
１月４日から限定４０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。

●大人に読んでほしい児童書

書名 著者 出版者

十一月の扉 高楼 方子∥著 リブリオ出版

版画のはらうた [1] くどうなおことのはらみんな∥詩 ほてはま たかし∥画童話屋

空へのぼる 八束 澄子∥作 講談社

8分音符のプレリュード 松本 祐子∥作 小峰書店

月の森に、カミよ眠れ 上橋 菜穂子∥著 偕成社

秘密の花園 バーネット∥作 谷村 まち子∥訳 ポプラ社

めざめれば魔女 マーガレット　マーヒー∥作 清水 真砂子∥訳岩波書店

ブルーとオレンジ 福田 隆浩∥著 講談社

三丁目が戦争です 筒井 康隆∥作 熊倉 隆敏∥絵 講談社

●大人に読んでほしい絵本

書名 著者 出版者

フワフワさんはけいとやさん 樋勝 朋巳∥文　絵 福音館書店

むかしのこども 五味 太郎∥著 ブロンズ新社

ぼくの図書館カード ウイリアム　ミラー∥文 グレゴリー　クリスティ∥絵新日本出版社

空の飛びかた ゼバスティアン　メッシェンモーザー∥作 光村教育図書

おんちゃんは車イス司書 河原 正実∥原案 梅田 俊作∥作　絵 岩崎書店

ジャーニー 女の子とまほうのマーカー アーロン　ベッカー∥作 講談社

金のひしゃく 増田 昭一∥絵　文 ミナトレナトス

魔法の夜 アルブレヒト　リスラー∥絵 ドミニク　マルシャン∥原作講談社

わたしのくまさんに デニス　ハシュレイ∥文 ジム　ラマルシェ∥絵BL出版

オレときいろ ミロコマチコ∥作 WAVE出版

リンドバーグ 空飛ぶネズミの大冒険 トーベン　クールマン∥作 ブロンズ新社

ぜつぼうの濁点 原田 宗典∥作 柚木 沙弥郎∥絵 教育画劇

●読み忘れベストセラー

書名 著者 出版者

世界がもし100人の村だったら 池田 香代子∥再話 C.ダグラス　ラミス∥対訳マガジンハウス

バカの壁 養老 孟司∥著 新潮社

謎解きはディナーのあとで [1] 東川 篤哉∥著 小学館

東京タワー オカンとボクと、時々、オトン リリー　フランキー∥著 新潮社

日本人の知らない日本語 なるほど～×爆笑!の日本語“再発見”コミックエッセイ [1]蛇蔵∥著 海野 凪子∥著 メディアファクトリー

天地明察 冲方 丁∥著 角川書店

夢をかなえるゾウ [1] 水野 敬也∥[著] 飛鳥新社

世界の中心で、愛をさけぶ 片山 恭一∥著 小学館

女性の品格 装いから生き方まで 坂東 眞理子∥著 PHP研究所

超訳ニーチェの言葉 [1] フリードリヒ　ニーチェ∥[著] 白取 春彦∥編訳ディスカヴァー・トゥエンティワン

桐島、部活やめるってよ 朝井 リョウ∥著 集英社

もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら 岩崎 夏海∥著 ダイヤモンド社

野ブタ。をプロデュース 白岩 玄∥著 河出書房新社

容疑者Xの献身 東野 圭吾∥著 文藝春秋

ホームレス中学生 田村 裕∥著 ワニブックス

●出版してたの！？

書名 著者 出版者

でらつれ 小沢 一敬∥著 講談社

てくてく台湾 一青 窈∥著 パルコエンタテインメント事業部
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カゼヲキル 1 増田 明美∥著 講談社

ダンスアース 2 宇佐美 吉啓∥著 木楽舎

エスケープ! 渡部 建∥著 幻冬舎

別トータス松本 トータス松本∥著 マガジンハウス

台所のオーケストラ 高峰 秀子∥著 新潮社

大きな玉ネギの下で 小説 サンプラザ中野∥[著] 講談社

CHIAKI'SいちごBOOK 千秋∥著 産業編集センター

●ザ・江戸時代

書名 著者 出版者

江戸おしゃれ図絵 衣裳と結髪の三百年 菊地 ひと美∥著 講談社

花櫓 皆川 博子∥[著] 講談社

出世する武士、しない武士 大石 学∥編 日本経済新聞出版社

江戸の手わざ ちゃんとした人、ちゃんとした物 田中 敦子∥著 文化出版局

謎解き!江戸のススメ 竹内 誠∥監修 NTT出版

江戸の食彩春夏秋冬 高橋 千劔破∥著 河出書房新社

風流江戸雀 杉浦 日向子∥著 筑摩書房

お江戸はニャンとこうだった おかしな猫がご案内 もぐら∥著 ベストセラーズ

江戸の献立 福田 浩∥著 松下 幸子∥著 松井 今朝子∥著新潮社

●怪し、妖し、あやし

書名 著者 出版者

国芳妖怪百景 歌川 国芳∥画 国書刊行会

地獄堂霊界通信 1 香月 日輪∥[著] 講談社

超常現象の科学 なぜ人は幽霊が見えるのか リチャード　ワイズマン∥著 文藝春秋

百鬼夜行絵巻の謎 小松 和彦∥著 集英社

妖怪画談 水木 しげる∥著 岩波書店

名のないシシャ 山田 悠介∥[著] KADOKAWA

牡丹灯籠 波津 彬子∥著 朝日ソノラマ

霊能動物館 加門 七海∥著 集英社

猫又お双と消えた令嬢 周木 律∥[著] KADOKAWA

●にゃんだらけ

書名 著者 出版者

猫式生活のすゝめ 加藤 由子∥監修 誠文堂新光社

猫のはなし 恋猫うかれ猫はらみ猫 浅田 次郎∥選 KADOKAWA

ねこグッズ 猫がモチーフの雑貨大カタログ616点 ビジョン企画出版社

ナーゴの猫町めぐり モーリーあざみ野∥著 日本放送出版協会

うぐいす姉妹愛しのネコ本 可愛いハナちゃんたち TONO∥著 うぐいす みつる∥著 フロンティアワークス

にゃんくるないさー 北尾 トロ∥著 文藝春秋

ジブリの猫たち 宝島社

飛び猫 五十嵐 健太∥著 KADOKAWA

本当にある猫たちの恩返し 優李阿∥著 ロングセラーズ

だれかさん 今森 光彦∥切り絵 内田 麟太郎∥文 アリス館

猫島 14人の住民と200匹の猫の島-愛媛・青島 ねこみゅ!∥[編] フールズメイト

石巻・にゃんこ島の奇跡 田代島で始まった“猫たちの復興プロジェクト” 石丸 かずみ∥著 アスペクト

かご猫ほっこり写真集 Shironeko∥著 宝島社

ネコになる本 大石 孝雄∥著 双葉社

猫絵日記 鈴尾 粥∥著 PHP研究所

ねことじいちゃん ねこまき∥著 KADOKAWA

ねこ歩き 岩合 光昭∥著 クレヴィス

作家の猫 ブックス編集部∥編 平凡社

●甘い生活



書名 著者 出版者

カフェ・デ・キリコ 佐藤 まどか∥著 講談社

スーパーパティシエ辻口博啓 和をもって世界を制す 輔老 心∥著 文藝春秋

粘土で作るかわいいスイーツ髪飾り パッチワーク通信社

ドラマ失恋ショコラティエ 前篇 水城 せとな∥原作 小学館

ドラマ失恋ショコラティエ 後篇 水城 せとな∥原作 小学館

とっておきのディズニースイーツ 特別な日や、大切な人への贈り物に… ブティック社 

西洋骨董洋菓子店 1 よしなが ふみ∥著 新書館

スイーツ手帖 おいしさをひもとく142の秘密 日本スイーツ協会∥監修 主婦と生活社

ケーキの歴史物語 ニコラ　ハンブル∥著 原書房

チロルチョコofficial book ワニブックス

極上のおやつ 松任谷 由実∥著 ほか マガジンハウス

ひとくちの甘能 酒井 順子∥[著] 角川書店

風味〔さんじゅうまる〕 まはら  三桃／著 講談社

作家のおやつ コロナ　ブックス編集部∥編 平凡社

江戸時代の和菓子デザイン 中山 圭子∥著 ポプラ社

●２０１５年を振り返って

書名 著者 出版者

妖怪と歩く ドキュメント・水木しげる 足立 倫行∥著 新潮社

ニッポン産業遺産の旅 二村 悟∥監修 平凡社

ドローンのすべて ビジネス活用、ホビー用、軍事分野まで、この1冊でわかる! 洋泉社 

「花燃ゆ」が100倍楽しくなる杉文と楫取素彦の生涯 大野 富次∥著 宝島社

ニッポンの産業遺産 我が国の源流を訪ねる  枻出版社

ノーベル賞から見る現代物理学の系統 ニュートンプレス

検証・安保法案 どこが憲法違反か 長谷部 恭男∥編 有斐閣

仲間を信じて ラグビーが教えてくれたもの 村上 晃一∥著 岩波書店

女王、エリザベスの治世 小林 章夫∥[著]  角川書店

安保法制の何が問題か 長谷部 恭男∥編 岩波書店

マイナンバー国家改造計画 梅屋 真一郎∥著 日経BP社

お父ちゃんのゲゲゲな毎日 水木 悦子∥著 新潮社

●闇鍋

書名 著者 出版者

英国一家、ますます日本を食べる マイケル　ブース∥著 亜紀書房

春や春 森谷 明子∥著 光文社

達人たちの夢の叶えかた 神木 隆之介∥著 マガジンハウス

ひとりずもう さくら ももこ∥絵と文 小学館

国語、数学、理科、誘拐 青柳 碧人∥著 文藝春秋

樹上のゆりかご 荻原 規子∥作 理論社

箱庭図書館 乙一∥著 集英社

セキタン! ぶちかましてオンリー・ユー 須藤 靖貴∥著 講談社

走れ、セナ! 香坂 直∥[著] 講談社

ご利用ありがとうございました。（＾０＾）ノ
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