
◆ Young Generation コーナー ◆ 高校生によるブックハンティング2016 ブックリスト　　　　　

書名 著者 出版者 請求記号

嫌われる勇気 岸見一郎／著 ダイヤモンド社 1400/A2/7

幸せになる勇気 岸見一郎／著 ダイヤモンド社 1400/A2/7-2

人間関係が楽になるアドラーの教え 岩井俊憲／著 大和書房 1468/I13/4

本気になればすべてが変わる 松岡修造／著 文藝春秋 1590/M84/6

穏やかに生きるヒント 植西聰／著 マイナビ出版 1590/U4/14

ゲスな女が、愛される 心屋仁之助／著 廣済堂出版 1596/K26/2

日本がもし１００人の村だったら 池上彰／著 マガジンハウス 30400/I57/4

トヨタの片づけ ＯＪＴソリューションズ／著 中経出版 33650/O10/

自分の小さな「箱」から脱出する方法
アービンジャー・インスティ
チュート／著 大和書房 36140/A15/

ときめく化石図鑑 土屋 香／文 山と溪谷社 4570/T5/

ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑 柴山元彦／著 創元社 4590/S5/

目は１分でよくなる！ 今野清志／著 自由国民社 4964/K3/

ぐでたま哲学 サンリオ／著 大和書房 7265/S45/

ぐでたま哲学 2 サンリオ／著 大和書房 7265/S45/1-2

ぐでたま哲学 3 サンリオ／著 大和書房 7265/S45/1-3

見知らぬ心臓
シャルロット・ヴァランドレ
イ／著 マガジンハウス 7782/V4/

ＳＡＳ・特殊部隊式図解最強トレーニングマニュアル クリス・マクナブ／著 原書房 7807/M15/

センターバック専門講座 秋田豊／著 東邦出版 7834/A13/

ボランチ専門講座 福西 崇史／著 東邦出版 7834/F14/

Mourinho  ジョゼ・モウリーニョ自伝 ジョゼ・モウリーニョ／著 東邦出版 7834/M38/

101年目の高校野球「いまどき世代」の力を引き出す監督たち 大利 実／著 インプレス 7837/O39/

弱くても勝てます 高橋秀実／著 新潮社 7837/T52/2

ＳＡＳ・特殊部隊式図解徒手格闘術マニュアル
マーティン・Ｊ．ドハティ／
著 原書房 7899/D1/

プロカウンセラーの聞く技術・話す技術 マルコ社／編 マルコ社 8094/M21/

誰と会っても会話に困らない雑談力サクッとノート 櫻井弘／監修 永岡書店 8094/S39/3

図書館内乱 有川浩／〔著〕 角川書店 9136/A198/27-2

図書館危機 有川浩／〔著〕 角川書店 9136/A198/27-3

図書館革命 有川浩／〔著〕 角川書店 9136/A198/27-4

別冊図書館戦争 1 有川浩／〔著〕 角川書店 9136/A198/27-5

別冊図書館戦争 2 有川浩／〔著〕 角川書店 9136/A198/27-6

ままならないから私とあなた 朝井 リョウ／著 文藝春秋 9136/A229/11

悪母 春口 裕子／著 実業之日本社 9136/H252/3

1 



◆ Young Generation コーナー ◆ 高校生によるブックハンティング2016 ブックリスト　　　　　

書名 著者 出版者 請求記号

赤へ 井上 荒野／著 祥伝社 9136/I117/18

西一番街ブラックバイト 石田 衣良／著 文藝春秋 9136/I201/1-12

センセイの鞄 川上弘美／著 文藝春秋 9136/K376/28

すべて真夜中の恋人たち 川上未映子／著 講談社 9136/K609/5

２．４３（にいてんよんさん） 壁井ユカコ／著 集英社 9136/K644/7

王様ゲーム起源 金沢伸明／著 双葉社 9136/K794/5

王様ゲーム再生９．１９ 金沢伸明／著 双葉社 9136/K794/6-1

王様ゲーム再生９．２４ 金沢伸明／著 双葉社 9136/K794/6-2

王様ゲーム煉獄１０．２９ 金沢伸明／著 双葉社 9136/K794/7-1

王様ゲーム煉獄１１．０４ 金沢伸明／著 双葉社 9136/K794/7-2

王様ゲーム深淵８．０２ 金沢伸明／著 双葉社 9136/K794/8-1

王様ゲーム深淵８．０８ 金沢伸明／著 双葉社 9136/K794/8-2

現世(うつしよ)怪談 木原 浩勝／著 講談社 9136/K795/

もういっかい彼女 松久 淳／著 小学館 9136/M363/6

高校入試 湊 かなえ／[著] KADOKAWA 9136/M424/22

神様に一番近い動物 水野 敬也／[著] 文響社 9136/M471/3

殺人鬼（サイコパス）狩り 二宮敦人／〔著〕 アルファポリス 9136/N403/2

この靴、なげたい 中居真麻／著 徳間書店 9136/N423/2

小説君の名は。 新海 誠／[著] KADOKAWA 9136/S515/3

美幸 鈴木おさむ／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 9136/S571/2

蝕む女 Saori／著 KADOKAWA 9136/S605/

朝が来る 辻村深月／著 文藝春秋 9136/T419/15

死んでいない者 滝口悠生／著 文藝春秋 9136/T463/4

夏の方舟 海猫沢 めろん／著 KADOKAWA 9136/U105/

珠玉の短編 山田 詠美／著 講談社 9136/Y80/30

晩年の子供 山田詠美／〔著〕 講談社 9136/Y80/31

ラストナイト 薬丸 岳／著 実業之日本社 9136/Y245/9

ねじまき片想い 柚木麻子／著 東京創元社 9136/Y285/5

けむたい後輩 柚木麻子／著 幻冬舎 9136/Y285/8

学生時代にやらなくてもいい２０のこと 朝井リョウ／著 文藝春秋 9146/A143/

犯罪
フェルディナント・フォン・
シーラッハ／著 東京創元社 9430/S33/5

嫌なことは後まわし パトリック・モディアノ／著 キノブックス 9530/M23/14
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