
平成２８年９月～11月 一般展示コーナー

資料コード 資　料　名 　著　者　名 　出　版　者 　請求記号 所属

1 111929667 残るは食欲 　阿川 佐和子∥著 　マガジンハウス  　596.0  /ｱ             　一般

2 112273123 9割がバイトでも最高の感動が生ま　福島 文二郎∥著 　中経出版 　 689.3  /ﾌ              　一般

れるディズニーのホスピタリティ

3 120339916 白バラはどこに 　ガラーツ∥[著] 　みすず書房  　726    /ｲ             　児童

4 111982583 くじけないで 　柴田 トヨ∥著 　飛鳥新社  　911.5  /ｼ              　一般

5 112250899 7年目のツレがうつになりまして。　細川 貂々∥著 　幻冬舎 　 916    /ﾎ             　一般

6 120445713 タイムマシン 　H.G.ウェルズ∥作 　岩波書店  　933    /ｳ              　児童

7 111681128 青空のむこう 　アレックス　シアラー∥著 　求竜堂 　 933    /ｼ               　一般

8 110654167 チーズはどこへ消えた？ 　スペンサー・ジョンソン∥著　扶桑社 　 933    /ｼﾞ              　一般

9 111858098 わたしのなかのあなた 　ジョディ　ピコー∥著 　早川書房  　933    /ﾋﾟ             　一般

10 112295183 変身 　カフカ∥[著] 　新潮社 　 943    /ｶ             　ﾃｨｰﾝ

11 112383864 ムーミンを生んだ芸術家 　冨原 眞弓∥著 　新潮社 　 949.8  /ﾔ               　一般

トーヴェ・ヤンソン

12 129099941 いつでも会える 　菊田 まりこ∥著 　学研  　E    /ｲ              　児童

13 120516554 おおきな木 　シェル　シルヴァスタイン∥作　あすなろ書房 　 E    /ｵ              　児童

14 120546296 最初の質問 　長田 弘∥詩 　講談社  　E    /ｻ            　児童

15 120731617 はこ 　小野 不由美∥作 　岩崎書店  　E    /ﾊ             　児童

16 120589239 100万回生きたねこ 　佐野 洋子∥作　絵 　講談社 　 E    /ﾋ             　児童

17 119809754 ひとり日和 　青山 七恵∥著 　河出書房新社  　F  　/ｱ              　一般

18 111995908 県庁おもてなし課 　有川 浩∥著 　角川書店  　F    /ｱ               　一般

19 111865796 レインツリーの国 　有川 浩∥著 　新潮社  　F    /ｱ             　一般

20 112378815 アナと雪の女王 　ﾊﾝｽ ｸﾘｽﾁｬﾝ　ｱﾝﾃﾞﾙｾﾝ∥原作 　竹書房 　 F    /ｱ           　ﾃｨｰﾝ

21 111972329 キケン 　有川 浩∥著 　新潮社  　F    /ｱ           　一般

22 111909628 別冊図書館戦争 1 　有川 浩∥著 　ｱｽｷｰ・ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ  　F    /ｱ   /1           　一般

23 111757738 アヒルと鴨のコインロッカー 　伊坂 幸太郎∥著 　東京創元社 　 F    /ｲ            　一般

24 112143094 重力ピエロ 　伊坂 幸太郎∥著 　新潮社 　 F    /ｲ            　一般

25 112353792 ロスジェネの逆襲 　池井戸 潤∥著 　ダイヤモンド社  　F    /ｲ            　一般

26 111825972 砂漠 　伊坂 幸太郎∥著 　実業之日本社  　F    /ｲ            　一般

27 112143144 陽気なギャングが地球を回す 　伊坂 幸太郎∥著 　祥伝社 　 F    /ｲ              　一般

28 112143060 ゴールデンスランバー 　伊坂 幸太郎∥著 　新潮社  　F    /ｲ             　一般

29 111698270 冷めない紅茶 　小川 洋子∥著 　福武書店  　F    /ｵ              　一般

30 112314091 世界から猫が消えたなら 　川村 元気∥著 　マガジンハウス 　 F    /ｶ              　一般

31 111982427 パスタマシーンの幽霊 　川上 弘美∥著 　マガジンハウス 　 F    /ｶ             　一般

「会津大学短期大学部＆卒業生のみなさんがおすすめする一冊」　展示図書リスト



資料コード 資　料　名 　著　者　名 　出　版　者 　請求記号 所属

32 111863197 彼女のこんだて帖 　角田 光代∥著 　ベターホーム出版局 　F    /ｶ              　一般

33 112009758 鍵のかかった部屋 　貴志 祐介∥著 　角川書店 　 F  　/ｷ           　一般

34 110947629 「また、必ず会おう」と誰もが言った　喜多川 泰／著 　サンマーク出版 　 F    /ｷ              　一般

35 111750907 姑獲鳥(うぶめ)の夏 　京極 夏彦∥著 　講談社  　F    /ｷ          　一般

36 119861862 陽だまりの彼女 　越谷 オサム∥著 　新潮社  　F    /ｺ            　一般

37 111947115 アントキノイノチ 　さだ まさし∥著 　幻冬舎  　F    /ｻ              　一般

38 111810115 私という運命について 　白石 一文∥著 　角川書店  　F    /ｼ             　一般

39 111925905 右岸 　辻 仁成∥著 　集英社 　 F    /ﾂ          　一般

40 112270368 要介護探偵の事件簿 　中山 七里∥著 　宝島社 　 F    /ﾅ              　一般

41 111697447 少年アリス 　長野 まゆみ∥著 　河出書房新社 　 F    /ﾅ             　一般

42 112163548 神様のカルテ 　夏川 草介∥著 　小学館  　F    /ﾅ             　一般

43 112016951 漁港の肉子ちゃん 　西 加奈子∥著 　幻冬舎  　F    /ﾆ            　一般

44 112447107 十二大戦 　西尾 維新∥小説 　集英社  　F    /ﾆ            　一般

45 112271218 楽園のカンヴァス 　原田 マハ∥[著] 　新潮社  　F    /ﾊ             　一般

46 111739652 ぬしさまへ 　畠中 恵∥著 　新潮社  　F    /ﾊ             　一般

47 111782876 ねこのばば 　畠中 恵∥著 　新潮社  　F    /ﾊ             　一般

48 111953303 武士道エイティーン 　誉田 哲也∥著 　文藝春秋 　 F    /ﾎ            　ﾃｨｰﾝ

49 119579910 少女 　湊 かなえ∥著 　早川書房 　 F    /ﾐ             　一般

50 112285820 舟を編む 　三浦 しをん∥著 　光文社 　 F    /ﾐ             　一般

51 111946547 神去なあなあ日常 　三浦 しをん∥著 　徳間書店  　F    /ﾐ             　一般

52 112051651 宮部みゆき 　宮部 みゆき∥著 　文藝春秋  　F    /ﾐ              　ﾃｨｰﾝ

53 112394069 殺人出産 　村田 沙耶香∥著 　講談社  　F    /ﾑ              　一般

54 111891891 有頂天家族 　森見 登美彦∥著 　幻冬舎 　 F    /ﾓ             　一般

55 111941969 恋文の技術 　森見 登美彦∥著 　ポプラ社  　F    /ﾓ             　一般

56 111982690 ペンギン・ハイウェイ 　森見 登美彦∥著 　角川書店  　F    /ﾓ              　一般

57 112033022 カラフル 　森 絵都∥作 　理論社  　F    /ﾓ               　ﾃｨｰﾝ

58 111984142 屋上ミサイル 　山下 貴光∥著 　宝島社 　 F    /ﾔ              　一般

59 112345350 屋上ミサイル［２］ 　山下 貴光∥著 　宝島社 　 F    /ﾔ   /2         　一般

60 112339320 ランチのアッコちゃん 　柚木 麻子∥著 　双葉社 　 F    /ﾕ            　一般


