
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絵本

書名 著者 出版者

ルリユールおじさん いせ ひでこ∥作 理論社

どこいったん ジョン　クラッセン∥作 クレヨンハウス

ジュマンジ クリス　バン　オールスバーグ∥さく ほるぷ出版

まばたき 穂村 弘∥作 岩崎書店

紙しばい屋さん アレン　セイ∥作 ほるぷ出版

わすれられないおくりもの スーザン　バーレイ∥さく 評論社

ネコヅメのよる 町田 尚子∥作 WAVE出版

まさ夢いちじく C　V　オールズバーグ∥絵と文 河出書房新社

いのちのふね 鈴木 まもる∥作 講談社

ときめきのへや セルジオ　ルッツィア∥作 講談社

しょうじき50円ぶん くすのき しげのり∥作 廣済堂あかつき

ええところ くすのき しげのり∥作 学研教育出版

てつぞうはね ミロコマチコ∥著 ブロンズ新社

ぼくはくまのままでいたかったのに…… イエルク　シュタイナー∥ぶん ほるぷ出版

とんでもない 鈴木 のりたけ∥作　絵 アリス館

●このタイトルがすごい！

書名 著者 出版者

君のニャは、 八二 一∥写真 ワニブックス

カキフライが無いなら来なかった せきしろ∥著 又吉 直樹∥著 幻冬舎

地団駄は島根で踏め わぐり たかし∥著 光文社

シロクマのことだけは考えるな! 植木 理恵∥著 新潮社

アウトドア般若心経 みうら じゅん∥著 幻冬舎

ひとりぼっちを笑うな 蛭子　能収／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方 サンキュータツオ∥著 角川学芸出版

蔵書の苦しみ 岡崎 武志∥著 光文社

金閣寺の燃やし方 酒井 順子∥[著] 講談社

前田敦子はキリストを超えた 濱野 智史∥著 筑摩書房

なぜグリーン車にはハゲが多いのか 佐藤 明男∥著 幻冬舎

ことわざバトル 安西 水丸∥著 和田 誠∥著 文藝春秋

●にゃんだらけ

書名 著者 出版者

猫の神話 池上 正太∥著 新紀元社

ふるさとのねこ 岩合 光昭∥著 クレヴィス

キャットニップ １ 大島　弓子／著 小学館

私は猫ストーカー 完全版 浅生 ハルミン∥著 中央公論新社

カフェかもめ亭 猫たちのいる時間 村山 早紀∥[著] ポプラ社

ヒジキのお仕事 山野  りんりん／著 竹書房

のせ猫 かご猫シロの里便り SHIRONEKO∥著 宝島社

ほしねこ 鈴尾 粥∥著  PHP研究所

猫弁 大山 淳子∥[著] 講談社

世界から猫が消えたなら 川村　元気／著 小学館

連れ猫 吉野 万理子∥[著] 新潮社

猫力 うつな僕を救ってくれた猫 仲村 清司∥原作 アスコム

漫画家の猫 一迅社
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かのこちゃんとマドレーヌ夫人 万城目 学∥著 筑摩書房

京都ねこ街案内 中田 桃子∥文 TOKIMEKIパブリッシング

●わんだらけ

書名 著者 出版者

犬のひる寝 福田 豊文∥写真 植木 裕幸∥写真 福田 豊文∥写真 植木 裕幸∥写真

君と一緒に生きよう 森 絵都∥著 文藝春秋

中村橋動物病院の犬 高倉 あつこ∥著 双葉社

犬からひとこと 伊集院 静∥文 アートン

庭のざぶとん犬 くにのい あいこ∥著 虹有社

伏 贋作・里見八犬伝 桜庭 一樹∥著 文藝春秋

パンといっぴき 桑原 奈津子∥著 パイインターナショナル

犬語レッスン帖 井原 亮∥監修 大泉書店

しばいぬ 世界一かわいいニッポンの犬 岩合 光昭∥写真 平凡社

いぬのちえ ぺんぎん書房

犬から聞いた素敵な話 山口 花∥著 東邦出版

おひとりさま、犬をかう 折原 みと∥[著] 講談社

●おしゃれ番長

書名 著者 出版者

ただしいむすび方86 ABC MART∥監修 学研パブリッシング

終活ファッションショー 安田 依央∥著 集英社

人生、これからや! うちのお母ちゃん、小篠綾子のだんじり魂 コシノ ジュンコ∥著 PHP研究所

プリティが多すぎる 大崎 梢∥著 文藝春秋

捨てられない服の片づけマジック! 横森 美奈子∥著 小学館

東京ファッションクロニクル 渡辺 明日香∥著 青幻舎

あなただけの「似合う服」に出会うための骨格診断 山崎 真理子∥著 すばる舎リンケージ

ランウェイ☆ビート maha∥著 宝島社

ユニクロ思考術 柳井 正∥監修 新潮社

マリー・クワント マリー クワント∥著 晶文社

まんがファッション 竹村 真奈∥編　著 パイインターナショナル

おばあちゃんのオシャレ採集 堀川 波∥著 幻冬舎

名画に見る男のファッション 中野 京子∥[著] KADOKAWA

プラダを着た悪魔 ローレン　ワイズバーガー∥著 早川書房

熱き心 寛斎の熱血語10カ条 山本 寛斎∥著 PHP研究所

●空・宇宙

書名 著者 出版者

世界でいちばん素敵な夜空の教室 多摩六都科学館天文チーム∥監修 三才ブックス

フィールドの天気がわかる本 武田 康男∥監修 地球丸

We are宇宙兄弟 宇宙飛行士の底力 モーニング編集部∥[編] 講談社

空の旅を科学する 伊藤 恵理∥著 河出書房新社

全国宇宙科学館ガイド 日本宇宙フォーラム>∥監修 恒星社厚生閣

夜空と月の物語 パイインターナショナル 

ほしのこえ あいのことば/ほしをこえる 新海 誠∥原作 加納 新太∥著 エンターブレイン

銀河英雄伝説 田中 芳樹∥著 東京創元社

星と銀河と宇宙の進化 東京大学大学院理学系研究科∥監修 学研教育出版

人類が火星に移住する日 矢沢サイエンスオフィス∥著 技術評論社

雲三昧 村井 昭夫∥著 橋本確文堂

SFアニメの科学 福江 純∥[著] 光文社

世界で一番美しい空港 エクスナレッジ

お嬢さん、空を飛ぶ 草創期の飛行機を巡る物語 松村 由利子∥著 NTT出版

あぽやん 新野 剛志∥著 文藝春秋



●コーヒーのある風景

書名 著者 出版者

3Dラテアート!! 山本 員揮∥著 集英社

コーヒーブルース 小路 幸也∥著 実業之日本社

作家の珈琲 コロナ　ブックス編集部∥著 平凡社

珈琲屋の人々 池永 陽∥著  双葉社

ブックカフェものがたり 矢部 智子∥ほか著 幻戯書房

コーヒーと恋愛 獅子 文六∥著 筑摩書房

スターバックスコーヒー 豆と、人と、心と。 ジョン　シモンズ∥著 ソフトバンクパブリッシング

美味しいコーヒーって何だ? オオヤ ミノル∥著 マガジンハウス

銀座の喫茶店ものがたり 村松 友視∥著 文藝春秋

●草・木・花に癒されて

書名 著者 出版者

園芸少年 魚住 直子∥著 講談社

見たことないサボテン・多肉植物 中谷 航太郎∥写真 二見書房

花のような女(ヒト) 大田垣 晴子∥著 講談社

ボタニカル 有間 カオル∥著 一迅社

山口県の巨樹・巨木入門ガイド 石井 静也∥著 梓書院

かわいいミニ・プランツたち 主婦の友社∥編 主婦の友社

世界一うつくしい植物園 木谷 美咲∥文 エクスナレッジ

花咲家の人々 村山 早紀∥著 徳間書店

ローズオニールキューピーの花のうた 北川 和夫∥絵 俵 万智∥短歌 主婦の友社

花と森の物語 パイインターナショナル

この世の花 銀色 夏生∥[撮影] KADOKAWA

私、食虫植物の奴隷です。 木谷 美咲∥著 水曜社

●ものづくりの世界

書名 著者 出版者

楽しくわかる職人図鑑 『楽しくわかる職人図鑑』制作委員会∥著日本能率協会マネジメントセンター

木工少女 濱野 京子∥著 講談社

匠の国日本 職人は国の宝、国の礎 北 康利∥著 PHP研究所

かんたん!アレンジ&リメイクでトートバッグを作ろう 玄光社

現場王 見ル野 栄司∥著 KADOKAWA

職人ワザ! いとう せいこう∥著 新潮社

●闇鍋

書名 著者 出版者

伝説のエンドーくん まはら 三桃∥著 小学館

翻訳超訳たてかんばんを英語(よこ)にする。 和to英 デイヴィッド　セイン∥著&PHOTO A to Z∥編三修社

赤ずきん いしい しんじ∥文 フェリシモ

ぼくのキュートナ 荒井 良二∥作 講談社

四畳半神話大系 森見 登美彦∥[著] 角川書店

世界がぼくを笑っても 笹生 陽子∥[著] 講談社

おおきな木 シェル　シルヴァスタイン∥作 あすなろ書房

盗作 伊藤 たかみ∥著 河出書房新社

からたち童話専門店 希多 美咲∥著 集英社

ご利用ありがとうございました。（＾０＾）ノ
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