
「帯の持ち本（ぬし）を探せ！」 ♦解答用紙♦

書名 著者 出版者 解答

1
1日10分走る青トレ　箱根王者・青学のランニ
ングメソッド

原 晋／著 ゴルフダイジェスト社

2 男も女もみんなフェミニストでなきゃ
チママンダ・ンゴズィ・
アディーチェ／著

河出書房新社

3 乙女の美術史 堀江 宏樹／[著] KADOKAWA

4 かならずお返事書くからね
ケイトリン・アリフィレ
ンカ／著

PHP研究所

5 カレーライスを一から作る 前田 亜紀／著 ポプラ社

6 キッチハイク! 山本 雅也／著 集英社

7 車いす犬ラッキー 小林 照幸／著 毎日新聞出版

8
甲子園を目指せ!進学校野球部の勝利への
方程式

タイムリー編集部／
編

辰巳出版

9 古代エジプトの数学問題集を解いてみる 三浦伸夫／著 ＮＨＫ出版

10 ご本,出しときますね?
BSジャパン，若林 正
恭／編

ポプラ社

11 ザ・ガールズ エマ・クライン／著 早川書房

12 雑草はなぜそこに生えているのか 稲垣 栄洋／著 筑摩書房

13 時間砲計画 豊田 有恒／著 復刊ドットコム

14 自閉症のうた 東田 直樹／著 KADOKAWA

15 15歳、ぬけがら 栗沢 まり／著 講談社

16 10代のための仕事図鑑 大泉書店編集部／編 大泉書店

17 深海散歩 藤倉 克則／監修 幻冬舎

18 震災ジャンキー 小林 みちたか／著 草思社

19 千年の田んぼ 石井 里津子／著 旬報社

20
その道のプロに聞くふつうじゃない生きもの
の見つけかた

松橋 利光／著 大和書房

21 闘え!高専ロボコン 萱原 正嗣／著 ベストセラーズ

22 通信制高校のすべて 手島 純／編著 彩流社

23
つまずきたくない人いまから挽回したい人の
ための高校の勉強のトリセツ

船登 惟希／著ほか 学研プラス

24 てふや食堂レベル0からはじめる勇者ごはん てふや食堂／著 一迅社

25
東大ナゾトレ東京大学謎解き制作集団
AnotherVisionからの挑戦状　第2巻

東京大学謎解き制作
集団AnotherVision／
著

扶桑社

26 ときめく御仏図鑑 門賀 美央子／文 山と溪谷社

27 とにかくかんたんゆる～っとはじめる10分自炊 島本 美由紀／[著] 東京書店

28 なぜ日本人は神社にもお寺にも行くのか 島田 裕巳／著 双葉社

29 7番街の殺人 赤川 次郎／著 新潮社

30 日本一やさしい「政治の教科書」できました。 木村 草太／著 朝日新聞出版

31 日本人の不信感 中国人の本心 李 景芳／著 さくら舎

32 忍者で覚える前置詞
nanapi編集部，デイ
ビッド・セイン／著

秀和システム

33
ネット時代のクリエイターやミュージシャンが
得する権利や著作権の本

秀間 修一／講師
シンコーミュージック・エンタテ
イメント

34 ネットの高校、はじめました。 崎谷 実穂／著 KADOKAWA

35 敗北を力に! 元永 知宏／著 岩波書店

ウラも見てね。
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36 裸の仏教 平野 純／著 芸術新聞社

37 ハッチとマーロウ 青山 七恵／著 小学館

38 バナの戦争 バナ・アベド／著 飛鳥新社

39 一〇五度 佐藤 まどか／著 あすなろ書房

40 ピンポン パク ミンギュ／著 白水社

41 フィギュアほど泣けるスポーツはない! 織田 信成／著 KADOKAWA

42 分断された時代を生きる
東京大学教養学部／
編

白水社

43 ホーキング、ブラックホールを語る
スティーヴン・W.ホー
キング／著

早川書房

44 僕がロボットをつくる理由 石黒 浩／著 世界思想社

45 僕たちとアカペラ先生の365日受験戦争
FCEエデュケーション
／著

クロスメディア・マーケティング

46 星とくらす 田中 美穂／著 WAVE出版

47 ほしのこ 山下 澄人／著 文藝春秋

48 本の本 夢眠 ねむ／著 新潮社

49 マイナス・ヒーロー 落合 由佳／著 講談社

50 マンボウのひみつ 澤井 悦郎／著 岩波書店

51
もし文豪たちがカップ焼きそばの作り方を書
いたら

神田 桂一／著 宝島社

52 もしもあなたがプリンセスになったら 今田 美奈子／著 ベストセラーズ

53 ヤバすぎるほど面白い図解物理の話 小谷 太郎／監修 宝島社

54 夢をかなえる読書術 伊藤 真／著 サンマーク出版

55
ようこそ!西洋絵画の流れがラクラク頭に入る
美術館へ

とに～／著 誠文堂新光社

56 弱くても勝てる強くても負ける 石浦 外喜義／著 幻冬舎

57 Life in the Desert
美奈子アルケトビ／
著

玄光社

58 ラブリィ! 吉田 桃子／著 講談社

59 陸上自衛隊中央音楽隊の吹奏楽入門
陸上自衛隊中央音楽
隊／協力

ヤマハミュージックエンタテイン
メントホールディングス出版部

60 笑う数学
日本お笑い数学協会
／著

KADOKAWA

正解は、展示リストを見てね。

２０問以上正解した方（先着４０名）

には、栞をプレゼント！

自己採点後、この用紙を持って、

レファレンスカウンターへどうぞ。

栞をお渡しします。

レファレン

●現在地

ウラも見てね。


