどうぶつ ワンダ・ガアグ 瑞雲舎 北山　構造改善センター 1914

冒険考古学　失われた世界への時間旅行 堤　隆 新泉社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10912



ぼうしとったら tupera tupera 学研プラス 裏磐梯自然環境活用センター 7435

ホームセンター　便利×格安　収納 晋遊社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8513

ぼぎわんが、来る 澤村伊智 角川ホラー文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 11177

北欧テイストの部屋づくり　№19
ネコ・パブリッシン

グ
大塩　北塩原村生涯学習センター 7422

僕と妻の1778話 眉村　卓 集英社文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 8507

ぼくのクレヨン 長　新太 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7684

ぼくのつくった魔法のくすり
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10945

ぼくのニセモノをつくるには ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7440

僕は、そして僕たちはどう生きるか 梨木　香歩 理論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9071

ぼくは、本を読んでいる ひこ・田中 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10545

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ 新潮社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11010

ほこりまみれの兄弟
ローズマリー・サトクリフ
／乾侑美子訳

評論社 裏磐梯自然環境活用センター 4263

星と伝説 野尻　抱影 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9243

保科正之 小池　進 吉川弘文館 大塩　北塩原村生涯学習センター 8519

ほしのこえ 新海　誠 角川文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10562

戊辰戦争 佐々木　克 中公新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 9088

ボタニカム キャシー・ウｲリス 汐文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8321

ホットケーキミックスのお菓子とパン 別冊　エッセイ 扶桑社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9324

ポンコツ武将列伝 長谷川　ヨシテル 柏書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 8531

まいごのたまご アレックス・ラティマー 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10581

埋蔵金　会津の鉱山史実 佐藤一男 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 211

まえむきダブルス 落合　由佳 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11244

マカン・マラン 古内一絵 中央公論新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10978

マジシャン　最新版 松岡　圭祐 角川文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 9327

魔女がいっぱい
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10942



マスカレード・ホテル 東野圭吾 集英社 裏磐梯自然環境活用センター 4120

まぜこぜシチュー
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10939

まち 小野寺史宜 祥伝社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10924

マチルダは小さな大天才
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10934

まっかなトマト 鈴木章文 文芸社 北山　構造改善センター 2132

魔法のかけっこレッスン 三田翔平 学研プラス 大塩　北塩原村生涯学習センター 11254

まほうのじどうはんばいき やまだともこ 金の星社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7448

魔法のゆび
ﾛｱﾙﾄﾞ・ﾀﾞｰﾙ(柳瀬尚記
訳)

評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10933

ママの心がふわりと軽くなる子育てサプリ 佐々木正美 主婦の友社 裏磐梯自然環境活用センター 4246

ママはいらないの？ ふくだ　いわお 光村教育図書 大塩　北塩原村生涯学習センター 9250

守りたいもの 普天間かおり
富山房インターナ

ショナル
北山　構造改善センター 2418

まるまるのげーむ ｴﾙﾌﾞｴ・テュレ ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5434

まるまるまるのほん ｴﾙﾌﾞｴ・テュレ ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5432

マンガでわかる　10才まで覚えたい言葉100 高濱　正伸 永岡書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 8106

まんがでわかる　怒らない子育て 安藤俊介・長縄史子 永岡書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10231

マンガでわかる　日本の神様 東城　英利 誠文堂 大塩　北塩原村生涯学習センター 8515

まんが日本昔ばなし１０１ 川内彩友美 講談社 北山　構造改善センター 2177

満願 米澤穂信 新潮社 裏磐梯自然活用センター 3585

万引き家族 是枝　裕和 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9070

まんぷくローカルマラソン旅 たかぎなおこ
メディアファクト

リー
北山　構造改善センター 2131

みえたからだのなか キャロン・ブラウン くもん出版 裏磐梯自然環境活用センター 9256

みえたジャングルのおく キャロン・ブラウン くもん出版 裏磐梯自然環境活用センター 9255

みえるとか　みえないとか ヨシタケ　スンスケ アリス館 裏磐梯自然環境活用センター 9323

みかづき 森　絵都 集英社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7464

水煮缶レシピ 村上　祥子 永岡書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 9110



水場 　２ 宮崎学 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2624

水物語　林明輝　平凡社 林　明輝 平凡社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5418

みぢかなマーク ひかりのくに ひかりのくに 大塩　北塩原村生涯学習センター 10582

ミッキーマウスの憂鬱 松岡　圭介 新潮文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 8505

光圀伝 冲方丁 角川書店 裏磐梯自然活用センター 3588

みつけてかぞえてどこどこどうぶつ 小野寺　優
株式会社河出書

房新社
大塩　北塩原村生涯学習センター 7832

みつけてかぞえてどこどこどうぶつ
うきうきうみのなか

小野寺　優
株式会社河出書

房新社
大塩　北塩原村生涯学習センター 7834

みつけてかぞえてどこどこどうぶつ
ゆかいなまきば

小野寺　優
株式会社河出書

房新社
大塩　北塩原村生涯学習センター 7835

みつけてかぞえてどこどこどうぶつ
わくわくどうぶつえん

小野寺　優
株式会社河出書

房新社
大塩　北塩原村生涯学習センター 7833

みつけてごらん！うみのかくれんぼ 大木　邦彦
株式会社あかね

書房
大塩　北塩原村生涯学習センター 7836

蜜蜂と遠雷 恩田　睦 幻冬舎 桧原　桧原出張所 7479

看取り犬・文福 若山三千彦 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11202

南会津　大内の写真記録 相沢　韶男 八坂書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 9306

南東北尾瀬ベスト
ＪＴＢパブリッシン

グ
大塩　北塩原村生涯学習センター 9115

未来のためのSDGｓ　１ 国谷　裕子 文溪堂 大塩　北塩原村生涯学習センター 11271

未来のためのSDGｓ　２ 国谷　裕子 文溪堂 大塩　北塩原村生涯学習センター 11272

未来のためのSDGｓ　３ 国谷　裕子 文溪堂 大塩　北塩原村生涯学習センター 11273

未来へむかう心が育つおはなし 主婦の友社 主婦の友社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7443

民具学の基礎 岩井宏實 慶友社 大塩　北塩原村生涯学習センター 500

民具の事典 岩井　宏實 河出書房新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8102

民藝の教科書４  かごとざる 萩原健太郎 グラフィック社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2599

みんながそろう日
ヨーケ・ファン・レーウエ
ンマリカ・ブライン

すずき出版 北山　構造改善センター 1990

みんなで楽しむ布ぞうり 新装版 大塩　北塩原村生涯学習センター 9113

ムーミン谷のなかまたち
トーベヤンソン　訳当麻
ゆか

徳間書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10998

向羽黒山城跡ガイドブック 佐藤金一郎 歴春ブックレット 大塩　北塩原村生涯学習センター 2612



むかしむかしあるところに死体がありました 青柳碧人 双葉社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10975

麦本三歩のすきなもの 住野　よる 幻冬舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 10575

村上海賊の娘　上巻 和田竜 新潮社 北山　構造改善センター 3581

村上海賊の娘　下巻 和田竜 新潮社 北山　構造改善センター 3582

村上さんのところ 村上春樹 新潮社 北山　構造改善センター 4670

むらさきのスカートの女 今村夏子 朝日新聞出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11184

むれ ひろたあきら 角川書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 11005

室町幕府と東北の国人 白根　靖大　編 吉川弘文館 大塩　北塩原村生涯学習センター 5487

メアリと魔女の花 メアリー・スチュアート 角川つばさ文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 8064

明解　日本登山史　エピソードで読む日本人の
登山

布川欣一 ヤマケイ新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 7476

明治維新という過ち 原田　伊織 毎日ワンズ 大塩　北塩原村生涯学習センター 8520

明治維新の血の最前線 星　亮一 さくら舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 8521

めったに見られない瞬間！ ｵﾘｼﾞﾅﾙジオグラフィック 二見書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 9111

メモの魔力 前田　裕二 幻冬舎 大塩　北塩原村生涯学習センター 10552

麺・丼・おかずの爆速バズレシピ リュウジ 扶桑社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11204

もう、不満は言わない（人間関係編）
ウィル・ボウエン／高橋
由紀子訳

サンマーク出版社 裏磐梯自然環境活用センター 4219

もうぬげない ﾖｼﾀｹｼﾝｽｹ ﾌﾞﾛﾝｽﾞ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5437

もうぬげない ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 裏磐梯自然環境活用センター 6260

もう不満は言わない
ウィル・ボウエン／高橋
由紀子訳

サンマーク出版社 裏磐梯自然環境活用センター 4143

もしもなやみがなかったら 水野　敬也 文響社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8109

もしものせかい ヨシタケシンスケ 赤ちゃんとママ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11195

もしものときの妖怪たいさくマニュアル(1) 村上　健司 汐文社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10521

もったいないばあさん 真珠まりこ 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7437

もったいないばあさんの　いただきます 真珠まりこ 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7436

もっと会津を 簗田　直行
ＮＰＯ法人会津文

化づくり
大塩　北塩原村生涯学習センター 6272



もっとざんねんないきもの物事典 今泉　忠明 高橋書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 10553

もっともっとまいにち布ぞうり 蔭山　はるみ 日本ヴｵーグ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8098

ものと人間の文化史12　絵馬 岩井宏實 法政大学出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7412

ものと人間の文化史7　塩 平島裕正 法政大学出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 7411

もののしくみ大図鑑 村上　雅人 世界文化社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7879

森が消えれば海も死ぬ 松永勝彦 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2715

森ではたらく！ 古川大輔・山崎亮 学芸出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 2701

森と人間 田嶋謙三・神田リエ 朝日新聞出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 2702

森に流れる時間　文一総合出版 米　美知子 文一総合出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 5422

森のいのち 小寺卓矢 アリス館 大塩　北塩原村生涯学習センター 2616

森の写真動物記５  クマのすむ山 宮崎学 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2615

森の力 浜田久美子 岩波新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 2714

森はオペラ 姉崎一馬 クレヨンハウス 大塩　北塩原村生涯学習センター 2620

森は地球のたからもの１  森が泣いている 宮脇昭 ゆまに書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 2680

森は地球のたからもの2  森は生命の源 宮脇昭 ゆまに書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 2681

森は地球のたからもの３  森の未来 宮脇昭 ゆまに書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 2682

森を歩く森林セラピーへのいざない 田中淳夫 角川新書 大塩　北塩原村生涯学習センター 2713

森を育てる生きものたち 谷本雄治・盛口満 岩崎書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2614

夜行 森見登美彦 小学館 大塩　北塩原村生涯学習センター 6286

やさいさん tupera tupera 学研プラス 大塩　北塩原村生涯学習センター 7452

野菜のおかず便利帳800 GaKKen 大塩　北塩原村生涯学習センター 9340

弥栄の鳥 阿部　智里 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 8263

やさしいストレッチ 原田　優子 成美堂出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 8255

やせるおかず作りおき 柳澤英子 小学館 大塩　北塩原村生涯学習センター 6299

やせるベジファースト 浜内　千波 世界文化社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8267



やってはいけないデザイン 平本　久美子 株式会社翔泳社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8105

やまおやじ 今森光彦 小学館 大塩　北塩原村生涯学習センター 2619

山女日記 湊　かなえ 幻冬舎文庫 桧原　桧原出張所 6292

山怪　参 田中　康弘 山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9313

山怪　山人が語る不思議な話　田中康弘 田中康弘 山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5414

ヤマケイ文庫　くう・ねる・のぐそ 伊沢　正名 ヤマケイ文庫 北山　構造改善センター 5419

山城ガイド 加藤　理文 Gakken 大塩　北塩原村生涯学習センター 9121

山でお泊り手帳 仲川　希良 枻出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9316

山と絶景と 大原英樹・旅 辰巳出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 11006

山の常識　釈問百答 釈　由美子 山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 4664

山本二三百景　新製版 山本二三 枻出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 10218

山渓ﾊﾝﾃﾞｨ図鑑　樹木の葉　実物スキャン 林　将之 山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5424

山渓ﾊﾝﾃﾞｨ図鑑　落葉樹の葉 田中　啓幾 山と渓谷社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5426

闇に浮かぶ呪いの影　学校の怖い話　3　トイレの花子さん平川　陽一 汐文社 裏磐梯自然環境活用センター 8322

有毒！注意！危険植物大図鑑 保谷　彰彦 あかね書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 11242

幽霊塔 江戸川乱歩 岩波書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 4675

ゆかいな農場 マルセル・エ一メ 福音館書店 北山　構造改善センター 1841

雪と氷の図鑑 武田康男 草思社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6301

ゆるふわ昆虫図鑑 じゅえき太郎 宝島社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8270

よくわかる  きのこ大図鑑 小宮山勝司 永岡書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2672

よくわかる  樹木大図鑑 平野隆久 永岡書店 大塩　北塩原村生涯学習センター 2673

夜空の星の物語 ＰＩＴ 大塩　北塩原村生涯学習センター 8340

ヨチヨチ父　とまどう日々 ヨシタケ　スンスケ 赤ちゃんとママ社 裏磐梯自然環境活用センター 9311

よのなかのルールブック 高濱　正伸 日本図書センター 大塩　北塩原村生涯学習センター 10234

よのなかのルールブック　メシがくえる大人にな
る

高濱　正伸 日本図書センター 大塩　北塩原村生涯学習センター 10544



蘇える変態 星野　源 マガジンハスス 裏磐梯自然環境活用センター 8265

読むだけで心がラクになる22の言葉 本田健 フォレスト出版 北山　構造改善センター 1704

ライオンのおやつ 小川糸 ポプラ社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11201

リアルサイズ古生物図鑑　古生代編 土屋　健 社会技術評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9304

リアルサイズ古生物図鑑（中生代編） 土屋　健 技術評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11238

理科が楽しくなる大自然のふしぎ　岩石・宝石ビ
ジュアル図鑑

GAKKEN GAKKEN 大塩　北塩原村生涯学習センター 10518

陸王 池井田　潤 集英社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8264

陸奥国の中世石川氏 小豆畑　毅 岩田書院 大塩　北塩原村生涯学習センター 8213

りゆうがあります ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6261

流星のワンダー 学研 学研 大塩　北塩原村生涯学習センター 8238

猟師の肉は腐らない 小泉武夫 新潮社 裏磐梯自然環境活用センター 4651

りんごかもそれない ヨシタケ　シンスケ ブロンズ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6259

りんごりんごりんご 安西　水丸 主婦の友社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10556

リンドバーグ　空飛ぶネズミの大冒険
トーベン・クールマン
金原瑞人　訳

ブロンズ新社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10952

林明輝写真集　自然首都　　平凡社 林　明輝 平凡社 大塩　北塩原村生涯学習センター 5417

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤　洋 株式会社講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 6269

ルビとしっぽの秘密 野中柊 理論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11194

流浪の月 凪良ゆう 東京創元社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11181

れいぞうこ（あけて・あけてえほん） 新井　洋行 階成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10554

霊媒探偵城塚翡翠medium 相沢沙呼 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11169

歴史ＲＥＡＬ　井伊直虎　 洋泉社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7421

歴史家の城歩き 中井均・齋藤慎一 高志書院 大塩　北塩原村生涯学習センター 6283

歴史人 KKベストセラーズ 大塩　北塩原村生涯学習センター 8511

歴春ふくしま文庫  ふくしまの鉱山 佐藤一男 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 427

歴春ふくしま文庫  ふくしまの城 鈴木啓 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 411



歴春ふくしま文庫  ふくしまの地形 中村嘉男 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 428

歴春ふくしま文庫　街道宿駅助郷 丸井佳寿子 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 133

歴春ふくしま文庫　神と仏の信仰 藤田定輿 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 135

歴春ふくしま文庫　近世ふくしまの国絵図 阿部俊夫 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 134

歴春ふくしま文庫　動乱の中の白河結城氏 伊藤喜良 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 132

歴春ふくしま文庫　徳一菩薩ひとおしえ・がくもん 高橋富雄 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 136

歴春ふくしま文庫　徳一菩薩菩薩への道 高橋富雄 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 137

歴春ふくしま文庫　ふくしまの曙　旧石器時代 藤原妃敏 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 130

歴春ふくしま文庫　ふくしまの民家とその保存 草野和夫 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 131

レモンレシピ
ポッカコーポレー

ション
大塩　北塩原村生涯学習センター 8269

六月の雪 乃南アサ 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 10574

ろくろ 橋本　鉄夫 法政大学出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 6279

ロスジェネの逆襲 池井戸潤 ダイヤモンド社 大塩　北塩原村生涯学習センター 3578

若草物語 オルコット 講談社 大塩　北塩原村生涯学習センター 8065

和菓子の絵本 平野　恵理子 あすなろ書房 大塩　北塩原村生涯学習センター 10216

わが殿　上 畠中　恵 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 10919

わが殿　下 畠中　恵 文藝春秋 大塩　北塩原村生涯学習センター 10920

わかりやすい会津の歴史幕末　現代編 鈴木荘一/笹川壽夫 歴史春秋社 大塩　北塩原村生涯学習センター 207

わけあって絶滅しました 今泉　忠明 ダイヤモンド社 大塩　北塩原村生涯学習センター 10555

倭国の形成と東北 藤沢　敦　編 吉川弘文館 大塩　北塩原村生涯学習センター 5484

ワシ・タカの巣 　３ 宮崎学 偕成社 大塩　北塩原村生涯学習センター 2625

わすれられないおくりもの スーザン・バーレイ 評論社 大塩　北塩原村生涯学習センター 11208

わすれんぼうにかんぱい！ 宮川ひろ 童心社 大塩　北塩原村生涯学習センター 7446

わたしの会津古寺巡礼 笹川　壽夫 歴史春秋出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 6273

わたしのいつものごはん 栗原　はるみ ＮＨＫ出版 大塩　北塩原村生涯学習センター 9339



わたしの犬、ラッキー ダイアン・メイコック あすなろ書房 北山　構造改善センター 1988

わたしのわごむはわたさない ヨシタケシンスケ PHP 大塩　北塩原村生涯学習センター 10928

わたしは、わたし
ジャクリーン・ウッドソン
／さくまゆみこ訳

鈴木出版社 裏磐梯自然環境活用センター 4181

ワンバーナーで山ごはん 枻出版社 大塩　北塩原村生涯学習センター 9116

星を追うこども 新海　誠 角川文庫 大塩　北塩原村生涯学習センター 10561

未来のためのSDGｓ　４ 国谷　裕子 文溪堂 大塩　北塩原村生涯学習センター 11274


