
“大崎図書館利用者のみなさん”

おすすめの一冊

2020年12月1日～25日の期間、
大崎図書館にて、利用者さんにおすすめ本を募集する

特集展示を行いました。
館内におすすめ本の書き込みスペースを設置したところ、
多くの方にご参加いただき、書き込みしてくださった本を

このような1冊のブックリストにまとめました。



タイトル 著者名 出版社 請求記号 所蔵館

かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社 913.6/ﾂ/ 品・二・荏・南・源・ゆ・
井・五・崎・八・分

流浪の月 凪良ゆう 東京創元社 913.6/ﾅ/ 品・二・荏・南・源・ゆ・
井・五・崎・八・分

名作童話・宮沢賢治20選 宮沢賢治 春陽堂書店 913.6/ﾐ/ 崎

世界の終りとハードボイルド・ワ
ンダーランド 村上春樹 新潮社 913.6/ﾑ/ 品

ラン 森絵都 講談社 913.6/ﾓ/ 荏・五

死にたい夜にかぎって 爪切男 扶桑社 914.6/ﾂ/ 品

新編・日本幻想文学集成6 国書刊行会 918.6/ｼ/6 品・崎

浜村渚の計算ノート 青柳碧人 講談社 B/913.6/ｱ/ ゆ

蒼穹の昴 浅田次郎 講談社 B/913.6/ｱ/
二・南・源・ゆ・

五

鉄道員（ぽっぽや） 浅田次郎 集英社 B/913.6/ｱ/ 品・二・八

オーデュボンの祈り 伊坂幸太郎 新潮社 B/913.6/ｲ/ 荏・南・分

アヒルと鴨のコインロッカー 伊坂幸太郎 東京創元社 B/913.6/ｲ/ 品・南・ゆ・分

砂漠 伊坂幸太郎 実業之日本社 B/913.6/ｲ/ 品・井・五

あひる 今村夏子 KADOKAWA B/913.6/ｲ/ 分

ラストレター さだまさし 朝日新聞出版 B/913.6/ｻ/ 二・井

君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社 B/913.6/ｽ/ 品・二・荏・南・源・ゆ・
井・五・崎・八・分

人間失格 太宰治 角川書店 B/913.6/ﾀ/ 崎・井

こゝろ 夏目漱石 角川書店 B/913.6/ﾅ/ 品・井・分

雨降る森の犬 馳星周 集英社 B/913.6/ﾊ/ ゆ

葡萄が目にしみる 林真理子 角川書店 B/913.6/ﾊ/ 荏

一般向け　 日本の小説



タイトル 著者名 出版社 請求記号 所蔵館

本日は、お日柄もよく 原田マハ 徳間書店 B/913.6/ﾊ/ 荏・南・崎

舟を編む 三浦しをん 光文社 B/913.6/ﾐ/ 品・二・ゆ・井

夢をかなえるゾウ 水野敬也 文響社 B/913.6/ﾐ/ 二・ゆ・五

ノルウェイの森 村上春樹 講談社 B/913.6/ﾑ/
品・荏・南・ゆ・

井・崎・八

みかづき 森絵都 集英社 B/913.6/ﾓ/
品・二・荏・ゆ・

八

本屋さんのダイアナ 柚木麻子 新潮社 B/913.6/ﾕ/ 南・ゆ・分

アムリタ 吉本ばなな 新潮社 B/913.6/ﾖ/ 南

ボトルネック 米澤穂信 新潮社 B/913.6/ﾖ/ 二・南・崎

タイトル 著者名 出版社 請求記号 所蔵館

クリスマスの思い出
トルーマン・カポー

ティ 文芸春秋 933.7/ｶ/ 品・五

ライ麦畑でつかまえて J.D.サリンジャー 白水社 933.7/ｻ/ 荏・井・分

本泥棒
マークース・ズー

サック 早川書房 933.7/ｽ/ 品・井

わたしを離さないで カズオ・イシグロ 早川書房 B/933.7/ｲ/
品・二・荏・南・源・
ゆ・井・五・崎・八

ロード・ジム コンラッド 講談社 B/933.7/ｺ/ 井

赤毛のアン L.M.モンゴメリ 文藝春秋 B/933.7/ﾓ/ 品・南・五

星の王子さま サン=テグジュペリ 文藝春秋 B/953.7/ｻ/ 品・五

怪盗紳士ルパン モーリス・ルブラン 早川書房 B/953.7/ﾙ/ 品・崎

ロスノフスキ家の娘
ジェフリー・アー

チャー 新潮社 なし

一般向け　 日本の小説

一般向け　 海外の小説



タイトル 著者名 出版社 請求記号 所蔵館

アウグスティヌス 宮谷宣史 清水書院 132.1/ﾐ/ 品

君と会えたから…
The　Goddess　of　Victory 喜多川泰 ディスカヴァー・

トゥエンティワン 159/ｷ/ 品

福島のことなんて、誰もしらねぇ
じゃねえか カンニング竹山 ベストセラーズ 291.2/ｶ/ 南

別海から来た女 佐野眞一 講談社 326.2/ｻ/ 品・二・井・五

東大で上野千鶴子にケンカを学
ぶ 遙洋子 筑摩書房 367.1/ﾊ/ 品・崎・五

あるかしら書店 ヨシタケシンスケ ポプラ社 726.6/ﾖ/
品・二・源・ゆ・
井・五・崎・八

スカートはかなきゃダメですか？ 名取寛人 理論社 769.9/ﾅ/ 品・源・崎・五

でっちあげ 福田ますみ 新潮社 B/374.6/ﾌ/ 井・八

字が汚い！ 新保信長 文藝春秋 B/728.9/ｼ/ 品・井・崎・分

岩波国語辞典 西尾実　他 岩波書店 R/813/ｲ/
品・荏・井・崎・

八・分

一般向け　 その他



児童向け　 えほん

タイトル 著者名 出版社 請求記号 所蔵館

だるまなんだ おおなり修司 絵本館 E/ｵ/ 崎・分

ぱっくんおおかみときょうりゅうた
ち 木村泰子 ポプラ社 E/ｷ/ 品・西・分

よるくま 酒井駒子 偕成社 E/ｻ/
品・南・ゆ・崎・

西・分

バムとケロのそらのたび 島田ゆか 文渓堂 E/ｼ/ 品・二・荏・南・源・ゆ・
井・五・崎・八・西・分

手ぶくろを買いに 新美南吉 あすなろ書房 E/ﾆ/ 品・二・荏・ゆ・井・
五・崎・西・分

おやまごはん 西内ミナミ 偕成社 E/ﾆ/
品・二・南・源・

ゆ・崎・西

さるのてぶくろ 花岡大学 鈴木出版 E/ﾊ/ 品・二・荏・南・源・ゆ・
井・五・崎・西・分

おとうさんおかえり
マーガレット・ワイ

ズ・ブラウン
ブロンズ新社 E/ﾌ/ 品・二・南・ゆ・井・

五・崎・八・分

スイミー　ちいさなかしこいさか
なのはなし レオ・レオニ 好学社 E/ﾚ/ 全館

タイトル 著者名 出版社 請求記号 所蔵館

ビジュアル版生きている!?恐竜
の世界

ロニー・ランドール 岩崎書店 45.5// 二・ゆ・五・崎

砂漠のサバイバル
生き残り作戦 崔徳熙 朝日新聞出版 78// 荏・南・崎

児童　 ち し き



タイトル 著者名 出版社 請求記号 所蔵館

ドラゴンキーパー　最後の宮廷
龍

キャロル・ウィルキ
ンソン

金の星社 93/ｳ/
品・二・荏・南・
ゆ・井・五・崎

海底2万マイル ジュール・ベルヌ KADOKAWA 93/ｳ/ 品・井・分

番ねずみのヤカちゃん
リチャード・ウィル

バー
福音館書店 93/ｳ/ 品・二・荏・南・源・ゆ・

井・五・崎・八・分

はてしない物語 ミヒャエル・エンデ 岩波書店 93/ｴ/ 品・二・荏・南・源・ゆ・
井・五・崎・八・分

おばけのアッチとくものパンやさん 角野栄子 ポプラ社 93/ｶ/
品・荏・南・井・

崎・八・分

科学探偵VS.暴走するAI 佐東みどり　他 朝日新聞出版 93/ｶ/
品・二・荏・南・
ゆ・崎・八・分

またね、かならず 草野たき 岩崎書店 93/ｸ/
品・南・ゆ・崎・

分

1ねん１くみ１ばんドタバタ！ 後藤竜二 ポプラ社 93/ｺ/
品・荏・南・ゆ・

井・分

だれも知らない小さな国 佐藤さとる 講談社 93/ｻ/ 品・二・荏・南・源・ゆ・
井・五・崎・八・分

カボちゃんのはっぴょうかい 高山栄子 理論社 93/ﾀ/
品・二・荏・南・

ゆ・井・八

消えた時間割 西村友里 学研プラス 93/ﾆ/
品・荏・井・崎・

分

都会（まち）のトム＆ソーヤ はやみねかおる 講談社 93/ﾊ/ 品・二・荏・南・源・
井・五・崎・八

アカシア書店営業中！ 濱野京子 あかね書房 93/ﾊ/
品・荏・南・ゆ・

井・崎・八
かいけつゾロリうちゅう大さくせ
ん 原ゆたか ポプラ社 93/ﾊ/ 品・二・荏・南・源・ゆ・

井・五・崎・八・分

ふしぎ駄菓子屋銭天堂 廣嶋玲子 偕成社 93/ﾋ/ 品・二・荏・源・ゆ・
南・井・五・八・分

風になった忍者 広瀬寿子 あかね書房 93/ﾋ/ 品

コンビニたそがれ堂 村山早紀 ポプラ社 93/ﾑ/
品・二・南・ゆ・

五・八・分

魔女バジルと魔法のつえ 茂市久美子 講談社 93/ﾓ/ 荏・ゆ・崎・八

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋 講談社 B/93/ｻ/ 荏・源・井

西の魔女が死んだ 梨木香歩 新潮社 B/93/ﾅ/ 品・二・荏・南・ゆ・
井・五・崎・分

彩雲国物語 雪乃紗衣 角川書店 B/93/ﾕ/ 二・崎・八

児童・ ティ ーン ズ　 も のがたり



タイトル 著者名 出版社 請求記号 所蔵館

とうめい人間になったドロボー 宇野克彦 教育画劇 K/ﾄ/
品・南・ゆ・五・

崎・分
なぜ、クリスマスツリーをかざる
の？ 岩倉千春 童心社 K/ﾅ/ 品・二・荏・南・ゆ・

井・五・崎・八・分

漫画

タイトル 著者名 出版社 請求記号 所蔵館

鬼滅の刃 吾峠呼世晴 集英社 M/ｺ/ 品・二・五・崎

児童　 かみし ばい



         発行：品川区立大崎図書館


