
出版社の名称等は、発行当時のものを表示しています。

タイトル 著者など 発行 コメント

1 ０２８ 読書 読破できない難解な本がわかる本 富増　章成 ダイヤモンド社 色んな考え方がわかる本。 開いたところから読むのもアリ。

2 １１４．２ 人生論 老いへの「ケジメ」 斎藤　茂太 新講社
人生は長い滑り台。 超高齢化社会の現代、いつ「お迎え」が来てもい
いように、小さな「ケジメ」をつけてゆく……。

3 １４１．７ 行動 小さな習慣　 スティーヴン・ガイズ ダイヤモンド社 今年は「小さな習慣」はじめてみませんか？

4 １８３ お経 美しいお経　 瀬戸内　寂聴 嶋中書店 声に出して口ずさむだけで心おだやかに―。

5 ２９０．９ 紀行 泣きたくなる旅の日は、世界が美しい　 小林　希 幻冬舎 人との出会い、国々の特色がでていて、とても楽しく読めました。

6 ２９１．６ 観光 底抜けオオサカ観光局 神田　剛 朝日新聞出版 ガイド本を超えた泣けるノンフィクション作品。

7 ３３０ 経済
経済のことよくわからないまま
社会人になった人へ

池上　彰 ダイヤモンド社 改めて学ぶ機会にしてみませんか？

8 ４７０ 植物 もっと美しき小さな雑草の花図鑑　 大作　晃一 山と溪谷社 こんなにも美しく繊細な世界……。

9 ４８８ 鳥類 世界の美しい鳥　 上田　恵介 パイインターナショナル こんな美しい鳥がいるなんて!! とにかく見て下さい！！

10 ５３８．９ 宇宙 るるぶ宇宙 林　公代 ＪＴＢパブリッシング
とうとうるるぶもここまで来たか。 宇宙へ、妄想Ｔｒｉｐに出よう！ さすが
にこの本、旅行ガイドではなく、宇宙工学の棚にあります。

11 ５８９．２ 被服 魔法のクローゼット くぼしま　りお ＫＡＤＯＫＡＷＡ
あの『ブンダバー(児童書)』の作家の くぼしま りお さんが角野英子さ
んの嫁さんだと初めて知りました!! とってもきれいな色彩とシンプルな
お洋服が素敵です。

12 ５９０ 生活科学 昭和がお手本衣食住 アズマ　カナコ けやき出版
こんなときだからこそ日々の生活に昭和の“くらしかた”をちょこっと取
り入れてみては？

13 ６４５．７ 猫 ほとんどネコのこと 岩合　光昭 クレヴィス
日常の岩合さんが垣間見れてうれしかったです。 お料理がお上手な
のにびっくり！

14 ７１９．０ オブジェ おやつギャグつめあわせ　 カナイガ 新評論
おやじギャグ→おやつギャグ。 食×ダジャレ×作品。 すこし頭をつか
うけれど、こんなに力がぬける１冊があるだろうか……。

＜2023新春企画＞　スタッフおススメ本　５０＋α

分類順（詩歌、随筆、小説以外）　２１冊

分類/内容



15 ７２６．５ イラスト 絵本むかし話ですよ　 五味　太郎 方丈社
誰もが知る昔話を五味太郎がブラックユーモアあふれる視点で描きな
おしました。 ―ねえねえ知ってる？ こんな話―

16 ７２６．６ 絵本論 こぐまちゃんとしろくまちゃん 世田谷美術館 中日新聞社 「しろくまちゃんのほっとけーき」のひみつが今ここに！

17 ７２８ 書 妖怪草紙 アダム・カバット 柏書房 キモかわいい妖怪たちのおかげで、くずし字を楽しく学べる本です。

18 ７５０．２ 工芸 手仕事のはなし　 阿部　了 河出書房新社 物に対する情熱が感じられました。 手にとってみたい物ばかりです。

19 ７５７．３ 色彩 イタリアの色 コロナ・ブックス編集部 平凡社 色がとっても鮮やかでステキです。

20 Ｂ７７９．１ 芸能人 ヒキコモリ漂流記 山田ルイ５３世 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
波乱万丈なエピソードだけでは終わらない。 人生はいつだってやり直
せる!?

21 ８１４．４ 四字熟語 にゃんこ四字熟語辞典　 西川　清史 飛鳥新社 ネコ好きさんにはニャンともうれしい辞典です。

タイトル 著者など 発行 コメント

1 ９１５．６ 紀行 バッグをザックに持ち替えて　 唯川　恵 光文社 読むだけで、山へ登った気分になれる!!……かもしれません。

2 Ｆ　アオ 小説 ただいま神様当番　 青山　美智子 宝島社
どうしようもない日常、そんな毎日を過ごす“私”の前に、白馬の王子
様！ではなく、「わしは神様だ！と名乗るおじいさん」!!があらわれた…
…。 そして私の腕には、“神様当番”の文字が印刷されていた。

3 Ｆ　アオ 小説 赤と青とエスキース　 青山　美智子 ＰＨＰ研究所
一枚の紙が描き出す人間模様。 この色鮮やかな読後感を誰かに共
有したくなる……そんな本です。

4 ＢＦ　イチ 小説 今夜、世界からこの恋が消えても 一条　岬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 記憶は自分の中にある。 映画化もされました。

5 Ｆ　ウジ 小説 ５４字の物語 氏田　雄介 ＰＨＰ研究所
書かれた文字をよく見て。 よく考えて。 君には意味がわかるかな？
ひとつにつき５４字ピッタリで綴られた超短編の物語。

6 Ｆ　ウタ 小説 紙鑑定士の事件ファイル 歌田　年 宝島社
超マニアックな「紙」の蘊蓄満載のミステリー。 本文だけでも４種類の
紙が使われています。
ビミョーな紙の違い、ワ・カ・ル？

7 Ｆ　オオ 小説 猫弁と幽霊屋敷　 大山　淳子 講談社 寒い日には、ほっこりする小説を。

分類/内容

請求記号→　Ｂ：文庫

日本の小説、エッセイ（随筆）、紀行　２５冊



8 ＢＦ　オノ 小説 月の影　影の海　上・下 小野　不由美 講談社

「十二国記」が出版されて３０周年とな!! 私がファンタジー作品には
まった初めての作品です。 数年前に発売された最新作もまったく色あ
せることなくすばらしかったです。 まだ読まれてない方！どうぞ手に
取って下さいませ。

9 Ｆ　コン 小説 シャルロットの憂鬱　 近藤　史恵 光文社 犬好きの人も、そうでない人も、読んでみて下さい！！

10 Ｆ　シモ 小説 同姓同名　 下村　敦史 幻冬舎 名前って唯一無二なもの？

11 Ｆ　セオ 小説 天国はまだ遠く　 瀬尾　まいこ 新潮社
仕事も人間関係にも疲れ果てて、何もかもが嫌になった主人公。 死
に場所を探して北へ向かった先には……。

12 Ｆ　ツム 小説 この世にたやすい仕事はない　 津村　記久子 日本経済新聞出版社
癖のある少し変わった仕事ばかりを紹介される女性のおはなし。 連
作短編集。

13 Ｆ　ナカ 小説 鬼人幻燈抄　［１］ 中西　モトオ 双葉社
愛した人を、その人の決意を、大切なものを、ただ守りたかっただけな
のに―。

14 Ｆ　ナツ 小説 臨床の砦　 夏川　草介 小学館 コロナに真摯に立ち向かう医師の姿。 本当に頭が下がります。

15 Ｆ　ノム 小説 『さいごの本やさん』の長い長い終わり 野村　美月 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

東北のある町の書店でくりひろげられる１週間のちょいミス(テリー)ファ
ンタジー。 本の気持ちがわかる店主と、本と話ができる高校生、そし
て本の力を信じるすてきなスタッフたちの心あたたまる物語です。 本
の中にでてくる本たちにも、ぜひ出会ってください！

16 Ｆ　フル 小説 最高のアフタヌーンティーの作り方　 古内　一絵 中央公論新社
老舗ホテルのアフタヌーンティー。 紅茶やお菓子についての描写を読
むだけでもワクワクします。

17 Ｆ　フル 小説 山亭ミアキス　 古内　一絵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ ダークファンタジーです。 怖いです。 でも最後まで読んでしまう……。

18 ＢＦ　ヤマ 小説 迷犬マジック 山本　甲士 双葉社
“猫派”だけど、この本はスゴク面白かったです。 マジックは間違いな
く名犬！

19 ＢＦ　ユキ
小説

アンソロジー
路地裏のあやかしたち 行田　尚希 アスキー・メディアワークス 人間と妖怪の不思議な世界へようこそ！！

20 Ｆ　セブ
小説

アンソロジー Ｓｅｖｅｎ
セ ブ ン

　Ｓｔｏｒｉｅｓ
ス ト ー リ ー ズ

糸井　重里 文藝春秋
寝台列車に乗り合わせた人たち。 そんな人たちの旅を７人の作家が
描き出す。 旅の中で人は何を思う？

21 Ｅ　カ
エッセイ

随筆
ひとりぐらしこそ我が人生 カマタ　ミワ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ひとりで暮らして○年目。 日々の出来事をユーモラスに描いたコミック
エッセイ。 そんなことあるの!?と驚きでいっぱいです。

22 Ｅ　コ
エッセイ

随筆
月夜の森の梟　 小池　真理子 朝日新聞出版

夫で、同じく直木賞受賞作家の藤田宜永が亡くなり、その喪失のかた
ちを綴ったエッセイ。 大切な相手を失った人にも読んで欲しい一冊で
す。



23 Ｅ　サ
エッセイ

随筆
九十歳。何がめでたい　 佐藤　愛子 小学館

９２歳の著者、日々の些細な疑問や怒りを、歯に衣着せぬ物言いで、
クスッと笑える人生の先輩のエッセイ集。

24 Ｅ　ハ
エッセイ

随筆
みの日記 服部　みれい 扶桑社 “自分らしさ”を大切にして、とてもステキな人だと思いました。

25 Ｅ　マ
エッセイ

随筆
永遠のおでかけ　 益田　ミリ 毎日新聞出版

大切な人とお別れしても、こんなふうに思って過ごせたらいいなあと、
思わせてくれる本でした。

タイトル 著者など 発行 コメント

1 Ｂ９３３
イギリス

小説
ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ・インストール 小学館 タングが愛しいです。 映画化もされました。

児童書　４冊

タイトル 著者など 発行 コメント

1 ９１６　ド
よみもの

ノンフィクション
保護ねこ活動　ねこかつ！ 高橋　うらら 岩崎書店

寒い冬も、暑い夏も、がんばって生きている のらねこさん のこと知っ
てもらえたら……。

2 ＣＦ　ハヤミ よみもの 奇譚ルーム　 はやみね　かおる 朝日新聞出版
「奇譚ルームへようこそ。助かりたければ、とびきりおもしろい奇譚を
披露してくれたまえ。」 ルームのホスト、マーダラーとは一体誰なん
だ！？

3 ＣＦ　ウエハ よみもの 香君　上・下 上橋　菜穂子 文藝春秋

人気作家、上橋菜穂子さんが丸３年の月日をかけて書かれた長編小
説。２０２２年の話題作です。 ためしに上巻を借りてみよう！という方
へ、きっと続きが気になるはず……。 ぜひ下巻も一緒に借りることを、
おすすめします。

4 Ｅ　チ えほん チリとチリリ　 どい　かや アリス館 ふんわりやさしいおはなしです。 シリーズいろいろあります。

☆貸出中の時は予約できます。

請求記号→　Ｂ：文庫　Ｆ：日本の小説　Ｅ：日本のエッセイ（随筆）

外国の小説など　１冊

分類/内容

請求記号→　Ｂ：文庫

分類/内容

請求記号→　ＣＦ：にほんのよみもの　Ｅ：えほん
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