
「若松三中の図書委員の皆さんが選んだ本」展示本リスト　　　　　　会津図書館

題名 著者 出版社 請求記号

1 守り人シリーズ（精霊の守り人） 偕成社 児童

2 密室に向かって撃て！ 光文社 ティーンズ

3 完全犯罪に猫は何匹必要か？ 光文社 ティーンズ

4 エメラルドアトラス　最古の魔術書 あすなろ書房 ティーンズ

5 図書館戦争 メディアワークス ティーンズ

6 世界地図の下書き 集英社 一般

7 小学館 一般

8 ＩＣＯ（イコ） 講談社 一般

9 マルモのおきて 一般

10 ティンカーベルと月の石 偕成社 児童

11 カールじいさんと空飛ぶ家 偕成社 児童

12 北極のムーシカミーシカ 理論社 児童

13 ハリーポッターと炎のゴブレット上・下 静山社 ティーンズ

14 大人になれなかった弟たちに・・・ 日本図書センター 児童

15 クビキリサイクル 講談社 ティーンズ

16 デルトラ・クエスト 岩崎書店 児童

17 オオカミ族の少年（クロニクル千古の闇） 評論社 児童

18 有頂天家族 幻冬舎 一般

19 心霊探偵八雲 角川書店 ティーンズ

20 龍のすむ家 竹書房 児童

21 ダレン・シャン 小学館 児童

22 ガフールの勇者たち メディアファクトリ 児童

23 女王さまがおまちかね ポプラ社 児童

24 秘密のスイーツ ポプラ社 ティーンズ

25 姫おやじは名奉行 ポプラ社 ティーンズ

26 フリーター家を買う 幻冬舎 ティーンズ

27 優しいおとな 中央公論新社 一般

28 虹色ほたる～永遠の夏休み～ アルファポリス ティーンズ

29 若様組まいる 講談社 一般

30 息子へ。 幻冬舎 ティーンズ

31 月へのぼったケンタロウくん ポプラ社 ティーンズ

32 ハンナのかばん ポプラ社 児童

33 ダイヤモンド社 ティーンズ

34 走れ！メロス 日本図書センター ティーンズ

35 ティーンズ

36 天国からはじまる物語 理論社 一般

37 野ブタ。をプロデュース 河出書房新社 一般

38 空色の地図 金の星社 ティーンズ

39 見習い警察犬きな子～圭太の物語 汐文社 児童

40 ポニーテール 新潮社 一般

41 地球のまん中　わたしの島 ポプラ社 児童

42 拝啓十五の君へ ポプラ社 ティーンズ

43 謎解きはディナーのあとで 小学館 一般

44 なりそこない王子 新潮社 ティーンズ

45 三毛猫ホームズシリーズ 光文社 ティーンズ

46 シャーロック＝ホームズシリーズ コナン・ドイル 岩崎書店など 児童

47 親指さがし 幻冬舎 一般

48 ラストイニング 角川書店 一般

49 光文社 ティーンズ

上橋菜穂子/作 F/ウ

東川篤哉/著 Ｙ/F/ヒ

東川篤哉/著 Ｙ/F/ヒ

ジョン・スティーブンス/著　　片岡しのぶ/訳 Ｙ/933/ス

有川浩/著 Y/Ｆ/ア

朝井リョウ/著 Ｆ/ア

ぼくたちと駐在さんの700日戦争 ママチャリ/著 Ｂ/Ｆ/マ

宮部みゆき/著 Ｆ/ミ　

木俣冬/ノベライズ
武田ランダムハウ
スジャパン Ｆ/キ

キンバリー・モリス/作　橘高弓枝/訳 933/テ

ジャスミン・ジョーンズ/作　しぶやまさこ/訳 933/カ

いぬいとみこ/著 Ｆ/イ

Ｊ.Ｋ.ローリング/作　松岡佑子/訳 Ｙ/933/ロ/1・2

米倉斉加年/著 918/セ-9

西尾維新/著 Ｙ/Ｆ/二

エミリー・ロッダ/作　岡田好恵/訳 933/ロ‐1～

ミシェル・ペイヴァー/作　さくまゆみこ/訳 933/ぺ-1

森見登美彦/著 F/モ

神永学/著 Y/Ｆ/カ/1～

クリス・ダレーシー/著　三辺律子/訳 933/ダ

ダレン・シャン/作　橋本恵/訳 933/シ-1～

キャスリン・ラスキー/著　食野雅子/訳 933/ラ/1～

菅野雪虫/作 Ｆ/ス

林真理子/作 Y/F/ハ

村上しいこ/作 Y/Ｆ/ム

有川浩/著 Y/Ｆ/ア

桐野夏生/著 Ｆ/キ

川口雅幸/著 Y/Ｆ/カ/1・2

畠中恵/著 Ｆ/ハ

飯野賢治/著 Y/543.5/イ

柳美里/著 Y/F/ユ

カレン・レビン/著　石岡史子/訳 316/レ

もし高校野球のマネージャーがドラッカーの　　
マネジメント」を読んだら 岩崎夏海/著 Y/Ｆ/イ

太宰治/著 Ｙ/Ｆ/ダ/3

1リットルの涙 木藤亜也/著
エフエー出版（幻冬
舎） Ｙ/916/キ

ガブリエル・セヴィン/作　堀川志野舞/訳 933/ゼ

白岩玄/著 Ｆ/シ

梨屋アリエ/作 Y/Ｆ/ナ

ひろはたえりこ/文・構成 F/ヒ

重松清/著 Ｆ/シ

杉本りえ/作 F/ス

ＮＨＫ全国学校音楽コンクール制作班/編 Ｙ/767.4/ハ

東川篤哉/著 Ｆ/ヒ

星新一/著 ＹＦ/ホ

赤川次郎/著 Y/Ｆ/ア

933/ド

山田悠介/著 Ｆ/ヤ

あさのあつこ/著 Ｆ/ア

13歳のシーズン あさのあつこ/著 Y/Ｆ/ア


	所属館名入り

