
タイトル 著者など 発行 コメント

1 １５２．１ 恋愛 はつ恋（ＬＬブック） 藤澤　和子 ほか 樹村房 はつこいって、どんないろですか

2 １５９．８ 名言 3秒でハッピーになる超名言１００ ひすい　こたろう
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

栄養たっぷりの言葉を年の始めに読みましょう。

3 ２９０．９ 旅行記 絵を描くことに恋をして 河野　ルル 桜山社 ルルさんの行動力にはびっくりです ‼　パワーがもらえる１冊です。

4 ２９１
自転車
旅行

おりたたみ自転車はじめました 星井　さえこ ＫＡＤＯＫＡＷＡ おりたたみ自転車がなくてもおでかけしたくなる（笑）楽しい本です。

5 ２９３．５
南仏

旅行記
女2人旅 プロヴァンス

岡本　弥生
舛田　有美

みらい
パブリッシング

行った！ 気になって💛　 ～こんな暮らししてみたい～

6 ３７８ ディスレクシア 僕が手にいれた発達障害という止まり木 柳家　花緑 幻冬舎 こんな師匠の下で修業できたら幸せだね。

7 ３８８．３
伝説

ヨーロッパ
中野京子の西洋奇譚 中野　京子 中央公論新社 人々が語り継いできた不思議な事件には魅力がいっぱい。

8 ４５７．３ 古生物 日本の白亜紀・恐竜図鑑
宇都　宮聡
川崎　悟司

築地書館 泉南市にいたというモサザウルスの仲間をみてみよう。

9 ４８１．７ 動物
先生、巨大コウモリが廊下を
　飛んでいます！

小林　朋道 築地書館
タイトルからしておもしろい「先生シリーズ」の１冊。
小林先生の授業を受けてみたくなる生物学のエピソード集。

10 ４９１．３ 人体 人体、なんでそうなった？ ネイサン・レンツ 化学同人 人の体って複雑だけど、おもしろい !!

11 ４９３．７ 発達障害
「発達障害かも？」という人のための
　「生きづらさ」解消ライフハック

姫野　桂
ディスカヴァー・
トゥエンティワン

みんな明るく前向き。

12 Ｂ４９８．０ 国際協力 アフガニスタンの診療所から 中村　哲 筑摩書房
―助けることは助かること― 　アフガニスタンで命をかけて現地の人々に寄り添った
中村哲医師。本当の人道支援とは何か。再び苦境にたつアフガニスタンを知る良書。

13 ５０９．２ 工場見学 そこに工場があるかぎり 小川　洋子 集英社 とても美しい文章で読みやすい小川洋子さんの工場見学エッセイです。

14 ５２５．５ とび職 鳶（とび） 多湖　弘明 洋泉社 知っているようで知らない世界がここにあります。本日もご安全に―。

15 ５９６ 料理 台所力
文化学園

文化出版局
一年３６５日、毎日のごはんづくりにうんざりすることも…
そんな時、この本をながめてみませんか？

16 ５９６
料理

かつおぶし
うまい！「おかか」ごはん にんべん 講談社 ねこまんまが食べたくなりました！

分類順（詩歌、随筆、小説以外）　２１冊
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分類/内容



17 ５９６．６ パン
強力粉１００ｇ、ベンチタイムなし。
　９０分でできる　丸いパン

上島　亜紀 成美堂出版 おうち時間が長くなった今、ごはんを炊くようにパンを焼きたい ‼

18 ６４５．６ 猫 それでも人を信じた猫 咲　セリ ＫＡＤＯＫＡＷＡ
どんなことがあっても命のある限り精一杯生き切る。
動物たちは当りまえのようにやりとげる。すごいことだと思います。

19 ７２６．６ 寓話 ぼく モグラ キツネ 馬
チャーリー・
マッケンジー

飛鳥新社 “うまくいかないときは、ケーキをたべよう” 心にしみます。

20 ７２６．９ 切り絵 切り剣 （きりけん） 福田　理代 国書刊行会 この切り絵 すごい !!

21 ７５７
写真絵本
デザイン

デザインあ解散！ 岡崎　智弘 小学館 ふだん何気なく目にしているモノたち。これらを１つずつ分解していくと・・・？

評論、詩歌、ノンフィクション　２冊

タイトル 著者など 発行 コメント

1 ９１１．４ 川柳 朝日新聞 虫食い川柳　Ｐart３
朝日新聞大阪

本社生活文化部
新葉館出版 正解よりも、誤答・珍答・迷答欄のほうがおもしろいかも。

2 ９１１．５ 詩
中高生と読みたい
　日本語を楽しむ１００の詩

水内　喜久雄 たんぽぽ出版 冬って本当は、あったかいんだって

タイトル 著者など 発行 コメント

1 Ｆイマ 小説 星の子 今村　夏子 朝日新聞出版 何を信じるかは世界の「見え方」そのものを変える―。私達の「信」を問う物語。

2 Ｆイワ 小説 零（ぜろ）の晩夏 岩井　俊二 文藝春秋
「晩夏」と題された１枚の絵画をめぐる物語、もさることながら、
この表紙の「絵」も注目です。

3 Ｆウキ 小説 姫の竹、月の草 浮穴　みみ 双葉社
暦、天文、化学、物理、からくり・・・をバックグラウンドに、兄の数馬と妹の奈緒の
謎解きが楽しめる時代小説。

4 ＢＦコウ 小説 下町不思議町（したまちふしぎちょう）物語 香月　日輪 徳間書店
ふしぎな下町 ふしみ町での ふしぎな出会い。
妖怪ばなしかと思い読んでいくと・・・　少年のいじらしさ全開の成長物語。

5 Ｆサイ 小説 まるまるの毬（いが） 西條　奈加 講談社 あま～い和菓子と、しぶ～い時代小説って、どうしてこんなに合うんだろうか？！

6 Ｆタニ 小説 神さまのいうとおり 谷　瑞恵 幻冬舎
昔からの言い伝えを大事にしたいなあと思いました。
小さい頃、よく祖母に言われました。懐かしい～！

　Ｂ：文庫

分類/内容

日本の小説、エッセイ（随筆）　２２冊

分類/内容



7 Ｆタニ 小説 めぐり逢いサンドイッチ 谷　瑞恵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
美味しいサンドイッチがあなたのココロをほぐします。大阪が舞台なのも魅力的―。
続編もあります！

8 Ｆタニ 小説 四月は少しつめたくて 谷川　直子 河出書房新社 「世界で一つだけの花」のちがった読み方が分かる

9 Ｆツジ 小説 介錯人（かいしゃくにん） 辻堂　魁 光文社
切腹の介錯を生業とする男。研ぎ澄まされた心と壮絶な刃技が冴えわたる !!　
※一部残酷なシーンあり。苦手な方は、ご注意ください。※

10 Ｆナツ 小説 始まりの木 夏川　草介 小学館
自然に対する感謝の気持ちと不思議な出来事が心に残りました。
比叡山鉄道の映像をみると、今でもこの本を思い出してせつなくなります。

11 ＢＦハラ 小説 ハグとナガラ 原田　マハ 文藝春秋 持つべきものは 女友達！ ウルウルします。

12 Ｆヒノ 小説 稲の旋律 旭爪　あかね 新日本出版社
ティーンズコーナーのＤＶＤ「アンダンテ」の原作小説。
とびらの外へ一歩ふみ出した作者の歩み。

13 Ｆフシ 小説 ハケン飯友（めしとも） 椹野　道流 集英社 飯友の猫と僕の会話がなんとも楽しいです。

14 ＢＦムシ 小説 友情 武者小路　実篤 新潮社 芦田愛菜さんも読んだ永遠の青春小説

15 Ｆムラ 小説 約束の猫 村山　早紀 立東舎 猫と人間との心温まる４つの短編集です。絵もステキです。

16 ＢＦヨシ 小説 羆嵐（くまあらし） 吉村　昭 新潮社
舞台は大正時代の冬の北海道。 たった１頭のヒグマが村を恐怖のどん底に突き
落とす。実話を元にしたお話です。

17 Ｆスト
小説

アンソロジー
Ｓｔｏｒｙ　ｆｏｒ　ｙｏｕ（ストーリーフォーユー） 講談社 講談社

児童文学・エンタメ・ミステリー・・・ほかにもいろいろ、６２人もの作家による
１話３～５ページのちょっと短すぎる短編集。電子レンジがチン！している間に
読めちゃいます。あなたの知らない作家に出会えるチャンスです！

18 ＢＦメイ
小説

アンソロジー
名刀伝 浅田　次郎 ほか 角川春樹事務所

武器として、美術品として、多くの縁を紡いできた刀たち。 
そんな刀と人々との あったかもしれない物語。

19 Ｅ　ア
エッセイ

随筆
空の絵本 あまん　きみこ 童心社

日々のちょっとしたことを大切にひろっていると幸せでいられる。
そんな気持ちになれる本です。

20 Ｅ　オ
エッセイ

随筆
これだけで、幸せ 小川　糸 講談社 こういう暮らし憧れます。

21 Ｅ　ク
エッセイ

随筆
象のブランコ 工藤　直子 理論社 のはらの生きものみんながお友達だった工藤直子さんのエッセイ

22 Ｅ　ム
エッセイ

随筆
ヤットコスットコ女旅 室井　滋 小学館 やっぱり、年はじめは笑い飛ばさなきゃ～！

　Ｂ：文庫　Ｆ：日本の小説　Ｅ：日本のエッセイ（随筆）



タイトル 著者など 発行 コメント

1 ９４９
スウェーデン

文学
だれも知らないムーミン谷 熊沢　里美 朝日出版社 アニメではわからなかった原作に込められていた意味を教えてくれる１冊。

2 ９６１ スペイン詩 フラメンコ詩選 飯野　昭夫 大学書林 人の願いは、どこも同じだね。日本語訳だけ読んでも楽しいよ。

3 ９７３ イタリア小説 ひつじのドリー
ダーチャ・
マライーニ

未来社
クローン羊「ドリー」の物語など童話風ではあるものの風刺のきいた
イタリアの作家マライーニの短編集。

児童書　２冊

タイトル 著者など 発行 コメント

1 CF イトウ よみもの あしたの幸福 いとう　みく 理論社
中学生になるまで 会ったことのない母親と くらすことになった あたし。 
空気が読めないことを自覚するその人と 距離をちぢめることはできるのか。
無器用だけど愛しい人々の物語

2 Ｅ　オ えほん おじいちゃんのたびじたく ソ・ヨン 小峰書店
おとなの方に、そっと届けたい１冊です。特に５０歳以上の方！
今年、読んでほしい絵本ＮＯ．１

分類/内容

分類/内容

外国の小説など　３冊

泉南市立図書館

泉南市馬場1-2-1 TEL 072-482-7766

2022（令和4）年1月4日

図書館ウェブサイトはこちら
https://library.city.sennan.osaka.jp/

１月中は 図書館ウェブサイトでも、図書の情報を見ることができます。

蔵書検索・予約＞おすすめ本一覧＞「新春企画おすすめ本」

図書館マスコット
「とこしょ」


