
◆ おすすめ新着
タイトル 著者 出版社 請求記号

1 文豪Aの時代錯誤な推理 森 晶麿 KADOKAWA Y/F/モ

2 文豪ストレイドッグス １～４巻 朝霧  カフカ KADOKAWA Y/F/ア

3 転生!太宰治 転生して、すみません 佐藤 友哉 星海社 Y/F/サ

4 文豪たちの友情 石井 千湖 立東舎 Y/910.2/イ

5 文豪たちのラブレター 別冊宝島編集部/編 宝島社 Y/910.2/ブ

1 芥川龍之介に学ぶ文章の基本 高橋 フミアキ 第三文明社 Y/816/タ

2 教科書では教えてくれない日本文学のススメ 関根 尚 学研教育出版 Y/910.2/セ

3 若いうちに読みたい太宰治 齋藤 孝 筑摩書房 Y/910.2/ダ

4 恋愛合格!太宰治のコトバ66 高野 てるみ マガジンハウス Y/910.2/ダ

5 荷風と私の銀座百年 永井 永光 白水社 Y/910.2/ナ

6 夏目漱石 人生を愉快に生きるための「悩み力」 齋藤 孝 大和書房 Y/910.2/ナ

7 13歳からの夏目漱石 小森 陽一 かもがわ出版 Y/910.2/ナ

8 夏目漱石、読んじゃえば? 奥泉 光 河出書房新社 Y/910.2/ナ

9 夏目漱石解体全書 香日 ゆら 河出書房新社 Y/910.2/ナ

10 姜尚中と読む夏目漱石 姜 尚中 岩波書店 Y/910.2/ナ

11 漱石先生の手紙が教えてくれたこと 小山 慶太 岩波書店 Y/910.2/ナ

12 文豪図鑑 開発社/編 自由国民社 Y/910.2/ブ

13 もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら  神田 桂一, 菊池 良 宝島社 Y/913.7/カ

14 もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書いたら青のりMAX  神田 桂一, 菊池 良 宝島社 Y/913.7/カ

15 ノボさん 小説正岡子規と夏目漱石 伊集院 静 講談社 Y/F/イ

16 文豪さんへ。 近代文学トリビュートアンソロジー ダ ヴィンチ編集部/編 メディアファクトリー Y/F/ブ

◆ 文豪ノ怪談ジュニア・セレクション
[夢] [獣] [恋] [呪] [霊] [影] 東 雅夫/編 汐文社 Y/F/ブ

◆ スラよみ！　現代語訳名作シリーズ
羅生門 芥川：龍之介/作 松尾 清貴/現代語訳 理論社 Y/F/ア

山月記：中島 敦/作 小前 亮/現代語訳 理論社 Y/F/ナ

蟹工船：小林 多喜二/作 渡邉 文幸/現代語訳 理論社 Y/F/コ

高野聖：泉 鏡花/作 川北 亮司/現代語訳 理論社 Y/F/イ

堕落論：坂口 安吾/作 松尾 清貴/現代語訳 理論社 Y/914.6/サ

◆

[１] 悪人の物語　[２] いのちの話
[３] おかしい話　[４] お金物語
[５] 家族の物語　[６] 恋の物語
[７] こころの話　[７] こわい話
[９] 食べる話　　[１０] ふしぎな話

松田 哲夫/編 あすなろ書房 Y/918.6/チ

◆

恋って、どんな味がするの?　　      [Y/F/コ]

ほんものの友情、現在進行中!          [Y/F/ホ]

不思議がいっぱいあふれだす!          [Y/F/フ]

とっておきの笑いあります!             [Y/F/ト]

生きるって、カッコワルイこと?     [Y/F/イ]

家族って、どんなカタチ?               [Y/F/カ]

ようこそ、冒険の国へ!                   [Y/F/ヨ]

ひとしずくの涙、ほろり。              [Y/F/ヒ]

◆ 立東舎「乙女の本棚」シリーズ
女生徒 　            太宰 治/著・今井 キラ/絵　[Y/F/ダ]

猫町  　　　      萩原 朔太郎/著・しきみ/絵　[Y/F/ハ]

葉桜と魔笛　   太宰 治/著・紗久楽 さわ/絵　[Y/F/ダ]

檸檬                  梶井 基次郎/著・　げみ/絵　[Y/F/カ]

押絵と旅する男 江戸川 乱歩/著・しきみ/絵　[Y/F/エ]

くもん出版「読書がたのしくなるニッポンの文学」シリーズ

中学生までに読んでおきたい日本文学 シリーズ

だから、科学っておもしろい!!               [Y/914.6/ダ]

芸術するのは、たいへんだ!?                 [Y/914.6/ゲ]

瓶詰地獄  夢野 久作/著・ホノジロ トヲジ/絵　[Y/F/ユ]

蜜柑　　                芥川 竜之介/著・げみ/絵　[Y/F/ア]

夢十夜                   夏目 漱石/著・しきみ/絵　[Y/F/ナ]

外科室       泉  鏡花/著・ホノジロ トヲジ/絵　[Y/F/イ]

みんな、くよくよ悩んでいたって…!?   [Y/914.6/ミ]

まごころ、お届けいたします。                    [Y/F/マ]

いま、戦争と平和を考えてみる。                [Y/F/イ]

とっておきの笑いあります!もう一丁!!          [Y/F/ト]

こころをゆさぶる言葉たちよ。             [Y/911.5/コ]

～文豪と作品編～
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◆ おすすめ新着

タイトル 著者 出版社 請求記号

1 兄ちゃんは戦国武将！ 佐々木  ひとみ くもん出版 Y/F/サ

2 時空を超えて面白い!戦国武将の超絶カッコいい話 房野  史典 三笠書房 Y/281.0/ボ

3 太閤を継ぐ者 友理  潤 宝島社 Y/F/ユ

4
転生!竹中半兵衛 　1～2巻
マイナー武将に転生した仲間たちと戦国乱世を生き抜く

 青山 有 双葉社 Y/F/ア

5 織田家の長男に生まれました 大沼田 伊勢彦 宝島社 Y/F/オ

6
戦国商人立志伝
転生したのでチートな武器提供や交易の儲けで成り上がる

須崎 正太郎 KADOKAWA Y/F/ス

7 仕掛け絵本の少女 堀川 アサコ 小学館 Y/F/ホ

8 信長もビックリ!?科学でツッコむ日本の歴史 平林 純 集英社 Y/210.0/ヒ

タイトル 著者 出版社 請求記号

1 日本史は「嫉妬」でほぼ説明がつく 加来 耕三 方丈社 Y/210.0/カ

2 変と乱の日本史 河合 敦 光文社 Y/210.0/カ

3 誰もがその顚末を話したくなる日本史のネタ全書 歴史の謎研究会/編 青春出版社 Y/210.0/ダ

4 謀反の通信簿 河合 敦/監修 扶桑社 Y/210.0/ム

5 日本史劇場信長たちの野望 金谷 俊一郎 ベレ出版 Y/210.4/カ

6
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 11
織田信長

プロジェクト新 偉人伝 ポプラ社 Y/280/コ/11

7
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 12
豊臣秀吉

プロジェクト新 偉人伝 ポプラ社 Y/280/コ/12

8
この人を見よ!歴史をつくった人びと伝 13
徳川家康

プロジェクト新 偉人伝 ポプラ社 Y/280/コ/13

9 超訳戦国武将図鑑 富増 章成 かんき出版 Y/281.0/ト

10
乙女の真田丸
真田一族と関ケ原の武将たちの愛すべき素顔

堀江 宏樹 主婦と生活社 Y/281.0/ホ

11 徳川十五代 実業之日本社 Y/288.3/ト

12 官兵衛、駆ける。 吉橋 通夫 講談社 Y/289.1/ク

13 知識ゼロからの真田幸村入門 小和田 哲男 幻冬舎 Y/289.1/サ

14
お金の流れで見る戦国時代
歴戦の武将も、そろばんには勝てない

大村 大次郎 KADOKAWA Y/332.1/オ

15 徳川家の江戸東京歴史散歩 徳川 宗英 文藝春秋 Y/291.3/ト

16 徳川がつくった先進国日本 磯田 道史 文藝春秋 Y/210.5/イ

17 僕たちの本能寺戦記 小前 亮 光文社 Y/F/コ

18 真田十勇士 1 ～７ 松尾 清貴 理論社 Y/F/マ

～武将と歴史編～
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