
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

あかり 林 木林∥文 光村教育図書

ペンギンかぞくのおひっこし 刀根 里衣∥絵　文 小学館

あすはきっと ドリス　シュワーリン∥ぶん 童話館出版

ぼくおかあさんのこと… 酒井 駒子∥文　絵 文渓堂

たのしいキリンのかいかた たがわ ひでき∥え 学研教育出版 

ウエズレーの国 ポール　フライシュマン∥作 あすなろ書房

このあいだになにがあった? 佐藤 雅彦∥作 福音館書店

ばあばは、だいじょうぶ 楠 章子∥作 童心社

おんぼロボット アキヤマ レイ∥作 理論社

おかあさん、げんきですか。 後藤 竜二∥作 ポプラ社

ねこのチャッピー ささめや ゆき∥文　絵 小峰書店

おおきくなるっていうことは 中川 ひろたか∥文 童心社

ハグくまさん ニコラス　オールドランド∥作 クレヨンハウス

てるちゃんのかお 藤井 輝明∥文 金の星社

ぼくはきみできみはぼく ルース　クラウス∥文 偕成社

●表紙に魅了されました！

書名 著者 出版者

荒神絵巻 宮部　みゆき／原作 こうの　史代／絵と文 朝日新聞出版

本バスめぐりん。 大崎 梢∥著 東京創元社

サバイバルおばあさん 門野 晴子∥著 海竜社

しばしとどめん北斎羽衣 花形 みつる∥著 理論社

肉小説集 坂木 司∥著 KADOKAWA

メサイア 警備局特別公安五係 高殿 円∥[著] 講談社

御命授天纏佐左目谷行 日和 聡子∥著 講談社

チア男子!! 朝井 リョウ∥著 集英社

お雑煮マニアックス 粕谷 浩子∥[著] プレジデント社

猛スピードで母は 長嶋 有∥著 文芸春秋

翻訳できない世界のことば エラ　フランシス　サンダース∥著 創元社

億男 川村 元気∥著 マガジンハウス

●ほろ酔い気分で

書名 著者 出版者

世界と日本のビール図鑑 世界のビール博物館∥監修 主婦の友社

太田和彦の居酒屋歳時記 上 太田 和彦∥著 小学館

太田和彦の居酒屋歳時記 下 太田 和彦∥著 小学館

ショートショート・BAR 田丸 雅智∥著 光文社

ワイン生活 楽しく飲むための200のヒント 田崎 真也∥著 新潮社

居酒屋の誕生 江戸の呑みだおれ文化 飯野　亮一／著 筑摩書房

世界一周飲み歩き イシコ∥著 朝日新聞出版

ウイスキーと私 竹鶴　政孝／著 ＮＨＫ出版

果実酒&ジャムの本 村井 りんご∥著 成美堂出版

勝ち続ける「仕組み」をつくる獺祭の口ぐせ 桜井 博志∥著 KADOKAWA

飲めば都 北村 薫∥著 新潮社

麦酒泡之介的人生 椎名 誠∥[著] 角川書店

日本史がおもしろくなる日本酒の話 上杉　孝久／著 サンマーク出版

焼酎ぐるぐる 大田垣 晴子∥[著] ワニブックス

日本ワインを楽しむ旅 産業編集センター

第７弾　お楽しみ読書袋　選書リスト



●貸出回数０！

書名 著者 出版者

スペイン音楽のたのしみ 気質、風土、歴史が織り成す多彩な世界への“誘い” 濱田 滋郎∥著 音楽之友社

江戸のヒットメーカー 歌舞伎作者・鶴屋南北の足跡 津川 安男∥著 ゆまに書房

気象庁物語 天気予報から地震・津波・火山まで 古川 武彦∥著 中央公論新社

地球頭脳詩篇 和合 亮一∥著 思潮社

函館・道南鉄道ものがたり SLから新幹線まで 原田 伸一∥著 北海道新聞社

百貨店で<趣味>を買う 大衆消費文化の近代 神野 由紀∥著 吉川弘文館

ラジオの教科書 プロが教える 花輪 如一∥著 データハウス

クロコディル 一八世紀パリを襲った鰐の怪物 ルイ=クロード　ド　サン=マルタン∥著 国書刊行会

チェコ・アニメーションの世界 S.ウルヴェル∥編 人文書院

●昭和時代

書名 著者 出版者

昭和ごはん 作れる思い出レシピ 瀬尾 幸子∥著 講談社

ひよっこ 上 岡田 惠和∥作 NHK出版

ひよっこ 下 岡田 惠和∥作 NHK出版

なつかしラジオ大全 80年代の人気ラジオ番組が鮮やかに蘇る! 三才ブックス

日本懐かしアイス大全 アイスマン福留∥著 辰巳出版

1981年のスワンソング 五十嵐 貴久∥著 幻冬舎

昭和街並探訪 江頭 剛∥著 ネコ・パブリッシング

パンと昭和 小泉 和子∥編 河出書房新社

昭和歌謡替え歌77選 木村 聡∥著 えにし書房

オリンピックの身代金 奥田 英朗∥著 角川書店

昭和のお菓子 玄光社

昭和珍道具図鑑 魚柄 仁之助∥著 青弓社

●色彩

書名 著者 出版者

プリティ・イン・ピンク 女の子って素敵! ボブ　エルスデール∥著 グラフィック社

緋文字 ホーソーン∥著 光文社

色の秘密 色彩学入門 野村 順一∥著 文藝春秋

綾の色 黒木 一明∥著 ピエ・ブックス

はじめてのカラフル切り絵 ゆまあひmaki∥著 誠文堂新光社

レッドスワンの絶命 綾崎 隼∥著 KADOKAWA

仕事を200%伸ばす!「色」のチカラ 石井 亜由美∥著 ベストセラーズ

蜷川実花になるまで 蜷川 実花∥著 文藝春秋

伝統色で楽しむ日本のくらし 石田 結実∥監修 マイナビ出版

大江戸の色彩 城 一夫∥著 青幻舎

色の美術館 カロリーヌ　デノエット∥[編]著 河合楽器製作所・出版事業部

オレンジこそ最強の色である 七江 亜紀∥著 マイナビ

●四季をめぐる

書名 著者 出版者

ヘンリー・ライクロフトの私記 ギッシング∥著 光文社

秋桜(コスモス) さだ まさし∥作 サンマーク出版

大切にしたい、にっぽんの暮らし。 さとう ひろみ∥著 サンクチュアリ出版

日本人なら知っておきたい四季の植物 湯浅 浩史∥著 筑摩書房

世界でいちばん長い写真 誉田 哲也∥著 光文社

歳時記おしながき 絵で楽しむ、四季を味わう 平野 恵理子∥著 学研プラス

日本美人の七十二候 山下 景子∥著 PHPエディターズ・グループ

夏休みの拡大図 小島 達矢∥著 双葉社

京都「美」百景 古都再発見 岡田 正人∥写真 昭文社

かさねいろ 山本 一∥著 求龍堂

葉桜 橋本 紡∥著 集英社

桜の話題事典 大貫 茂∥編著 東京堂出版



●偉人に生き方を学ぶ

書名 著者 出版者

大人が読みたいアインシュタインの話 石川 憲二∥著 日刊工業新聞社

いのちの言葉 日野原 重明∥著 春秋社

不安な未来を生き抜く知恵は、歴史名言が教えてくれる 竹中 平蔵∥著 SBクリエイティブ

エジソンの言葉 ヒラメキのつくりかた 浜田 和幸∥著 大和書房

戦国武将100の言葉 運命を切り開く 丸茂 潤吉∥著 彩図社

イチローの哲学 一流選手は何を考え、何をしてきたのか 奥村 幸治∥著 PHP研究所

知られざる福沢諭吉 下級武士から成り上がった男 礫川 全次∥著 平凡社

水木サンの幸福論 水木 しげる∥[著] 角川書店

超訳広岡浅子自伝 広岡 浅子∥著 KADOKAWA

歳をとるのは面白い 70代、80代も豊かに生きられる人、つまらなくなる人。 『PHP』編集部∥編 PHP研究所

人生、90歳からおもしろい! オイドル絵っせい やなせ たかし∥著 新潮社

1分で心に効く50の名言とストーリー 西沢 泰生∥著 大和書房

●ワン（犬）だらけ

書名 著者 出版者

ぼくの名はチェット スペンサー　クイン∥著 東京創元社

ブックのいた街 関口 尚∥著 祥伝社

カイくんの東京ぶらり旅 坂本 カイ∥著 ヴィレッジブックス

テルアビブの犬 小手鞠 るい∥著 文藝春秋

いぬのちえ グレン　ドロムグール∥著 ぺんぎん書房 

うちのコ柴犬 影山 直美∥著 メディアファクトリー

作家と犬 総特集 河出書房新社

十三匹の犬 加藤 幸子∥著 新潮社

犬と私の10の約束  秋元 良平∥写真 ポプラ社

犬部! 北里大学獣医学部 片野 ゆか∥著 ポプラ社

千石屋お奈津犬連れ日帖 五十嵐 ひろみ∥著 PHP研究所

ポチのひみつ 片野 ゆか∥著 集英社

●闇鍋

書名 著者 出版者

30円のブラックサンダーで100億円企業になった理由 エムシー　ブー∥著 トランスワールドジャパン

幸福トラベラー 山本 幸久∥著 ポプラ社 

いっぱいいるとかわいいね 関 由香∥写真 ソニー・マガジンズ

日本懐かしお菓子大全 松林 千宏∥著 辰巳出版

僕の探偵 新野 剛志∥著 東京創元社

死神うどんカフェ1号店 1杯目 石川 宏千花∥[著] 講談社

短歌ください 君の抜け殻篇 穂村 弘∥著 KADOKAWA

さいとう市立さいとう高校野球部 上 あさの あつこ∥[著] 講談社

さいとう市立さいとう高校野球部 下 あさの あつこ∥[著] 講談社

ご利用ありがとうございました。（＾０＾）ノ
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