
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 若松賤子 　 　尾崎 るみ∥著 　港の人

5 　上 　ダニエル　カーネマン∥著 　早川書房

6 　下 　ダニエル　カーネマン∥著 　早川書房

7 これはしない、あれはする 　 　小林 照子∥著 　サンマーク出版

8 ほどよく距離を置きなさい 　 　湯川 久子∥著 　サンマーク出版

9 神と肉 　 　原田 信男∥著 　平凡社

10 怪しいものたちの中世 　 　本郷 恵子∥著

11 きみがモテれば、社会は変わる。 　 　宮台 真司∥著 　イースト・プレス

12 町の未来をこの手でつくる 　 　猪谷 千香∥著 　幻冬舎

13 日本でいちばん大切にしたい会社 　 　坂本 光司∥著 　あさ出版

14 人の力を引き出すコーチング術 　 　原口 佳典∥著 　平凡社

15 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

16 楽天力 　 　沖藤 典子∥著 　清流出版

17 知識ゼロからの星座入門 　 　渡部 潤一∥監修 　幻冬舎

18 おとぎ話の生物学 　 　蓮実 香佑∥著

19 そらみみ植物園 　 　西畠 清順∥文 　東京書籍

20 　 　小林 朋道∥著 　築地書館

21 ときめくカエル図鑑 　 　高山 ビッキ∥文 　山と溪谷社

22 カラスの教科書 　 　松原 始∥著 　雷鳥社

23 スズメ 　 　三上 修∥著 　岩波書店

24 遺伝子も腸の言いなり 　 　藤田 紘一郎∥著 　三五館

25 かわいいどうぶつあみぐるみ 　 　 　ブティック社

26 　 　水野 仁輔∥著 　理論社

27 いとしいたべもの 　 　森下 典子∥文　画 　世界文化社

28
　 　 　ブティック社

29 　 　フィリッパ　ヴァンストーン∥著 　グラフィック社

30 　 　フローリスト編集部∥編 　誠文堂新光社

31 はじめてのルーヴル 　 　中野 京子∥著 　集英社

32 ゆるかわ妖怪絵 　 　講談社

33 この世界の片隅に 　上 　こうの 史代∥著 　双葉社

34 はじめての「ゆるかわ写真」レッスン 　 　川野 恭子∥著 　技術評論社

35 すごい夜空の見つけかた 　 　林 完次∥写真　文 　草思社

36 四季を彩るすてきなユニット折り紙 　 　新宮 文明∥著 　メイツ出版

37 　 　講談社∥編集 　講談社

38 高峰秀子の引き出し 　 　斎藤 明美∥著 　マガジンハウス

39 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

40 弱くても勝てます 　 　高橋 秀実∥著 　新潮社

41 高校野球弱者の戦法 　 　田尻 賢誉∥著 　日刊スポーツ出版社

42 はじめての弓道 　 　松尾 牧則∥著 　誠文堂新光社

43 千年後の百人一首 　 　清川 あさみ∥著 　リトルモア

平成３０年1１月～1２月　一般展示コーナー図書リスト

024/ﾂ

　KADOKAWA 049/ｻ

096/ｶ

099/ﾜ

ファスト&スロー 141.5/ｶ/1

ファスト&スロー 141.5/ｶ/2

159/ｺ

159/ﾕ

163/ﾊ

　KADOKAWA 210.4/ﾎ

Y/304/ﾐ

318.6/ｲ

335.3/ｻ

G/336.4/ﾊ

367.3/ｵ

G/367.7/ｵ

443.8/ﾁ

　PHPエディターズ・グループ 460.4/ﾊ

470.4/ﾆ

先生、巨大コウモリが廊下を飛んでいます! Y/481.7/ｺ

487.8/ﾀ

488.9/ﾏ

488.9/ﾐ

491.3/ﾌ

594.3/ｶ

カレーになりたい! Y/596/ﾐ

596.0/ﾓ

おうちでらくらく!
ホットケーキミックスのかんたんスイーツ 596.6/ｵ

500クッキーのレシピ集 596.6/ﾊﾞ

フラワーアレンジメント・デザイン図鑑500 627.9/ﾌ

706.9/ﾅ

　安村 敏信∥[編]著 Y/721.2/ﾕ

726.1/ｺ/1

743/ｶ

748/ﾊ

754.9/ｼ

公式リカちゃん完全読本50th ANNIVERSARY 759/ｺ

778.2/ﾀ

783.7/ｱ

783.7/ﾀ

783.7/ﾀ

Y/789.5/ﾏ

911.1/ｷ



No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

44 オレがマリオ 　 　俵 万智∥著 　文藝春秋

45 子規のココア・漱石のカステラ 　 　坪内 稔典∥著 　日本放送出版協会

46 謹訳源氏物語 　祥伝社

47 悩ましき買物 　 　赤瀬川 原平∥著 　フレーベル館

48 神と怨霊 　 　梅原 猛∥著 　文藝春秋

49 人魚猛獣説 　 　穂村 弘∥著 　かまくら春秋社

50 実りの庭 　 　光野 桃∥著 　文藝春秋

51 村上朝日堂の逆襲 　 　村上 春樹∥文 　朝日新聞社

52 団地のはなし 　 　青幻舎

53 中島敦全集 　中島 敦∥著 　筑摩書房

54 定本漱石全集 　夏目 金之助∥著 　岩波書店

55 デルトラ・クエスト 　エミリー　ロッダ∥作 　岩崎書店

56 不思議の国のアリス 　 　ルイス  キャロル∥著 　亜紀書房

57 鏡の国のアリス 　 　ルイス  キャロル∥著 　亜紀書房

58 クマのプーさん 　 　講談社インターナショナル YA/933.7/M

59 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

60 アーチー・グリーンと魔法図書館の謎 　 　あすなろ書房

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

62 ボーン・コレクター 　 　ジェフリー　ディーヴァー∥著 　文芸春秋

63 守備の極意 　上 　チャド　ハーバック∥著 　早川書房

64 守備の極意 　下 　チャド　ハーバック∥著 　早川書房

65 　 　レスリー　マーゴリス∥作

66 ジャストインケース 　 　メグ　ローゾフ∥作 　理論社

67 ナタリー 　 　ダヴィド　フェンキノス∥著 　早川書房

68 リラとわたし 　 　エレナ　フェッランテ∥著 　早川書房

69 チェルノブイリの祈り 　 　岩波書店

70 県庁おもてなし課 　 　有川 浩∥著 　角川書店

71 恥知らずのパープルヘイズ 　 　荒木 飛呂彦∥原作 　集英社

72 OVER HEAVEN 　 　荒木 飛呂彦∥原作 　集英社

73 野球部ひとり 　 　朝倉 宏景∥著 　講談社

74 フリーター、家を買う。 　 　幻冬舎

75 沈黙のアイドル 　 　赤川 次郎∥著 　角川書店

76 きんぴか 　浅田 次郎∥著 　光文社

77 きんぴか 　浅田 次郎∥著 　光文社

78 きんぴか 　浅田 次郎∥著 　光文社

79 小説金田一少年の事件簿 　天樹 征丸∥作 　講談社

80 ルーズヴェルト・ゲーム 　 　池井戸 潤∥著 　講談社

81 家庭教室 　 　伊東 歌詞太郎∥著

82 バカとテストと召喚獣 　 　井上 堅二∥著 　エンターブレイン

83 空へ 　 　いとう みく∥作 　小峰書店

84 サマーウォーズ 　 　細田 守∥原作 　角川書店

85 カーネーション 　 　いとう みく∥作 　くもん出版

86 精霊の守り人 　 　上橋 菜穂子∥作 　偕成社

87 獣の奏者 　上橋 菜穂子∥作 　講談社

88 博士の愛した数式 　 　小川 洋子∥著 　新潮社

89 左目に映る星 　 　奥田 亜希子∥著 　集英社

90 二千七百の夏と冬 　上 　荻原 浩∥著 　双葉社

91 二千七百の夏と冬 　下 　荻原 浩∥著 　双葉社

92 櫻子さんの足下には死体が埋まっている

911.1/ﾀ

911.3/ﾏ

　1 　[紫式部∥著] 913.3/ﾑ/1

914.6/ｱ

914.6/ｳ

914.6/ﾎ

914.6/ﾐ

914.6/ﾑ

　東京R不動産∥編著 918.6/ﾀﾞ

　1 918.6/ﾅ/1

　第9巻 918.6/ﾅ/9

　1 933/ﾛ-1

Y/933.6/ｷ

Y/933.6/ｷ

　A.A.ミルン∥著

933.7/ｲ

　D.D.エヴェレスト∥著 Y/933.7/ｴ

　Vol.1 Y/933.7/ｺﾞ/1

933.7/ﾃﾞ

933.7/ﾊ/1

933.7/ﾊ/2

男子って犬みたい! 　PHP研究所 Y/933.7/ﾏ

Y/933.7/ﾛ

953.7/ﾌ

973/ﾌ

　スベトラーナ　アレクシエービッチ∥[著] 986/ｱ

F/ｱ

Y/F/ｱ

Y/F/ｱ

Y/F/ｱ

　有川 浩∥[著] Y/F/ｱ

F/ｱ

　1 F/ｱ/1

　2 F/ｱ/2

　3 F/ｱ/3

　小説1 Y/F/ｱ/1

F/ｲ

　KADOKAWA Y/F/ｲ

Y/F/ｲ

Y/F/ｲ

Y/F/ｲ

Y/F/ｲ

Y/F/ｳ

　1 Y/F/ｳ/1

F/ｵ

F/ｵ

F/ｵ/1

F/ｵ/2

　[4] 　太田 紫織∥[著] 　KADOKAWA Y/F/ｵ/4



No. 書名 副書名 著者名 出版者 分類

93 アヴェ・マリアのヴァイオリン 　 　香川 宜子∥著

94 天使の囀り 　 　貴志 祐介∥著 　角川書店

95 昨夜のカレー、明日のパン 　 　木皿 泉∥著 　河出書房新社

96 八月の六日間 　 　北村 薫∥著

97 サイハテ 　 　小林 オニキス∥著

98 　 　桃戸 ハル∥編著 　学研プラス

99 きみの友だち 　 　重松 清∥著 　新潮社

100 キノの旅 　 　メディアワークス

101 ブランケット・キャッツ 　 　重松 清∥著 　朝日新聞社

102 希望ケ丘の人びと 　 　重松 清∥著 　小学館

103 また、桜の国で 　 　須賀 しのぶ∥著 　祥伝社

104 君の膵臓をたべたい 　 　住野 よる∥著 　双葉社

105 よるのばけもの 　 　住野 よる∥著 　双葉社

106 ブックのいた街 　 　関口 尚∥著 　祥伝社

107 劇場版銀魂完結篇 　 　集英社

108 天狗ノオト 　 　田中 彩子∥作 　理論社

109 さよならの扉 　 　平 安寿子∥著 　中央公論新社

110 びんぼう神様さま 　 　高草 洋子∥画　文 　地湧社

111 走れメロス 　 　太宰 治∥著 　ポプラ社

112 居酒屋まるの千夜一夜物語 　上 　千冬∥著

113 居酒屋まるの千夜一夜物語 　下 　千冬∥著

114 ログ・ホライズン 　橙乃 ままれ∥著 　エンターブレイン

115 湯を沸かすほどの熱い愛 　 　中野 量太∥著 　文藝春秋

116 惑いの森 　 　中村 文則∥著 　イースト・プレス

117 兄弟 　 　なかにし 礼∥著 　文芸春秋

118 悲鳴伝 　 　西尾 維新∥著 　講談社

119 偽物語 　上 　西尾 維新∥著 　講談社

120 偽物語 　下 　西尾 維新∥著 　講談社

121 化物語 　上 　西尾 維新∥著 　講談社

122 化物語 　下 　西尾 維新∥著 　講談社

123 影裏 　 　沼田 真佑∥著 　文藝春秋

124 真夏の方程式 　 　東野 圭吾∥著 　文藝春秋

125 　 　講談社

126 謎解きはディナーのあとで 　 　東川 篤哉∥著 　小学館

127 卒業 　 　講談社

128 ナミヤ雑貨店の奇蹟 　

129 おおかみこどもの雨と雪 　 　角川書店

130 もういっかい彼女 　 　松久 淳∥著 　小学館

131 ここはボツコニアン 　 　宮部 みゆき∥著 　集英社

132 ドラゴニア王国物語 　 　角川書店

133 コンビニたそがれ堂 神無月のころ 　 　ポプラ社

134 かもめ食堂 　 　群 ようこ∥著 　幻冬舎

135 スイッチを押すとき 　 　山田 悠介∥著 　文芸社

136 ラビット病 　 　山田 詠美∥［著］ 　新潮社

137 キリン 　 　山田 悠介∥著 　角川書店

138 ゲート 　アルファポリス

139 ジュージュー 　 　よしもと ばなな∥著 　文藝春秋

　KADOKAWA F/ｶ

F/ｷ

B/F/ｷ

　KADOKAWA F/ｷ

　PHP研究所 Y/F/ｺ

5秒後に意外な結末 Y/F/ｺﾞ

Y/F/ｼ

　時雨沢 恵一∥[著] Y/F/ｼ

F/ｼ

F/ｼ

F/ｽ

F/ｽ

F/ｽ

F/ｾ

　空知 英秋∥[原]著 Y/F/ｿ

Y/F/ﾀ

F/ﾀ

F/ﾀ

Y/F/ﾀﾞ

　KADOKAWA F/ﾁ/1

　KADOKAWA F/ﾁ/2

　1 Y/F/ﾄ/1

B/F/ﾅ

F/ﾅ

F/ﾅ

F/ﾆ

F/ﾆ/1

F/ﾆ/2

F/ﾆ/1

F/ﾆ/2

F/ﾇ

F/ﾋ

永遠の0 　百田 尚樹∥[著] B/F/ﾋ

F/ﾋ

　東野 圭吾∥[著] B/F/ﾋ

　東野 圭吾∥[著] 　KADOKAWA B/F/ﾋ

　細田 守∥[著] B/F/ﾎ

F/ﾏ

Y/F/ﾐ

　みお ちづる∥[著] Y/F/ﾐ

　村山 早紀∥[著] Y/F/ﾑ

F/ﾑ

F/ﾔ

F/ﾔ

F/ﾔ

　1 　柳内 たくみ∥[著] F/ﾔ/1

F/ﾖ


