
タイトル 著者 出版社 請求記号

1 正式名称大百科 正式名称研究会 TOブックス 031.8/セ

2 県民性マンガうちのトコでは もぐら 飛鳥新社 361.4/モ

3 今日も私は、老人ホームの看護師です 鈴橋 加織 リーダーズノート出版 492.9/ス

4 ダーリンは外国人 小栗 左多里 メディアファクトリー M/726.1/オ

5 図書館の主 篠原 ウミハル 芳文社 M/726.1/シ

6 理系の人々 よしたに 中経出版 M/726.1/ヨ

7 裸のランチ ウィリアム・バロウズ 河出書房新社 933.7/バ

8 国境まで10マイル デイヴィッド ライス 福音館書店 Y/933.7/ラ

9 ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 J.K.ローリング 静山社 Y/933.7/ロ/3

10 変身 カフカ 新潮社 Y/943.7/カ

11 陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂 幸太郎 祥伝社 Y/F/イ

12 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN 諌山  創 /原作 講談社 Y/F/イ

13 獣の奏者 上橋 菜穂子 講談社 Y/F/ウ

14 この噓がばれないうちに 川口 俊和 サンマーク出版 F/カ

15 5分後に思わず涙。世界が赤らむ、その瞬間に

16 5分後に思わず涙。 青い星の小さな出来事

17 5分後に驚愕のどんでん返し エブリスタ/編 河出書房新社 Y/F/ゴ

18 小説君の名は。  新海 誠 KADOKAWA Y/F/シ

19 ぼくらの七日間戦争 宗田理 ポプラ社 Y/F/ソ

20 ツナグ 辻村 深月 新潮社 Y/F/ツ

21 君にさよならを言わない 七月 隆文 宝島社 Y/F/ナ

22 虚無への供物 塔 晶夫 東京創元社 F/ナ

23 掟上今日子の色見本 西尾 維新 講談社 Y/F/ニ

24 KZ'Deep File　いつの日か伝説になる 藤本 ひとみ 講談社 Y/F/フ

25 KZ'Deep File　断層の森で見る夢は 藤本 ひとみ 講談社 Y/F/フ

26 宇宙のあいさつ 星 新一 理論社 Y/F/ホ

27 ねずみ小僧六世 星 新一 理論社 Y/F/ホ

28 17×63鷹代航は覚えている 水生 大海 祥伝社 Y/F/ミ

29 向日葵の咲かない夏 道尾 秀介 新潮社 F/ミ

30 小説響－ＨＩＢＩＫＩ－ 柳本  光晴/原作 小学館 Y/F/ヤ

31 名のないシシャ 山田 悠介 角川書店 F/ヤ

32 結び蝶物語 横山 充男 あかね書房 Y/F/ヨ

●中学生からのおすすめ

桃戸 ハル/編著 学研プラス Y/F/ゴ

～中学生・高校生がおすすめする一冊～

会津図書館ティーンズコーナー展示2020年1～3月

（続きは裏へ）

「ＯｕｒＢｏｏｋ」とは、みなさんがおすすめする本の紹介カードを集めた一冊のファイルです。

ティーンズコーナーで自由に閲覧することができます。

おすすめ本の紹介カードはティーンズコーナーで配布しています。



33 枕元の本棚 津村 記久子 実業之日本社 019.9/ツ

34 地名は警告する 日本の災害と地名 谷川 健一/編 冨山房インターナショナル 291.0/チ

35 文学部　(大学学部調べ) 戸田 恭子 ぺりかん社 Y/376.8/ダ

36 水の不思議 稲場 秀明 技報堂出版 Y/435.4/イ

37 ヒトはなぜ眠るのか 井上 昌次郎 筑摩書房 Y/491/イ

38 イヌ好きが気になる50の疑問 吉田 悦子 ソフトバンククリエイティブ Y/645.6/ヨ

39 「大家さんと僕」と僕 矢部 太郎/ほか著 新潮社 M/726.1/オ

40 この世界の片隅に　上・中・下 こうの 史代 双葉社 M/726.1/コ

41 SHERLOCK （バイリンガル版） Jay. KADOKAWA YA/726.1/J

42 愛されすぎたぬいぐるみたち マーク ニクソン/写真 オークラ出版 Y/759/ニ

43 文豪はみんな、うつ 岩波 明 幻冬舎 910.2/イ

44 文豪たちの悪口本 彩図社文芸部/編 彩図社 Y/910.2/ブ

45 空が青いから白をえらんだのです 寮 美千子/編 長崎出版 911.5/ソ

46
学校へ行けなかった私が「あの花」
「ここさけ」を書くまで

岡田 麿里 文藝春秋 Y/912.7/オ

47 読書間奏文 藤崎 彩織 文藝春秋 914.6/フ

48 名前のない星の物語 藍沢 季 KADOKAWA Y/F/ア

49 きみがいれば、空はただ青く 逢優 スターツ出版 Y/F/ア

50 文豪ストレイドッグス 朝霧 カフカ KADOKAWA Y/F/ア

51 彼女が好きなものはホモであって僕ではない 浅原 ナオト KADOKAWA Y/F/ア

52 図書館戦争 有川 浩 角川書店 Y/F/ア

53 小説 透明なゆりかご　上・下 沖田 ×華/原作 講談社 Y/F/オ

54 BANANA FISH 吉田 秋生/原作 小学館 Y/F/オ

55 この空の上で、いつまでも君を待っている こがらし 輪音 KADOKAWA Y/F/コ

56 キノの旅 時雨沢 恵一 メディアワークス Y/F/シ

57 君の膵臓をたべたい 住野 よる 双葉社 Y/F/ス

58 よるのばけもの 住野 よる 双葉社 Y/F/ス

59 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ 文藝春秋 Y/F/セ

60 主君 井伊の赤鬼・直政伝 高殿 円 文藝春秋 F/タ

61 剣と紅 高殿 円 文藝春秋 F/タ

62 女生徒 太宰 治 KADOKAWA Y/F/ダ

63 猟奇犯罪捜査班・藤堂比奈子シリーズ 内藤 了 KADOKAWA B/F/ナ

64 フォルトゥナの瞳 百田 尚樹 新潮社 F/ヒ

65 PSYCHO-PASS サイコパス　上・下 深見 真 KADOKAWA B/F/フ/1

66 意味が分かると怖い話 藤白 圭 河出書房新社 Y/F/フ

67 ぼくの嘘 藤野 恵美 講談社 Y/F/フ

68 仕掛け絵本の少女 堀川 アサコ 小学館 Y/F/ホ

69 ストロベリーナイト 誉田 哲也 光文社 F/ホ

70 風が強く吹いている 三浦 しをん 新潮社 Y/F/ミ

71 ブレイブ・ストーリー　上・下 宮部 みゆき 角川書店 Y/F/ミ

72 国宝　上・下 吉田 修一 朝日新聞出版 F/ヨ

73 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月 隆文 宝島社 Y/F/ナ

74 さくらいろの季節 蒼沼 洋人 ポプラ社 Y/F/ア

75 本好きの下剋上 香月 美夜 TOブックス Y/F/カ

76 太陽ときみの声 川端 裕人 朝日学生新聞社 Y/F/カ

77 ある晴れた夏の朝 小手鞠 るい 偕成社 Y/F/コ

78 小説 はたらく細胞 清水 茜/原作 講談社 Y/F/ト

●小学生からのおすすめ

●社会人からのおすすめ

●中学生・高校生からのおすすめ

●高校生からのおすすめ


