
書名 著者名 請求記号

子どもが必ず本好きになる１６の方法・実践アニマシオン 　有元　秀文∥著 ０１９　ア

伊藤まさこの雑食よみ 　伊藤　まさこ∥著 ０１９　イ

世界を変えた１０冊の本 　池上／彰∥著 ０１９　イ

本は友だち 　池内　紀∥〔著〕 ０１９　イ

子どもに歯ごたえのある本を 　石井　桃子∥著 ０１９　イ

井上ひさしの読書眼鏡 　井上／ひさし∥著 ０１９　イ

嵐の夜の読書 　池澤／夏樹∥〔著〕 ０１９　イ

ＮＨＫ私の１冊日本の１００冊　人生を変えた１冊編 　アジア・コンテンツ・センター∥監修 ０１９　エ

読書は１冊のノートにまとめなさい 　奥野／宣之∥著 ０１９　オ

本を読むってけっこういいかも 　香山／リカ∥著 ０１９　カ

ポケットに物語を入れて 　角田　光代∥著 ０１９　カ

子どもと読みたい絵本２００ 　 ０１９　コ

本のおかわりもう一冊 　桜庭　一樹∥著 ０１９　サ

絵本といっしょにまっすぐまっすぐ 　鈴木　潤∥著 ０１９　ス

本の底力 　高橋　文夫∥著 ０１９　タ

枕元の本棚 　津村　記久子∥著 ０１９　ツ

読んだつもりで終わらせない名著の読書術 　樋口　裕一∥著 ０１９　ヒ

松居直と絵本づくり 　藤本　朝巳∥著 ０１９　フ

私的読食録 　堀江　敏幸∥著 ０１９　ホ

あたりまえだけどなかなかできない読書習慣のルール 　松本／幸夫∥著 ０１９　マ

将来の学力は１０歳までの「読書量」で決まる！ 　松永　暢史∥著 ０１９　マ

本屋さんで待ちあわせ 　三浦　しをん∥著 ０１９　ミ

みんな、絵本から 　柳田／邦男∥著 ０１９　ヤ

愉快な本と立派な本　〔１９９２～１９９７〕 　丸谷　才一∥編 ０１９　ユ　１

打ちのめされるようなすごい本 　米原／万里∥著 ０１９　ヨ

リーダーの本棚 　日本経済新聞社∥編 ０１９　リ

読む力は生きる力 　脇／明子∥著 ０１９　ワ

私をリーダーに導いた２５０冊 　朝日新聞出版∥編 ０１９　ワ

図説本の歴史 　樺山／紘一∥編 ０２０　ズ

世界の美しい本 　海野　弘∥解説　監修 ０２０　セ

日本の時代をつくった本 　永江　朗∥監修 ０２０　ニ

重版未定　弱小出版社で本の編集をしていますの巻 　川崎　昌平∥著 ０２１　カ

重版未定　〔２〕 　川崎　昌平∥著 ０２１　カ　２

「本をつくる」という仕事 　稲泉　連∥著 ０２２　イ

装丁・装画の流儀 　日本図書設計家協会∥編 ０２２　ソ

本の魔法 　司／修∥著 ０２２　ツ

≪　本を読もう本を知ろう　≫

2017年11月　本を読もう本を知ろう　（1）



書名 著者名 請求記号

和の心で包む帙と函づくり 　藪田／夏秋∥著 ０２２　ヤ

手で作る本 　山崎／曜∥著 ０２２　ヤ

はじめて手でつくる本 　ヨンネ∥著 ０２２　ヨ

『暮しの手帖』と花森安治の素顔 　河津　一哉∥著 ０２３　カ

花森さん、しずこさん、そして暮しの手帖編集部 　小榑　雅章∥著 ０２３　コ

出版界おもしろ豆事典 　塩澤／実信∥著 ０２３　シ

出版・新聞絶望未来 　山田　順∥著 ０２３　ヤ

本屋さんで本当にあった心温まる物語 　川上　徹也∥著 ０２４　カ

善き書店員 　木村　俊介∥著 ０２４　キ

書店員が本当に売りたかった本 　ジュンク堂書店新宿店∥著 ０２４　シ

世界の夢の本屋さん　〔１〕 　 ０２４　セ

作家の値段 　出久根／達郎∥著 ０２４　デ

本棚にもルールがある 　成毛　眞∥著 ０２４　ナ

本を愛しすぎた男 　アリソン　フーヴァー　バートレット∥著 ０２４　バ

痕跡本のすすめ 　古沢　和宏∥著 ０２４　フ

私の本棚 　新潮社∥編 ０２４　ワ

絵本であそぼう、このゆびとまれ！ 　梓　加依∥著 ３７６　ア

ママの心に寄りそう絵本たち 　磯崎　園子∥著 ５９９　イ

絵本があればだいじょうぶ！ 　浜島　代志子∥著 ５９９　ハ

図書館ねこベイカー＆テイラー 　ジャン　ラウチ∥著 ６４５　ラ

絵本をよむこと 　香曽我部　秀幸∥編　著 ７２６　エ

絵本 　 ７２６　エ

絵本作家６１人のアトリエと道具 　 ７２６　エ

絵本作家のアトリエ　〔１〕 　福音館書店母の友編集部∥著 ７２６　エ　１

あるかしら書店 　ヨシタケ　シンスケ∥著 ７２６　ヨ

翻訳問答　〔２〕 　 ９０４　ホ　２

子どもの自分に会う魔法 　石井　ゆかり∥著 ９０９　イ

世界の絵本・児童文学図鑑 　ジュリア・エクルスシェア∥編 ９０９　セ

子や孫に贈る童話１００ 　牧野　節子∥著 ９０９　マ

図書室で暮らしたい 　辻村　深月∥著 ９１４　ツ

翻訳問答 　片岡　義男∥著 ９３０　カ

書店主フィクリーのものがたり 　ガブリエル　ゼヴィン∥著 ９３３　ゼ

古書の来歴 　ジェラルディン・ブルックス∥著 ９３３　ブ

図書館の女王を捜して 　新井／千裕∥著 Ｆ　アラ

背表紙は歌う 　大崎／梢∥著 Ｆ　オオ

平台がおまちかね 　大崎／梢∥著 Ｆ　オオ

サイン会はいかが？ 　大崎／梢∥著 Ｆ　オオ

本バスめぐりん。 　大崎　梢∥著 Ｆ　オオ
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おさがしの本は 　門井／慶喜∥著 Ｆ　カド

この世にひとつの本 　門井／慶喜∥著 Ｆ　カド

小説あります 　門井／慶喜∥著 Ｆ　カド

書楼弔堂　炎昼 　京極　夏彦∥著 Ｆ　キョ

サエズリ図書館のワルツさん　〔１・２〕 　紅玉　いづき∥著 Ｆ　コウ

ツクツク図書館 　紺野／キリフキ∥著 Ｆ　コン

東京バンドワゴン 　小路／幸也∥著 Ｆ　ショ　１

小説図書館の主 　篠原　ウミハル∥原作　イラスト Ｆ　シン

図書室のキリギリス 　竹内　真∥著 Ｆ　タケ

図書室のピーナッツ 　竹内　真∥著 Ｆ　タケ

レジまでの推理 　似鳥　鶏∥著 Ｆ　ニタ

本屋稼業 　波多野　聖∥〔著〕 Ｆ　ハタ

夢を売る男 　百田　尚樹∥著 Ｆ　ヒャ

ヒクイドリ 　古野　まほろ∥著 Ｆ　フル

稀代の本屋　蔦屋重三郎 　増田　晶文∥著 Ｆ　マス

舟を編む 　三浦　しをん∥著 Ｆ　ミウ

神さまのいる書店　〔１・２〕 　三萩　せんや∥著 Ｆ　ミハ

図書館ホスピタル 　三萩　せんや∥著 Ｆ　ミハ

図書館奇譚 　村上　春樹∥著 Ｆ　ムラ

桜風堂ものがたり 　村山　早紀∥著 Ｆ　ムラ

花野に眠る 　森谷　明子∥著 Ｆ　モリ

れんげ野原のまんなかで 　森谷／明子∥著 Ｆ　モリ

本屋さんのダイアナ 　柚木　麻子∥〔著〕 Ｆ　ユズ

追想五断章 　米澤／穂信∥著 Ｆ　ヨネ

図書室の魔法　〔上・下〕 　ジョー　ウォルトン∥著 Ｂ９３３　ウ

書店員の恋 　梅田　みか∥著 ＢＦ　ウメ

本をめぐる物語 　中田　永一∥〔著〕 ＢＦ　ホン

ビブリア古書堂の事件手帖　〔１・２〕 　三上／延∥〔著〕 ＢＦ　ミカ

ペナンブラ氏の２４時間書店 　ロビン　スローン∥著 Ｙ９３３　ス

図書館の神様 　瀬尾／まいこ∥著 ＹＦ　セオ
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