
１月４日から限定３３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

おじいちゃんは水のにおいがした 今森 光彦∥著 偕成社 

花咲か 江戸の植木職人 岩崎 京子∥著 石風社

夜明けの風 ローズマリー　サトクリフ∥作 ほるぷ出版

絵ときゾウの時間とネズミの時間 本川 達雄∥文 福音館書店

モギちいさな焼きもの師 リンダ　スー　パーク∥著 あすなろ書房

しずかな日々  椰月 美智子∥著 講談社

ヒルベルという子がいた ペーター=ヘルトリング∥作 偕成社

にんきものをめざせ! 森 絵都∥文 童心社

幸福ロケット 山本 幸久∥著 ポプラ社

●●●●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

はてしない物語 ミヒャエル　エンデ∥作 岩波書店

中学生のためのショート・ストーリーズ 学研

水の伝説 たつみや 章∥著 講談社

引き出しの中の家 朽木 祥∥作 ポプラ社

RDG RDG レッドデータガール  荻原 規子∥[著] 角川書店
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ホビット ゆきてかえりし物語 J.R.R.トールキン∥著 原書房

ドングリ山のやまんばあさん 富安 陽子∥作 理論社

エルフギフト　上　下 スーザン　プライス∥作 ポプラ社

●●●●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絵本絵本絵本絵本

書名 著者 出版者

とうちゃん、おかえり 村中 李衣∥作 ポプラ社

おおやまさん 川之上 英子∥さく 岩崎書店

くまとやまねこ 湯本 香樹実∥ぶん 河出書房新社

ぶたのたね  佐々木 マキ∥作　絵 絵本館

リベックじいさんのなしの木 フォンターネ∥文 岩波書店

十二支のお節料理 川端 誠∥作 BL出版

ねこのチャッピー ささめや ゆき∥文　絵 小峰書店

にぐるま ひいて ドナルド　ホール∥ぶん ほるぷ出版

コックのぼうしはしっている シゲタ サヤカ∥作　絵 講談社

●●●●家族家族家族家族とはとはとはとは

書名 著者 出版者

おへそのあな 長谷川 義史∥作 BL出版 

だから荒野 桐野 夏生∥著 毎日新聞社

兄妹パズル 石井 睦美∥著 ポプラ社

さよならもいわずに 上野 顕太郎∥著 エンターブレイン

お引越し ひこ　田中∥著 福音館書店

ワーキング・ホリデー  坂木 司∥著 文藝春秋



キリン 山田 悠介∥著 角川書店

エデンの東北 深谷 かほる∥著 竹書房

猫泥棒と木曜日のキッチン  橋本 紡∥著 メディアワークス

●●●●友情友情友情友情

書名 著者 出版者

楽園のつくりかた  笹生 陽子∥[著] 角川書店

トマト・ケチャップ・ス 東 直子∥著 講談社

バッテリー あさの あつこ∥作 教育画劇

ともだちは海のにおい 工藤 直子∥作 理論社

アナザー修学旅行 有沢 佳映∥著 講談社

空中トライアングル 草野 たき∥著 講談社

どうにかしたい! すみれin Junior high school 黒野 伸一∥作 理論社

トラベリング・パンツ アン　ブラッシェアーズ∥[著] 角川書店

ハチミツドロップス  草野 たき∥[著] 講談社

●●●●山口県山口県山口県山口県をををを知知知知るるるる

書名 著者 出版者

金魚島にロックは流れる  かしわ 哲∥[著]  講談社

ピース・ヴィレッジ 岩瀬 成子∥著 偕成社

錦帯橋 錦帯橋のすべて 川口　健治／編著 藤本印刷出版事業部

ツチノコ温泉へようこそ 中山 聖子∥作 福音館書店

庵野秀明のフタリシバイ 庵野 秀明∥著 徳間書店スタジオジブリ事業本部

夢チャレンジ  きらり山口人物伝 夢チャレンジ出版事業刊行委員会／製作山口県ひとづくり財団



バターサンドの夜  河合 二湖∥著 講談社

Ｄ　ｄｅｓｉｇｎ　ｔｒａｖｅｌ 京 Ｄ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ　ＰＲＯＪＥＣＴ

山崎まさよし原点  吹上 流一郎∥著 東京 コアハウス ラインブックス

●ザ・●ザ・●ザ・●ザ・維新維新維新維新！！！！

書名 著者 出版者

心に沁みる幕末志士のつぶやき 音読 北影 雄幸∥著 東京 ワニ・プラス ワニブックス

風光る京都 沖田総司と歩く新選組の舞台 小学館

江戸の旅人吉田松陰 遊歴の道を辿る 海原 徹∥著 ミネルヴァ書房

高杉晋作 動けば雷電のごとく 海原 徹∥著 ミネルヴァ書房

カメラが撮らえた勤王派と佐幕派幕末の志士  『歴史読本』編集部∥編 KADOKAW

板垣退助 三日月に祈る自由民権の志士 古川 薫∥著 小峰書店

声に出して読みたい志士の言葉 齋藤 孝∥著 草思社

幕末男子! 主婦と生活社

幕末維新の光と影 童門 冬二∥著 光人社

●●●●仕事師仕事師仕事師仕事師たちたちたちたち

書名 著者 出版者

等伯　上・下 安部 龍太郎∥著 日本経済新聞出版社

アンソニー はまなす写真館の物語 茂市 久美子∥作 あかね書房

木のいのち木のこころ 天・地・人 西岡 常一∥著 新潮社

調理場という戦場 斉須 政雄∥著 朝日出版社

政と源 三浦 しをん∥著 集英社

トレモスのパン屋 小倉 明∥作 くもん出版



杜氏という仕事  藤田 千恵子∥著 新潮社

ドナルド・キーン　世界に誇る日本文学者の軌跡 河出書房新社

めざすは飛鳥の千年瓦 山本 清一∥著 草思社

シブすぎ技術に男泣き! 見ル野 栄司∥著 中経出版

レオ・レオーニ希望の絵本をつくる人 松岡 希代子∥著 美術出版社

●２０１４●２０１４●２０１４●２０１４年年年年をををを振振振振りりりり返返返返ってってってって

書名 著者 出版者

あれはだれの歌 やなせたかし詩とメルヘンの世界 やなせ たかし∥著 瑞雲舎

まど・みちお 総特集 「ぞうさん」の詩人 河出書房新社

村岡花子と赤毛のアンの世界  村岡 恵理∥責任編集 河出書房新社

新解さんの謎 赤瀬川 原平∥著 文芸春秋

タモリ論 樋口 毅宏∥著 新潮社

旅の途中で 高倉 健∥著 新潮社 

宮崎駿の雑想ノート 宮崎 駿∥著 大日本絵画

知って感じるフィギュアスケート観戦術  荒川 静香∥著 朝日新聞出版

武器より一冊の本をください 少女マララ・ユスフザイの祈り ヴィヴィアナ　マッツァ∥著 金の星社

●●●●闇鍋闇鍋闇鍋闇鍋

書名 著者 出版者

アミターバ 無量光明 玄侑 宗久∥著 新潮社

ひきだしにテラリウム 九井 諒子∥著 イースト・プレス

空の名前 高橋 健司∥写真　文 角川書店

日本のお守り 神さまとご利益がわかる 畑野 栄三∥監修 池田書店



たった3センチで人生が変わる座り方 片平 悦子∥著 朝日新聞出版

いのちをいただく 内田 美智子∥文 西日本新聞社

47都道府県女ひとりで行ってみよう 益田 ミリ∥著 幻冬舎

キップをなくして 池澤 夏樹∥著 角川書店

廃駅。 笹田 昌宏∥著 イカロス出

夜と霧 ヴィクトール　E.フランクル∥[著] みすず書房

浅田真央、20歳(はたち)への階段(ステップ) 宇都宮 直子∥著 文藝春秋

Run!Run!Run! Run!Run!Run! 桂 望実∥著 文藝春秋

まんがキッチン 福田 里香∥著 アスペクト

松下村塾の明治維新 近代日本を支えた人びと 海原 徹∥著 ミネルヴァ書房 

ふしぎなふしぎな子どもの物語  ひこ　田中∥著 光文社

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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