
    Young Generationコーナー第28回企画展示 「高校生によるブックハンティング 」

<展示期間＞平成26年9月23日（火）～11月30日（日）

書名 著者 出版者 請求記号

青春を生きる１００冊の本 久我勝利／著 致知出版社 0190/K60/

おかんメール おかんメール制作委員会／編 扶桑社 0490/O9/

超解「哲学名著」事典 小川仁志／著 ＰＨＰ研究所 1300/O1/

ハローキティのニーチェ 朝日文庫編集部／編 朝日新聞出版 1349/N1/92

世界の心霊写真 メルヴィン・ウィリン／著 洋泉社 1475/W1/

わたしが正義について語るなら やなせたかし／著 ポプラ社 1580/Y4/2

一流の死に方 井上裕之／著 講談社 1590/I48/

弱い自分を好きになる本 香山リカ／著 朝日新聞出版 1590/K99/3

「いい人」は成功者になれない！ 里中李生／著 三笠書房 1590/S107/

女の子の夢をぜんぶ叶えるまほうの本 上原愛加／著 学研パブリッシング 1596/U7/

いちばん詳しい「ケルト神話」がわかる事典 森瀬繚／著 ＳＢクリエイティブ 1643/M9/

いちばん詳しい「北欧神話」がわかる事典 森瀬繚／著 ＳＢクリエイティブ 1643/M9/2

封印された東京の謎 小川裕夫／著 彩図社 2136/O7/

教科書では学べない世界史のディープな人々 鶴岡聡／著 中経出版 2804/T11/

アインシュタインひらめきの言葉 弓場隆＋ディスカヴァー編集部／編訳 ディスカヴァー・トゥエンティワン 2893/E5/36

世界の絶景・秘境１００ 成美堂出版編集部／編 成美堂出版 2909/S54/

世にも奇妙なマラソン大会 高野秀行／著 集英社 2909/T48/2

ザ・＊尋問術 Ｂ．ラップ／著 第三書館 31775/R1/

カラフルなぼくら スーザン・クークリン／著 ポプラ社 36790/K36

スープの歴史 ジャネット・クラークソン／著 原書房 38380/C11/2

ふくろうデイズ 黒須みゆき／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 4887/K6/

脳科学は人格を変えられるか？ エレーヌ・フォックス／著 文藝春秋 4913/F18/

休む技術 西多昌規／著 大和書房 4983/N57/4

「月曜日がゆううつ」になったら読む本 西多昌規／著 大和書房 4983/N57/5

幸せになれる眠るメソッド４８ 東京西川（西川産業株式会社）／編 マガジンハウス 4983/T59/

「医者いらず」の食べ物事典 石原結實／著 ＰＨＰ研究所 4985/I43/9

一度は行きたい日本の美城 かみゆ歴史編集部／編 学研パブリッシング 5218/K63/

日本名城探訪ガイドブック 歴史群像編集部／編 学研パブリッシング 5218/R4/

フランスのなつかしいレシピ ニコル・テポー／著 グラフィック社 5962/T61/

「図解」１００円のコーラを１０００円で売る方法 永井孝尚／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 6750/N41/2

名画に見る男のファッション 中野京子／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 7230/N9/3

野原ひろしの名言 大山くまお／著 双葉社 7261/O15/

サラリーマン山崎シゲル 田中光／著 ポニーキャニオン 7261/T30/

やなせたかし明日をひらく言葉 やなせたかし／〔著〕 ＰＨＰ研究所 7261/Y19/3

１００円グッズでスイーツデコ 永高真寿美／著 主婦と生活社 7514/N5/1-3

ＵＶレジンの大人ときめく・アクセサリー ａ．ｋ．ｂ．／著 河出書房新社 7519/A1/

斉藤和義本 斉藤和義／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 7678/S58/

「大人の歌謡曲」公式ガイドブック 富澤一誠／著 言視舎 7678/T5/5

あれから４年・・・　クラリス回想 アニメージュ編集部／編 徳間書店 7787/A8/

情熱を貫く 大久保嘉人／著 フロムワン 7834/O23/

早実ｖｓ．駒大苫小牧 中村計／著 朝日新聞出版 7837/N34/3

誰とでも１５分以上会話がとぎれない！話し方６６のルール 野口敏／著 すばる舎 8094/N21/

日本語の隣人たち 小野智香子／編 白水社 8290/N2/1-2

英語は将来こう変わる 鈴木寛次／著 大修館書店 8300/S8/3

ぼくたちの英語 黒田龍之助／著 三修社 8307/K15/
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書名 著者 出版者 請求記号

教養の英語 学研辞典編集部／編 学研教育出版 8340/G3/

出ない順試験に出ない英単語 中山／著 飛鳥新社 8340/N3/

季語、いただきます 櫂未知子／著 講談社 9113/K201/2

アルバイト川柳 ａｎ編集部／編 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9114/A11/

サラリーマン川柳いちおし傑作選 やくみつる／選 ＮＨＫ出版 9114/S35/

サラリーマン川柳にんまり傑作選 やくみつる／選 ＮＨＫ出版 9114/S35/1-2

女子会川柳 シティリビング編集部／編 ポプラ社 9114/S36/

シルバー川柳 全国有料老人ホーム協会／編 ポプラ社 9114/Z4/

冬眠する熊に添い寝してごらん 古川日出男／著 新潮社 9126/F8/

狼と兎のゲーム 我孫子武丸／著 講談社 9136/A104/8

敗者たちの季節 あさのあつこ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/A180/57

明日の子供たち 有川浩／著 幻冬舎 9136/A198/23

野球部ひとり 朝倉宏景／著 講談社 9136/A279/

ノワール・レヴナント 浅倉秋成／著 講談社 9136/A280/

魔法使いのハーブティー 有間カオル／〔著〕 アスキー・メディアワークス 9136/A281/

闇の喇叭 有栖川有栖／著 講談社 9136/A71/19

星ノ少女ト幻奏楽土 ｃｏｓＭｏ＠暴走Ｐ／著 一迅社 9136/C21/

八月からの手紙 堂場瞬一／〔著〕 講談社 9136/D17/28

20 堂場瞬一／著 実業之日本社 9136/D17/29

テンペスタ 深水黎一郎／著 幻冬舎 9136/F138/2

ＢＯＲＤＥＲ 古川春秋／小説 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/F144/

ケモノの城 誉田哲也／著 双葉社 9136/H256/18

ライオンの棲む街 東川篤哉／著 祥伝社 9136/H269/11

風の中のマリア 百田尚樹／〔著〕 講談社 9136/H308/8

おおかみこどもの雨と雪 細田守／〔著〕 角川書店 9136/H309/2

サクラカグラ 久弥直樹／著 星海社 9136/H358/

捨て猫という名前の猫 樋口有介／著 東京創元社 9136/H98/24

時間のおとしもの 入間人間／〔著〕 アスキー・メディアワークス 9136/I300/2

瞳のさがしもの 入間人間／〔著〕 アスキー・メディアワークス 9136/I300/3

エウロパの底から 入間人間／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/I300/4

果てなき天のファタルシス 十文字青／著 星海社 9136/J26/

アリス殺し 小林泰三／著 東京創元社 9136/K366/8

青鬼 ｎｏｐｒｏｐｓ／原作 ＰＨＰ研究所 9136/K541/6

金曜のバカ 越谷オサム／〔著〕 角川書店 9136/K547/9

失物屋マヨヒガ 黒史郎／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/K598/2

五龍世界（ウーロンワールド） 壁井ユカコ／著 ポプラ社 9136/K644/6-1

五龍世界（ウーロンワールド） 2 壁井ユカコ／著 ポプラ社 9136/K644/6-2

五龍世界（ウーロンワールド） 3 壁井ユカコ／著 ポプラ社 9136/K644/6-3

ホーンテッド・キャンパス 櫛木理宇／〔著〕 角川書店 9136/K706/3

世界から猫が消えたなら 川村元気／著 マガジンハウス 9136/K733/

見えない彼女の探しもの 霧友正規／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/K734/

その答えは、楽譜の中に 小竹清彦／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/K735/

ソードアート・オンライン 川原礫／〔著〕 アスキー・メディアワークス 9136/K736/

私（わたし）の本気をあなたは馬鹿というかもね 牧野修／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/M245/8

ジェームズ・ボンドは来ない 松岡圭祐／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/M294/13
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有頂天家族 森見登美彦／〔著〕 幻冬舎 9136/M375/10

クビキリサイクル 西尾維新／著 講談社 9136/N314/16

学校裏サイト 二宮敦人／〔著〕 アルファポリス 9136/N403

ドＳ刑事（デカ） 七尾与史／〔著〕 幻冬舎 9136/N405/

ココロ・ドリップ 中村一／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/N406/

キミは知らない 大崎梢／〔著〕 幻冬舎 9136/O261/5

珈琲店タレーランの事件簿また会えたなら、あなたの淹れた珈琲を 岡崎琢磨／著 宝島社 9136/O303/1-1

珈琲店タレーランの事件簿　２ 岡崎琢磨／著 宝島社 9136/O303/1-2

珈琲店タレーランの事件簿　３ 岡崎琢磨／著 宝島社 9136/O303/1-3

ネトゲ廃人シュプレヒコール さつきがてんこもり／原作 一迅社 9136/O304/

おとぎ話の忘れ物 小川洋子／文 ホーム社 9136/O96/27

Ｋ（ケー）　ＳＩＤＥ：ＲＥＤ 来楽零／著 講談社 9136/R26/

ゼツメツ少年 重松清／著 新潮社 9136/S288/52

札幌アンダーソング 小路幸也／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/S413/30

東京バンドワゴン 小路幸也／著 集英社 9136/S413/31

赤×ピンク 桜庭一樹／〔著〕 角川書店 9136/S447/10

Ｇｏｓｉｃｋ 桜庭一樹／〔著〕 角川書店 9136/S447/11-1

Ｇｏｓｉｃｋ　２ 桜庭一樹／〔著〕 角川書店 9136/S447/11-2

私（わたし）を知らないで 白河三兎／著 集英社 9136/S554/2

プールの底に眠る 白河三兎／〔著〕 講談社 9136/S554/3

ケシゴムは嘘を消せない 白河三兎／〔著〕 講談社 9136/S554/4

プシュケの涙 柴村仁／〔著〕 アスキー・メディアワークス 9136/S558/

かなえの八幡さま 瀬田ユキノ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/S559/

首都崩壊 高嶋哲夫／著 幻冬舎 9136/T314/17

子どもたちは夜と遊ぶ　上 辻村深月／著 講談社 9136/T419/10-1

子どもたちは夜と遊ぶ　下 辻村深月／著 講談社 9136/T419/10-2

名前探しの放課後　上 辻村深月／〔著〕 講談社 9136/T419/11-1

名前探しの放課後 下 辻村深月／〔著〕 講談社 9136/T419/11-2

Ｖ（ブイ）．Ｔ．Ｒ． 辻村深月／〔著〕 講談社 9136/T419/12

うさぎパン 瀧羽麻子／〔著〕 幻冬舎 9136/T420/3

童話を失くした明時に 高里椎奈／〔著〕 講談社 9136/T467/

昴 谷村新司／〔著〕 角川書店 9136/T468/

怪談 柳広司／〔著〕 講談社 9136/Y210/9

貴族と奴隷 山田悠介／著 文芸社 9136/Y230/35

僕の光輝く世界 山本弘／著 講談社 9136/Y231/5

路地裏のあやかしたち 行田尚希／〔著〕 アスキー・メディアワークス 9136/Y313/

ゲート　１．（接触編）　上 柳内たくみ／〔著〕 アルファポリス 9136/Y314/1-1

超訳努力論 幸田露伴／著 ディスカヴァー・トゥエンティワン 9146/K11/12

笑顔の花が咲く トレーシー・コーデュロイ／作 １万年堂出版 9330/C179/

思い出のマーニー ジョーン・Ｇ．ロビンソン／〔著〕 岩波書店 9330/R108/

たんぽぽ娘 ロバート・Ｆ．ヤング／著 河出書房新社 9330/Y17/

ボブという名のストリート・キャット ジェームズ・ボーエン／著 辰巳出版 9360/B43/

★　展示の様子は、こちらから↓↓↓

http://www.library.pref.kagawa.jp/kgwlib_doc/young/young.html
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