
みなさん読んで！

～図書館利用者おすすめの本～

No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

1 本屋、はじめました 　 　辻山 良雄∥著 　苦楽堂

2 ヘンな論文 　 　サンキュータツオ∥著

3 わたしの空気のつくりかた 　 　唐橋 ユミ∥著 　徳間書店

4 上 　ダニエル　カーネマン∥著 　早川書房

5 下 　ダニエル　カーネマン∥著 　早川書房

6 怪しいものたちの中世 　 　本郷 恵子∥著

7 町の未来をこの手でつくる 　 　猪谷 千香∥著 　幻冬舎

8 日本でいちばん大切にしたい会社 　 　坂本 光司∥著 　あさ出版

9 親が反対しても、子どもはやる 　 　大前 研一∥著 　ジャパンタイムズ

10 定年オヤジのしつけ方 　 　小川 有里∥著 　講談社

11 部活しながら東大に受かる勉強法 　 　浜田 一志∥著 　中経出版

12 おとぎ話の生物学 　 　蓮実 香佑∥著

13 そらみみ植物園 　 　西畠 清順∥文 　東京書籍

14 　 　小林 朋道∥著 　築地書館

15 動物と話せる女性ハイジ 　 　ハイジ∥著 　ワニ・プラス

16 ときめくカエル図鑑 　 　高山 ビッキ∥文 　山と溪谷社

17 カラスの教科書 　 　松原 始∥著 　雷鳥社

18 科学的に元気になる方法集めました 　 　文響社

19 　 　 　学研パブリッシング

20 かわいいどうぶつあみぐるみ 　 　 　ブティック社

21 　 　 　ブティック社

22 　 　フィリッパ　ヴァンストーン∥著 　グラフィック社

23 花色見本帖 　 　 　世界文化社

24 　 　フローリスト編集部∥編 　誠文堂新光社

25 はじめてのルーヴル 　 　中野 京子∥著 　集英社

26 美しい日本の廃墟 　 　ヨウスケ∥写真　著 　エムディエヌコーポレーション

27 すごい夜空の見つけかた 　 　林 完次∥写真　文 　草思社

28 　 　講談社∥編集 　講談社

29 愛されすぎたぬいぐるみたち 　 　マーク　ニクソン∥写真　文 　オークラ出版

30 野球に革命を起こすバッティング理論 　 　安藤 秀∥著 　現代書林

31 弱くても勝てます 　 　高橋 秀実∥著 　新潮社

32 高校野球弱者の戦法 　 　田尻 賢誉∥著 　日刊スポーツ出版社

33 沈黙のアイドル 　 　赤川 次郎∥著 　角川書店

34 野球部ひとり 　 　朝倉 宏景∥著 　講談社

35 きんぴか 1 　浅田 次郎∥著 　光文社

36 精霊の守り人 　 　上橋 菜穂子∥作 　偕成社

37 The Book 　 　荒木 飛呂彦∥原作 　集英社

38 真ん中の子どもたち 　 　温 又柔∥著 　集英社

39 左目に映る星 　 　奥田 亜希子∥著 　集英社

40 珈琲店タレーランの事件簿 　 　岡崎 琢磨∥著 　宝島社

41 二千七百の夏と冬 上 　荻原 浩∥著 　双葉社

42 二千七百の夏と冬 下 　荻原 浩∥著 　双葉社
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43 アヴェ・マリアのヴァイオリン 　 　香川 宜子∥著

44 本好きの下剋上 　香月 美夜∥著

45 天使の囀り 　 　貴志 祐介∥著 　角川書店

46 昨夜のカレー、明日のパン 　 　木皿 泉∥著 　河出書房新社

47 サイハテ 　 　小林 オニキス∥著

48 ブランケット・キャッツ 　 　重松 清∥著 　朝日新聞社

49 また、桜の国で 　 　須賀 しのぶ∥著 　祥伝社

50 君の膵臓をたべたい 　 　住野 よる∥著 　双葉社

51 びんぼう神様さま 　 　高草 洋子∥画　文 　地湧社

52 走れメロス 　 　太宰 治∥著 　ポプラ社

53 居酒屋まるの千夜一夜物語 上 　千冬∥著

54 居酒屋まるの千夜一夜物語 下 　千冬∥著

55 おしりたんてい ふめつのせっとうだん 　 　トロル∥さく　え 　ポプラ社

56 兄弟 　 　なかにし 礼∥著 　文芸春秋

57 湯を沸かすほどの熱い愛 　 　中野 量太∥著 　文藝春秋

58 惑いの森 　 　中村 文則∥著 　イースト・プレス

59 さよならドビュッシー 　 　中山 七里∥著 　宝島社

60 悲鳴伝 　 　西尾 維新∥著 　講談社

61 OVER HEAVEN 　 　荒木 飛呂彦∥原作 　集英社

62 1 　講談社

63 　 　講談社

64 謎解きはディナーのあとで 　 　東川 篤哉∥著 　小学館

65 もういっかい彼女 　 　松久 淳∥著 　小学館

66 ここはボツコニアン 　 　宮部 みゆき∥著 　集英社

67 コンビニたそがれ堂 神無月のころ 　 　ポプラ社

68 かもめ食堂 　 　群 ようこ∥著 　幻冬舎

69 オレがマリオ 　 　俵 万智∥著 　文藝春秋

70 悩ましき買物 　 　赤瀬川 原平∥著 　フレーベル館

71 神と怨霊 　 　梅原 猛∥著 　文藝春秋

72 人間にとって成熟とは何か 　 　曽野 綾子∥著 　幻冬舎

73 実りの庭 　 　光野 桃∥著 　文藝春秋

74 村上朝日堂の逆襲 　 　村上 春樹∥文 　朝日新聞社

75 団地のはなし 　 　青幻舎

76 わたしたちが孤児だったころ 　 　カズオ　イシグロ∥著 　早川書房

77 アルジャーノンに花束を 　 　ダニエル　キイス∥著 　早川書房

78 コニー・ライオンハートと神秘の生物 Vol.1 　ジュリア　ゴールディング∥作 　静山社

79 ボーン・コレクター 　 　ジェフリー　ディーヴァー∥著 　文芸春秋

80 守備の極意 上 　チャド　ハーバック∥著 　早川書房

81 守備の極意 下 　チャド　ハーバック∥著 　早川書房

82 　 　レスリー　マーゴリス∥作

83 ジャストインケース 　 　メグ　ローゾフ∥作 　理論社

84 ナタリー 　 　ダヴィド　フェンキノス∥著 　早川書房

85 リラとわたし 　 　エレナ　フェッランテ∥著 　早川書房

86 チェルノブイリの祈り 　 　岩波書店
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