
「高校生によるブックハンティング」　ブックリスト

書名 著者 出版者 請求記号

おかんメール　４ おかんメール制作委員会／編 扶桑社 0490/O9/1-4

Ｍｒ．都市伝説関暁夫の都市伝説 関暁夫／著 竹書房 0491/S31/1-5

マイメロディの『論語』 朝日文庫編集部／編 朝日新聞出版 1238/A3/

「なるほど！」とわかるマンガはじめての恋愛心理学 ゆうきゆう／監修 西東社 1416/Y8/

人生がラクになる７つの方法 メンタリストＤａｉＧｏ／著 講談社 1590/D13/

人生を変える修造思考！ 松岡修造／著 アスコム 1590/M84/3

解くだけで人生が変わる！修造ドリル 松岡修造／著 アスコム 1590/M84/4

松岡修造の人生を強く生きる８３の言葉 松岡修造／著 アスコム 1590/M84/5

やりたいことをぜんぶ実現する方法 ゆうきゆう／著 海竜社 1590/Y50/

仕事ができて、なぜか運もいい人の習慣 有川真由美／著 ＰＨＰ研究所 1596/A8/3

私（わたし）は、ありのままで大丈夫 講談社／編 講談社 1596/K23/

ウユニ塩湖世界一の「奇跡」と呼ばれた絶景 ＴＡＢＩＰＰＯ／編 いろは出版 2967/T1/

アホこそ社長にならんかい 桂幹人／著 講談社 33504/K8/2

笑いの凄ワザ 殿村政明／著 大和出版 33640/T50/

社長！お金は「ここだけ」押さえれば会社は潰れない 石原尚幸／著 ダイヤモンド社 33680/I11/

らくらく小さな会社と個人事業の消費税がわかる本 山端康幸／編 あさ出版 33698/Y23/

面白いほどよくわかる！見ため・口ぐせの心理学 渋谷昌三／著 西東社 36145/S6/2

夢をかなえる勉強術 ゆうきゆう／著 ソフトバンククリエイティブ 37970/Y6/

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 38610/S17/

誰もがその先を聞きたくなる理系の話大全 話題の達人倶楽部／編 青春出版社 4040/W22/

美しい元素 学研教育出版／編 学研教育出版 4311/G2/

へんな生きものへんな生きざま 早川いくを／〔編著・デザイン〕 エクスナレッジ 4804/H8/1-3

えのすい愛しのクラゲたち 新江ノ島水族館／著 セブン＆アイ出版 4833/S5/

カタツムリハンドブック 武田晋一／写真 文一総合出版 4846/T1/

世界の美しい飛んでいる鳥 〔澤井聖一〕／〔編〕 エクスナレッジ 4880/S17/

すぐ忘れる男決して忘れない女 マリアン・レガト／著 朝日新聞出版 4913/L10/

日本懐かしアイス大全 アイスマン福留／著 辰巳出版 5883/I10/

醤油本 高橋万太郎／著 玄光社 5886/T5/

つゆつきと晴れの日、卦の日のつまみ細工 土田由紀子／〔著〕 日本ヴォーグ社 5946/T2/

白玉屋新三郎の白玉レシピ 白玉屋新三郎／著 パルコエンタテインメント事業部 5963/S56/

手づくり漬け物３１５ 手づくり漬け物の会／編 家の光協会 5963/T33/2

一年中おいしいアイスデザート 福田里香／著 主婦と生活社 5966/F3/2

イヌの気持ちがおもしろいほどわかる本 イヌとの暮らしを楽しむ会／著 扶桑社 6456/I25/

ネコの気持ちがおもしろいほどわかる本 ネコとの暮らしを楽しむ会／著 扶桑社 6456/N28/

なぞって上達！マンガ背景・パース かげつ／著 池田書店 7261/K34/

スヌーピーこんな生き方探してみよう チャールズ・Ｍ．シュルツ／コミック 朝日新聞社 7261/S42/

ＳＮＯＯＰＹ　ＣＯＭＩＣ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ　５０’ｓ チャールズ・Ｍ．シュルツ／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 7261/S42/2

ＣＬＩＰ　ＳＴＵＤＩＯ　ＰＡＩＮＴ　ＰＲＯプロの絵師に学ぶイラスト上達テクニック しきみ／共著 エムディエヌコーポレーション 7265/S41/

日本刀妖しい魅力にハマる本 博学こだわり倶楽部／編 河出書房新社 7566/H7/

物語で読む日本の刀剣１５０ かみゆ歴史編集部／〔著〕 イースト・プレス 7566/K16/

知っておきたい日本の名刀 杉浦良幸／監修 ベストセラーズ 7566/S18/3

ビビリ ＥＸＩＬＥ　ＨＩＲＯ／著 幻冬舎 7678/H38/

オカダのはなし 岡田准一／著 マガジンハウス 7678/O26/

ゲーム＆アニメキャラクターデザインブック　2015 田中里奈／編 パイインターナショナル 7979/T6/

遊佐家の四週間 朝倉かすみ／著 祥伝社 9136/A193/7

ストーリー・セラー 有川浩／著 新潮社 9136/A198/15

海の底 有川浩／著 メディアワークス 9136/A198/25
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クジラの彼 有川浩／〔著〕 角川書店 9136/A198/26

図書館戦争 有川浩／〔著〕 角川書店 9136/A198/27

阪急電車 有川浩／著 幻冬舎 9136/A198/8

浜村渚の計算ノート 青柳碧人／〔著〕 講談社 9136/A226/5

午前０時の忘れもの 赤川次郎／著 集英社 9136/A33/177

永遠の０（ゼロ） 百田尚樹／著 太田出版 9136/H308/12

学園天国 五十嵐貴久／著 実業之日本社 9136/I229/12

岩窟姫 近藤史恵／著 徳間書店 9136/K337/25

十三番目の人格（ペルソナ） 貴志祐介／〔著〕 角川書店 9136/K401/12

天使の囀り 貴志祐介／〔著〕 角川書店 9136/K401/13

雀蜂 貴志祐介／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/K401/14

デート 古沢良太／脚本 扶桑社 9136/K767/

青春離婚 紅玉いづき／著 星海社 9136/K768/

万能鑑定士Ｑの事件簿 松岡圭祐／〔著〕 角川書店 9136/M294/15

有頂天家族 森見登美彦／著 幻冬舎 9136/M375/10

有頂天家族 二代目の帰朝 森見登美彦／著 幻冬舎 9136/M375/10-2

四畳半神話大系 森見登美彦／〔著〕 角川書店 9136/M375/11

ペンギン・ハイウェイ 森見登美彦／〔著〕 角川書店 9136/M375/12

夜は短し歩けよ乙女 森見登美彦／著 角川書店 9136/M375/3

四畳半王国見聞録 森見登美彦／著 新潮社 9136/M375/9

ビブリア古書堂の事件手帖 三上延／著 アスキー・メディアワークス 9136/M491/

お任せ！数学屋さん 向井湘吾／〔著〕 ポプラ社 9136/M501/4

火花 又吉直樹／著 文藝春秋 9136/M531/

ごちそうさん　上 森下佳子／作 ＮＨＫ出版 9136/M542/1-1

ごちそうさん　下 森下佳子／作 ＮＨＫ出版 9136/M542/1-2

戦力外捜査官 似鳥鶏／著 河出書房新社 9136/N410/2

草枕 夏目漱石／著 新潮社 9136/N7/31

いのちのパレード 恩田陸／著 実業之日本社 9136/O162/35

夢違 恩田陸／著 角川書店 9136/O162/40

ライオンハート 恩田陸／著 新潮社 9136/O162/43

食堂かたつむり 小川糸／〔著〕 ポプラ社 9136/O267/8

一人っ子同盟 重松清／著 新潮社 9136/S288/53

和菓子のアン 坂木司／著 光文社 9136/S301/8

痴人の愛 谷崎潤一郎／著 中央公論新社 9136/T3/18

家族シアター 辻村深月／著 講談社 9136/T419/14

時をかける少女 筒井康隆／〔著〕 角川書店 9136/T87/72

ガールズ・ステップ 宇山佳佑／著 集英社 9136/U102/

勝手にふるえてろ 綿矢りさ／著 文藝春秋 9136/W40/6

百年法 上 山田宗樹／著 角川書店 9136/Y185/11-1

百年法　下 山田宗樹／著 角川書店 9136/Y185/11-2

とにかく散歩いたしましょう 小川洋子／著 文藝春秋 9146/O101/5

小さな幸せ４６こ よしもとばなな／著 中央公論新社 9146/Y65/13

希望名人ゲーテと絶望名人カフカの対話 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ／著 飛鳥新社 9402/G1/61

変身 カフカ／〔著〕 新潮社 9430/K4/10
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