
平成２９年９月～１０月　一般展示コーナー図書リスト

「夜の世界に誘う本」
No. 書名 副書名 著者名 分類 出版者

1 夜食の文化誌 西村 大志∥編著 青弓社

2 同朋舎

3 野尻抱影 星は周る 野尻 抱影∥著 平凡社

4 デジタルカメラによる星座写真の写し方 沼澤 茂美∥著 誠文堂新光社

5 夜空が教室。やさしい天文学入門 柴田 晋平∥ほか著 技術評論社

6 渡部潤一の星空観察 ニュートンプレス

7 星雲・星団観察ガイドブック いろいろな望遠鏡による見え方がわかる 大野 裕明∥著 誠文堂新光社

8 星空手帳 大野 裕明∥著

9 星座 渡部 潤一∥監修 日東書院本社

10 知識ゼロからの星座入門 渡部 潤一∥監修 幻冬舎

11 星座の見かたがわかる本 藤井 旭∥著 誠文堂新光社

12 星座の神話がわかる本 藤井 旭∥著 誠文堂新光社

13 夜明け前の星空案内 一日一話 藤井 旭∥著 誠文堂新光社

14 全天星座百科 藤井 旭∥著 河出書房新社

15 夜空の美術館 八ケ岳星座物語 増田 戻樹∥写真　文 世界文化社

16 月の名前 高橋 順子∥文 佐藤 秀明∥写真 デコ 

17 月光 林 完次∥写真　文 角川書店

18 月と暮らす。 月を知り、月のリズムで 藤井 旭∥著 誠文堂新光社

19 今夜、流れ星を見るために 夜空に降るひとすじの輝きをもとめて 星空さんぽ編集部∥編 誠文堂新光社

20 夜行性動物写真集 トレア　スコット∥著 スペースシャワーネットワーク

21 深夜食堂の料理帖 飯島 奈美∥著 小学館

22 真夜中のいけないレシピ ビッグコミックオリジナル∥共同編集 小学館

23 芳年『月百姿』 大蘇 芳年∥画 岩切 友里子∥編著 東京堂出版

24 白夜の国 東山 魁夷∥著 ビジョン企画出版社

25 杉浦 日向子∥著 新潮社 

26 闇の夜に ブルーノ　ムナーリ∥著 河出書房新社

27 銀河鉄道の夜 宮沢 賢治∥原作 リトルモア

28 安倍 夜郎∥著 小学館

29 夕暮れ巴水 林望の日本美憧憬 川瀬 巴水∥画 林 望∥詩　文 講談社

30 夕景・夜景の正しい撮り方 もっと美しく、もっと素敵な写真になる 学研パブリッシング

31 地球月光浴 石川 賢治∥文 新潮社

32 石川 賢治∥写真　文 小学館

33 山の星月夜 眠らない日本アルプス 菊池哲男写真集 菊池 哲男∥著 小学館

34 月の空 森 光伸∥著 光村推古書院

35 天空の軌跡 月・星・太陽のある風景 山田 哲司∥写真 光村推古書院

36 夜 ポプラ社

37 月 ポプラ社

38 夢 ポプラ社

39 星 ポプラ社

40 幽 ポプラ社

41 怪 ポプラ社

42 夢 国書刊行会

43 吸血鬼 国書刊行会

44 妖怪 国書刊行会

45 夢 作品社 

46 月 作品社 

47 夜 作品社 

48 市古 貞次∥責任編集 ほるぷ出版

383.8/ニ

日本怪奇幻想紀行 5之巻 妖怪/夜行巡り 388.1/ニ/5

440.4/ノ

442.7/ヌ

星空案内人になろう! 442/ホ

夜空がよくわかる!楽しくなる! 442/ワ

443.7/オ

今夜も星の世界へ出かけよう! 443.8/オ JTBパブリッシング

夜空に輝く全88星座を写真で解説 443.8/セ

443.8/チ

443.8/フ

443.8/フ

443.8/フ

443.8/フ

443.8/マ

446/デ

446/ハ

446/フ

447/コ

481.7/ス

596/イ

深夜食堂×dancyu 596/シ

721.8/ツ

721.9/ヒ

百物語 1～3 726/ス-1～3

726.5/ム

726.5/キ

深夜食堂 1～17 M726.1/ア/1～17

733/カ

743.5/ユ

748/イ

宙(ソラ)の月光浴 SPACE of SPIRIT 月光写真集 748/イ

748/キ

748/モ

748/ヤ

百年文庫 9 908.3/ヒ/9

百年文庫 33 908.3/ヒ/33

百年文庫 42 908.3/ヒ/42

百年文庫 51 908.3/ヒ/51

百年文庫 84 908.3/ヒ/84

百年文庫 90 908.3/ヒ/90

書物の王国 2 908/シ/2

書物の王国 12 908/シ/12

書物の王国 18 『書物の王国』編纂委員会∥[編] 908/シ/18

日本の名随筆 14 914.6/ニ/14

日本の名随筆 58 914.6/ニ/58

日本の名随筆 72 914.6/ニ/72

日本の文学 52 夜明け前1 Y918/ニ/52



No. 書名 副書名 著者名 分類 出版者

49 市古 貞次∥責任編集 ほるぷ出版

50 市古 貞次∥責任編集 ほるぷ出版

51 市古 貞次∥責任編集 ほるぷ出版

52 夜までは 松田 哲夫∥編 あすなろ書房

53 夜中の薔薇 向田邦子∥著 文藝春秋

54 夜、僕らは輪になって歩く ダニエル　アラルコン∥著 新潮社

55 夜想曲集 音楽と夕暮れをめぐる五つの物語 カズオ　イシグロ∥著 早川書房

56 スコット　ウエスターフェルド∥著 東京書籍

57 夜の庭師 ジョナサン　オージエ∥著 東京創元社

58 夜の樹 カポーティ∥著 新潮社

59 Eggs 夜明けなんて見たくない ジェリー　スピネッリ∥作 理論社

60 ソードハンド 闇の血族 マーカス　セジウィック∥著 あかね書房

61 真夜中の動物園 ソーニャ　ハートネット∥著 主婦の友社

62 夜のスイッチ レイ　ブラッドベリ∥文 晶文社

63 猫のパジャマ レイ　ブラッドベリ∥著 河出書房新社

64 真夜中の飛行 リタ　マーフィー∥作 小峰書店

65 ステファニー　メイヤー∥著 ヴィレッジブックス

66 夜のサーカス エリン　モーゲンスターン∥著 早川書房

67 夜と霧 ドイツ強制収容所の体験記録 みすず書房

68 夜と霧 みすず書房

69 夜と霧 フランクル 諸富 祥彦∥著

70 夜間飛行 新潮社

71 眠れない夜は体を脱いで 彩瀬 まる∥著 徳間書店

72 深夜の見舞客 赤川 次郎∥著 小学館

73 夜警 赤川 次郎∥著 双葉社

74 鼠、江戸を疾る 赤川 次郎∥著 角川書店

75 鼠、闇に跳ぶ 赤川 次郎∥著 角川書店

76 鼠、夜に賭ける 赤川 次郎∥著 角川書店

77 鼠、剣を磨く 赤川 次郎∥著 角川書店

78 鼠、危地に立つ 赤川 次郎∥著 角川書店

79 鼠、狸囃子に踊る 赤川 次郎∥著 角川書店

80 鼠、滝に打たれる 赤川 次郎∥著 KADOKAWA

81 鼠、地獄を巡る 赤川 次郎∥著 KADOKAWA

82 鼠、嘘つきは役人の始まり 赤川 次郎∥著 KADOKAWA

83 深夜零時に鐘が鳴る 朝倉 かすみ∥著 マガジンハウス

84 秋川 滝美∥著 アルファポリス

85 夜の国のクーパー 伊坂 幸太郎∥著 東京創元社

86 石川 宏千花∥著 講談社

87 夜をぶっとばせ 井上 荒野∥著 朝日新聞出版

88 あの日にかえりたい 乾 ルカ∥著 実業之日本社

89 夜の写本師 乾石 智子∥著 東京創元社

90 夜啼きの森 岩井 志麻子∥著 角川書店

91 夜泣き石 鬼坊主不覚末法帖 犬飼 六岐∥著 祥伝社

92 ぼくらは夜にしか会わなかった 市川 拓司∥著 祥伝社

93 夜を守る 石田 衣良∥著 双葉社

94 真夜中の運動会 池永 陽∥著 朝日新聞出版

95 月光ノ仮面 小説 板尾 創路∥原案 増本 庄一郎∥原案 ヨシモトブックス

96 聞き屋与平 江戸夜咄草 宇江佐 真理∥著 集英社

97 夜鳴きめし屋 宇江佐 真理∥著 光文社

98 星と月の夜 海老沢 泰久∥著 集英社

99 闇の平蔵 逢坂 剛∥著 文藝春秋

日本の文学 53 夜明け前2 Y918/ニ/53

日本の文学 54 夜明け前3 Y918/ニ/54

日本の文学 55 夜明け前4 Y918/ニ/55

中学生までに読んでおきたい日本文学 3 Y918.6/チ/3

向田邦子全集 9 918.6/ム/9

933/ア

933/イ

ミッドナイターズ 1～3 Y933/ウ/1～3

Y933/オ

Y933/カ

Y933/ス

Y933/セ

Y933/ハ

Y933/ブ

933/ブ

Y933/マ

トワイライト 1～13 Y933/メ/1～13

933/モ

V.E.フランクル∥著 946/フ

ヴィクトール　E.フランクル∥著 946/フ

946/フ NHK出版

サン=テグジュペリ∥著 B953/サ

F/ア

F/ア

F/ア

F/ア

F/ア

F/ア

F/ア

BF/ア

BF/ア

F/ア

F/ア

F/ア

F/ア

居酒屋ぼったくり １～7 F/ア～/7

F/イ

ユリエルとグレン 1～3 YF/イ/1～3

F/イ

F/イ

F/イ

F/イ

F/イ

F/イ

F/イ

F/イ

F/イ

F/ウ

F/ウ

F/エ

F/オ



No. 書名 副書名 著者名 分類 出版者

100 真夜中のマーチ 奥田 英朗∥著 集英社

101 ポプラ社

102 踊る猫 折口 真喜子∥著 光文社

103 夜のピクニック 恩田 陸∥著 新潮社

104 夜の底は柔らかな幻 上 恩田 陸∥著 文藝春秋

105 夜の底は柔らかな幻 下 恩田 陸∥著 文藝春秋

106 終りなき夜に生れつく 恩田 陸∥著 文藝春秋

107 丑三つ時から夜明けまで 大倉 崇裕∥著 光文社

108 風 カオル∥著 小学館

109 インディゴの夜 加藤 実秋∥著 東京創元社

110 チョコレートビースト 加藤 実秋∥著 東京創元社

111 ホワイトクロウ 加藤 実秋∥著 東京創元社

112 加藤 実秋∥著 東京創元社

113 黄金坂ハーフウェイズ 加藤 実秋∥著 角川書店

114 深夜にいる 香納 諒一∥著 中央公論社

115 夜を待ちながら 北方 謙三∥著 幻冬舎

116 夜の隅のアトリエ 木村 紅美∥著 文藝春秋

117 巷説百物語 京極 夏彦∥著 角川書店

118 巷説百物語 続 京極 夏彦∥著 中央公論新社

119 夜また夜の深い夜 桐野 夏生∥著 幻冬舎

120 よるのふくらみ 窪 美澄∥著 新潮社

121 夜は一緒に散歩しよ 黒 史郎∥著 メディアファクトリー

122 シーツとシーツのあいだ 小手鞠 るい∥著 徳間書店

123 夜は満ちる 小池 真理子∥著 新潮社

124 水底の光 小池 真理子∥著 文藝春秋

125 午前零時 鈴木 光司∥著 新潮社

126 夜の光 坂木 司∥著 新潮社

127 今夜も宇宙の片隅で 笹生 陽子∥著 講談社

128 インディアン・サマー騒動記 沢村 浩輔∥著 東京創元社

129 夜が運ばれてくるまでに A Book in A Bed 時雨沢 恵一∥文 アスキー・メディアワークス

130 夜のジンファンデル 篠田 節子∥著 集英社

131 食卓の迷宮 篠藤 ゆり∥著 アートン

132 夜夢 柴田 よしき∥著 祥伝社

133 花咲小路四丁目の聖人 小路 幸也∥著 ポプラ社

134 花咲小路三丁目のナイト 小路 幸也∥著 ポプラ社

135 夜騎士物語 新堂 冬樹∥著 双葉社

136 夜姫 新堂 冬樹∥著 幻冬舎

137 夜の淵をひと廻り 真藤 順丈∥著 KADOKAWA

138 闇を飛ぶ 忍者小説集 講談社

139 よるのばけもの 住野 よる 双葉社

140 彩雨亭鬼談 杉村顕道怪談全集 荒蝦夷

141 月と太陽 瀬名 秀明∥著 講談社

142 銀河鉄道の彼方に 高橋 源一郎∥著 集英社

143 夜明け遠き街よ 高城 高∥著 東京創元社

144 おぼろ月 谷村 志穂∥著 祥伝社

145 田丸 雅智∥著 光文社

146 蛇と月と蛙 田口 ランディ∥著 朝日新聞出版 

147 南の子供が夜いくところ 恒川 光太郎∥著 角川書店

148 夜の終焉 上 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

149 夜の終焉 下 堂場 瞬一∥著 中央公論新社

150 ひやかし 中島 要∥著 光文社

F/オ

真夜中のパン屋さん 1～6 大沼 紀子∥[著] BF/オ/1～6

F/オ

F/オ

F/オ

F/オ

F/オ

F/オ

ハガキ職人タカギ! YF/カ

F/カ

F/カ

F/カ

Dカラーバケーション F/カ

F/カ

F/カ

F/キ

F/キ

F/キ

F/キ/2

F/キ

F/ク

F/ク

F/コ

F/コ

F/コ

F/ゴ

F/サ

YF/サ

F/サ

YF/シ

F/シ

F/シ

F/シ

F/シ

F/シ

F/シ

F/シ

F/シ

司馬 遼太郎∥[ほか]著 F/ジ

F/ス

杉村 顕道∥[著] F/ス

F/セ

F/タ

F/タ

F/タ

ショートショート・BAR F/タ

F/タ

F/ツ

F/ド

F/ド

F/ナ



No. 書名 副書名 著者名 分類 出版者

151 廓の与右衛門控え帳 中嶋 隆∥著 小学館

152 真夜中のダリア 鳴海 章∥著 角川書店

153 夜を撃つ 花村 万月∥著 広済堂出版

154 夜 橋本 治∥著 集英社

155 ラジオ・ガガガ 原田 ひ香∥著 双葉社

156 畠中 恵∥著 朝日新聞出版

157 明治・金色キタン 畠中 恵∥著 朝日新聞出版

158 怪猫鬼談 東 雅夫∥編 人類文化社

159 マカン・マラン 二十三時の夜食カフェ 古内 一絵∥著 中央公論社

160 女王さまの夜食カフェ マカン・マラン ふたたび 古内 一絵∥著 中央公論社

161 夜は終わらない 星野 智幸∥著 講談社

162 闇鏡 堀川 アサコ∥著 新潮社

163 深夜百太郎 入口 舞城 王太郎∥著 ナナロク社

164 深夜百太郎 出口 舞城 王太郎∥著 ナナロク社

165 金原 瑞人∥編 ジャイブ

166 夜露姫 みなと 菫∥著 講談社

167 山椒大夫・高瀬舟  改訂 森 外∥著 鷗 偕成社

168 夜は短し歩けよ乙女 森見 登美彦∥著 角川書店

169 宵山万華鏡 森見 登美彦∥著 集英社

170 夜行 森見 登美彦∥著 小学館

171 つむじ風食堂の夜 吉田 篤弘∥著 筑摩書房

F/ナ

F/ナ

F/ハ

F/ハ

F/ハ

明治・妖(あやかし)モダン F/ハ

F/ハ

F/ヒ

F/フ

F/フ

F/ホ

F/ホ

F/マ

F/マ

みじかい眠りにつく前に 1 金原瑞人YAセレクション
真夜中に読みたい10の話

YF/ミ/1

YF/ミ

YF/モ

F/モ

F/モ

F/モ

F/ヨ
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