
１０月２２日から限定袋で「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。

●●●●大人大人大人大人にににに読読読読んでほしいんでほしいんでほしいんでほしい児童書児童書児童書児童書

書名 著者 出版者

ひみつ 福田 隆浩∥著 講談社

3万冊の本を救ったアリーヤさんの大作戦 図書館員の本当のお話マーク　アラン　スタマティー∥作 国書刊行会

昭和の子ども生活絵図鑑 奥成 達∥文 金の星社

ユウキ 伊藤 遊∥作 福音館書店

いつでもだれかの味方です 田中 直子∥作 朝日学生新聞社

おりの中の秘密 ジーン ウィリス∥著 あすなろ書房

弟の戦争 ロバート　ウェストール∥作 徳間書店

「リベンジする」とあいつは言った 朝比奈 蓉子∥著 ポプラ社

盆栽えほん 大野 八生∥作 あすなろ書房

プリンセス・アカデミー シャノン　ヘイル∥作 小学館

虔十公園林 宮沢 賢治∥作 にっけん教育出版社

よみがえれ白いライオン マイケル　モーパーゴ∥作 評論社

たべものくらべっこえほん 高岡 昌江∥文 学研教育出版

電車で行こう! 豊田 巧∥作 集英社

シャーロット・ドイルの告白 アヴィ∥作 偕成社

●●●●大人大人大人大人にににに読読読読んでほしいんでほしいんでほしいんでほしい児童書児童書児童書児童書　　　　ファンタジーファンタジーファンタジーファンタジー編編編編

書名 著者 出版者

ローワンと伝説の水晶 エミリー　ロッダ∥作 あすなろ書房

竜が呼んだ娘 柏葉 幸子∥作 朝日学生新聞社

天狗ノオト 田中 彩子∥作 理論社

テメレア戦記 ナオミ　ノヴィク∥著 ヴィレッジブックス ソニー・マガジンズ

ナシスの塔の物語 みお ちづる∥作 ポプラ社

ハリー・ポッターと賢者の石 J.K.ローリング∥作 静山社

ペギー・スー セルジュ　ブリュソロ∥著 角川書店

月の森に、カミよ眠れ 上橋 菜穂子∥著 偕成社

ネシャン・サーガ ラルフ　イーザウ∥作 あすなろ書房

●●●●大人大人大人大人にににに読読読読んでほしいんでほしいんでほしいんでほしい絵本絵本絵本絵本

書名 著者 出版者

だいじょうぶだいじょうぶ いとう ひろし∥作　絵 講談社

まっくろヒヨコ ラスカル∥文 偕成社

たべてあげる ふくべ あきひろ∥ぶん 教育画劇

赤い蠟燭と人魚 小川 未明∥文 偕成社

あさになったのでまどをあけますよ 荒井 良二∥著  偕成社

たいせつなこと ワイズ　ブラウン∥さく フレーベル館

ぼくはここで、大きくなった アンヌ　クロザ∥さく 西村書店

空の絵本 長田 弘∥作 講談社

子うさぎましろのお話 佐々木 たづ∥文 ポプラ社

しんでくれた 谷川 俊太郎∥詩 佼成出版社

かないくん 谷川 俊太郎∥作 東京糸井重里事務所

パパのしごとはわるものです 板橋 雅弘∥ 岩崎書店

光の旅かげの旅 アン　ジョナス∥[著] 評論社

くうき まど みちお∥詩 理論社

つみきのいえ 加藤 久仁生∥絵 白泉社
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ねずみとくじら ウィリアム　スタイグ∥[作] 評論社

最初の質問 長田 弘∥詩 講談社

アンジュール ガブリエル　バンサン∥作 BL出

●スポーツしませんか●スポーツしませんか●スポーツしませんか●スポーツしませんか？？？？

書名 著者 出版者

風が強く吹いている 三浦 しをん∥著 新潮社

たまごを持つように まはら 三桃∥著 講談社

本好きのためのウォーキング入門 武村 岳男∥著 平凡社

とぶ!夢に向かって 佐藤 真海∥文 学研教育出版

武士道シックスティーン 誉田 哲也∥著 文藝春秋

県立コガネムシ高校野球部 永田 俊也∥著 文藝春秋

なぜ東京五輪招致は成功したのか? 松瀬 学∥著 扶桑社

レガッタ! 濱野 京子∥[著] 講談社

銀盤のトレース 碧野 圭∥著 実業之日本社

●●●●芸術芸術芸術芸術にににに挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！

書名 著者 出版者

シューマンの指 奥泉 光∥[著] 講談社

幕が上がる 平田 オリザ∥著 講談社

パパは、絵本作家 毎日のんびり子育て のぶみ∥著 PHP研究所

フランセスの青春 ルース　エルウィン　ハリス∥作 岩波書店

小河原智子の似顔絵入門 小河原 智子∥監修 主婦の友社

まゆみ先生の吹奏楽お悩み相談室 緒形 まゆみ∥著 音楽之友社

第二音楽室 佐藤 多佳子∥著 文藝春秋

クレヨンブック 米津 祐介∥著 誠文堂新光社

ぼくがバイオリンを弾く理由(わけ) 西村 すぐり∥作 ポプラ社

にいさん いせ ひでこ∥作 偕成社

チャイコフスキー・コンクール ピアニストが聴く現代 中村 紘子∥著 新潮社

ルーシー変奏曲 サラ　ザール∥著 小学館

●●●●恋愛恋愛恋愛恋愛のススメのススメのススメのススメ

書名 著者 出版者

恋に効く!えんむすびお守りと名所 縁結び寺社研究会∥著 山と溪谷社

小説言の葉の庭 新海 誠∥著 KADOKAWA

すーちゃんの恋 益田 ミリ∥著 幻冬舎

99通のラブレター 吉野 万理子∥著 PHP研究所

初恋リアル 香坂 直∥[著] 菅野 雪虫∥[著] 樫崎 茜∥[著] ほか講談社

婚活の神様! 崖っぷち婚活隊の目指せ結婚!神頼みツアー にらさわ あきこ∥著 幻冬舎コミック

お気は確か? 恋する女への忠言 ゴマブッ子∥著 宝島社

シングルベル  山本 幸久∥著 朝日新聞出版

サウスポー ジュディス　ヴィオースト∥作 文溪堂

●●●●漫画大好漫画大好漫画大好漫画大好きききき

書名 著者 出版者

日本人の知らない日本語 蛇蔵∥著 海野 凪子∥著 メディアファクトリー

なやんでもいいよとブッタは、いった。 小泉 吉宏∥著 KADOKAWA

県民ごはん、作ってみました!  もぐら∥著 大和出版

アジアで花咲け!なでしこたち たかぎ なおこ∥著 メディアファクトリー

東京スカイツリーに男泣き!  見ル野 栄司∥著 大和書房

だんじり母ちゃんとコシノ3姉妹 コシノ ヒロコ∥監修 マガジンハウス

山登りはじめました  鈴木 ともこ∥著 メディアファクトリー



うちの犬(ムク)、知りませんか?  たかぎ なおこ∥著 文藝春秋

鎌倉 女ひとり旅 ほっこり寺社巡り・魅惑の鎌倉グルメ癒されて元気をもらうさがら いさこ∥原作 KADOKAWA

娘が学校に行きません 親子で迷った198日間 野原 広子∥著 メディアファクトリー

元競走馬のオレっち おがわ じゅり∥著 幻冬舎コミックス

女ひとり海外で働いてます! ひうら さとる∥著 KADOKAWA

●●●●私私私私はこれではこれではこれではこれで泣泣泣泣きましたきましたきましたきました。。。。

書名 著者 出版者

ルリユール 村山 早紀∥著 ポプラ社

さんてつ 吉本 浩二∥著 新潮社

テラプト先生がいるから ロブ　ブイエー∥作 静山社

さくら 原発被災地にのこされた犬たち 馬場 国敏∥作 金の星社

99のなみだ・花 リンダブックス編集部∥編著 泰文堂

西の魔女が死んだ 梨木 香歩∥著 小学館

ペコロスの母に会いに行く 岡野 雄一∥著 西日本新聞社

セキタン! ぶちかましてオンリー・ユー 須藤 靖貴∥著 講談社

きみにしか聞こえない  乙一∥[著] 角川書店

●●●●謎解謎解謎解謎解きききき大好大好大好大好きききき！！！！ミステリーのミステリーのミステリーのミステリーの本本本本

書名 著者 出版者

ハッピーエンドにさよならを  歌野 晶午∥著 角川書店

浜村渚の計算ノート 青柳 碧人∥[著] 講談社

見えない殺人カード 本格ミステリ作家クラブ∥編 講談社

和菓子のアン 坂木 司∥著 光文社

初桜 青春俳句講座 水原 佐保∥著 角川書店

二流小説家 デイヴィッド　ゴードン∥著 早川書房

オチケン! 大倉 崇裕∥作 理論社

茉莉子 夏樹 静子∥著 中央公論新社

本格推理委員会  日向 まさみち∥[著] 角川書店

放課後探偵団 相沢 沙呼∥ほか著 梓崎 優∥ほか著 東京創元社

妖しい詩韻  内田 康夫∥[著] 角川春樹事務

第4の神話 篠田 節子∥著 角川書店

●●●●闇鍋闇鍋闇鍋闇鍋

書名 著者 出版者

鉄のしぶきがはねる まはら 三桃∥著 講談社

小説・捨てていく話 松谷 みよ子∥著 筑摩書房

イグアナくんのおじゃまな毎日 佐藤 多佳子∥著 中央公論新社

定年ゴジラ  重松 清∥[著] 講談社

幸福トラベラー 山本 幸久∥著 ポプラ社

竹林はるか遠く 日本人少女ヨーコの戦争体験記 ヨーコ カワシマ　ワトキンズ∥著&監訳 ハート出版

モノレールねこ 加納 朋子∥著 文藝春秋

ゴキブリ取扱説明書  青木 皐∥著 ダイヤモンド社

ミラクル・ファミリー 柏葉 幸子∥[著]  講談社

いきのびる魔法 いじめられている君へ 西原 理恵子∥著 小学館

サエズリ図書館のワルツさん 紅玉 いづき∥著 星海社

橋をめぐる いつかのきみへ、いつかのぼくへ 橋本 紡∥著 文藝春秋

ごごごご利用利用利用利用ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。（＾。（＾。（＾。（＾００００＾）＾）＾）＾）ノノノノ
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