
５月２３日から限定３０袋で「お楽しみ読書袋」を作って貸し出しをしました。

袋の中には何が入っていたのか気になる！！という方のためにリストを作成しました。

●図書館、本を楽しもう！

書名 著者 出版者

京都図書館紀行 玄光社

帰命寺横丁の夏 柏葉　幸子／作 講談社

やんごとなき読者 アラン・ベネット／〔著 白水社

森崎書店の日々 八木沢　里志／著 小学館

書店男子 久世　番子／〔コミック〕  ほか リブレ出版

魔法の文字 コルネーリア・フンケ／著 ＷＡＶＥ出版

ふしぎな図書館 村上　春樹／〔著〕  佐々木　マキ／〔著〕 講談社 

書店ガール  ２ 碧野　圭／著 ＰＨＰ研究所

つづきの図書館 柏葉　幸子／作 講談社

●本で世界を旅しよう。

書名 著者 出版者

アマルフィ 真保　裕一／著 扶桑社

香港の甘い豆腐 大島　真寿美／作 理論社

星と嵐  ６つの北壁登行 ガストン・レビュファ／著 山と渓谷社

パタゴニア  あるいは風とタンポポの物語り 椎名　誠／著 三五館

赤毛のアンのプリンス・エドワード島紀行 松本　侑子／著 ＪＴＢパブリッシング

へき地メシ  世界の果てまでイッテ食う！ 山田　雨月／著 ぶんか社

無敵の台湾 まのとのま／著 アスペクト

お楽しみ読書袋　選書リスト



ｋ．ｍ．ｐ．の、チェンマイアパート日記。 ムラマツ　エリコ／〔著〕  なかがわ　みどり／〔著〕  ＪＴＢパブリッシング

ロス、きみを送る旅 キース・グレイ／作 徳間書店

●本でタイムトラベル！

書名 著者 出版者

ちひろの昭和 いわさき　ちひろ／絵 河出書房新社

千年の黙  異本源氏物語 森谷　明子／著 東京創元社

なまくら 吉橋　通夫／〔著〕 講談社

昭和ごはん  作れる思い出レシピ 瀬尾　幸子／著 講談社

土笛 竹内　もと代／著 くもん出版

街の灯 北村　薫／著 文藝春秋

時をかける少女 筒井　康隆／〔著〕 角川書店

はげましてはげまされて 竹浪　正造／著 廣済堂出版

ドリームバスター 宮部　みゆき／著 徳間書店

●動物がいっぱい

書名 著者 出版者

飯の為ならなんでもするズラ！ ねぇやん／著 講談社

ペーターという名のオオカミ 那須田　淳／作 小峰書店

ハーフ 草野　たき／〔著〕 ポプラ社

男前猫 新美　敬子／著 河出書房新社

イヌ好き自分の取扱書 Ｃｈｉｅｎ　Ｃｈａｔ／著 イースト・プレス

鷹のように帆をあげて まはら　三桃 講談社

ストリートキャッツ  のらねこ。写真集 中川　こうじ／著 エンターブレイン

大きなクマのタハマパー  家をたてるのまき ハンネレ・フオヴィ／作 ひさかたチャイルド

ペンギン・ハイウェイ 森見　登美彦／〔著〕 角川書店



●大人にすすめる児童書

書名 著者 出版者

幸子の庭 本多　明／著 小峰書店

炎のように鳥のように 皆川　博子／著 偕成社

スピリットベアにふれた島 ベン・マイケルセン／作 鈴木出版

八月の光 朽木　祥／作 偕成社

モモ ミヒャエル・エンデ／〔著〕 岩波書店

アギーの祈り 濱野　京子／著 偕成社

ちいさなちいさな王様 アクセル・ハッケ／作 講談社

空色勾玉 荻原　規子／作 徳間書店

夏の庭  Ｔｈｅ　ｆｒｉｅｎｄｓ 湯本　香樹実／著 新潮社

●謎解き大好き！ミステリーの本

書名 著者 出版者

懐かしい家  小池真理子怪奇幻想傑作選  １ 小池　真理子／〔著〕 角川書店

アクロイド殺害事件 アガサ・クリスティ／著 東京創元社

家元探偵マスノくん 笹生　陽子／著 ポプラ社

オチケン！ 大倉　崇裕／作 理論社

ストリート・キッズ ドン・ウィンズロウ／著 東京創元社

火車 宮部　みゆき／著 新潮社

甘栗と金貨とエルム 太田　忠司／〔著〕 角川書店

午後からはワニ日和 似鳥　鶏／著 文藝春秋

殺しはノンカロリー コリン・ホルト・ソーヤー／著 東京創元社

●今こそ、名作　日本篇

書名 著者 出版者

牡丹灯籠  怪談 三遊亭　円朝 岩波書店



友情 武者小路　実篤 旺文社

痴人の愛 谷崎　潤一郎 中央公論新社

少年少女日本文学館  ２５　次郎物語 下村　湖人 講談社

竹取物語  ひかりナビで読む 大塚　ひかり 文藝春秋

女の一生　１部キクの場合 遠藤　周作 新潮社

和解・小僧の神様  清兵衛と瓢箪、城の崎にて、他二編志賀　直哉 旺文社

東海道中膝栗毛  弥次さん北さん、ずっこけお化け旅 越水　利江子 岩崎書店

二十四の瞳 壺井　栄 講談社

●今こそ、名作　海外篇

書名 著者 出版者

ムーミン谷の夏まつり ヤンソン 講談社

嵐が丘　上 Ｅ．ブロンテ 光文社

嵐が丘　下 Ｅ．ブロンテ 光文社

ハムレット シェイクスピア 新潮社

車輪の下で ヘッセ 光文社

ドン・キホーテ セルバンテス ほるぷ出版

不思議の国のアリス ルイス・キャロル メディアファクトリー

変身 カフカ 新潮社

地底旅行 ヴェルヌ 角川書店

●原作を知る

書名 著者 出版者

一絃の琴 宮尾　登美子 講談社

鴨川ホルモー 万城目　学 産業編集センター

糸とはさみと大阪と 小篠　綾子 文園社

そのときは彼によろしく 市川　拓司 小学館



嫌われ松子の一生 山田　宗樹 幻冬舎

グーグーだって猫である 大島　弓子 角川書店

ちょんまげぷりん 荒木　源 小学館

吟遊詩人ビードルの物語 Ｊ．Ｋ．ローリング 静山社

ユタとふしぎな仲間たち 三浦　哲郎 新潮社

●ザ・受賞作品

書名 著者 出版者

透光の樹 高樹　のぶ子 文芸春秋

銀の檻を溶かして 高里　椎奈 講談社

サクリファイス 近藤　史恵 新潮社

キャパの十字架 沢木　耕太郎 文藝春秋

狐笛のかなた 上橋　菜穂子 新潮社

蹴りたい背中 綿矢　りさ 河出書房新社

ＨＯＫＫＡＩ 高樹　のぶ子 新潮社

一瞬の風になれ 佐藤　多佳子 講談社

サクリファイス 近藤　史恵／著 新潮社

ご利用ありがとうございました。（＾０＾）ノ

第３弾！乞うご期待


