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『世界を救うパンの缶詰』 

著：菅 聖子 

請求記号：588.9/S 

３年経ってもおいしい非常食「パンの缶

詰」を作ったのは、栃木県にある町のパ

ン屋さん。どうやってこの缶詰を開発し、

多くの人に届けられるようになったので

しょうか…？ 

 『デトロイト美術館の奇跡』 

著：原田 マハ 

請求記号：913.6/H32 

綺羅星のようなコレクションを誇った美

術館は、市の財政難から存続の危機に

さらされる。実話をもとに描かれる、ささ

やかで偉大な奇跡の物語。 

 

『あおくんときいろちゃん』 

著：レオ・レオーニ 

登録番号：E/L 

絵の具で描かれた青や黄色のまるが生

き生きと動きまわり、絵本ならではの夢

と感動をもたらしてくれる。作者が孫の

ために作ったという人間愛あふれる絵

本。 

今月のテーマ 「ほかほか」からピックアップしたおすすめの本と展示している本の

一覧をご紹介します。MC での読みたい本探しの参考にしてください。 

書名・著者名・請求記号の順に書いてあります。予約の申込みは検索画面から直接で

きます。 

で記載しています。 
イチからつくるチョコレート APLA 588.3/I

世界を救うパンの缶詰 菅聖子 588.9/S

楽しい・かわいいあみぐるみ ふみコミュフレンズ 594.3/S

彩（いろ）・色・いろのパッチワーク・キルト 郷家啓子 594.9/G

世界のカレー料理　世界の有名カレー料理を家庭で作る 酒井美代子 596/S

ＣＯＯＫＢＯＯＫポテト 加藤美由紀 596.37/K

虹色のチョーク　働く幸せを実現した町工場の奇跡 小松成美 589/K

THE ATLAS OF BEAUTY　世界の美しい女性たち ミハエラ・ノロック 748/N

幸福の瞬間　アジアを生きる子どもたち 佐藤完兒郎 748/S

日本語を味わう名詩入門⑳ まど  みちお 911.5/N71⑳

日本語を味わう名詩入門⑫ 草野  心平 911.5/N71⑫

抱擁、あるいはライスには塩を 江國香織 913.6/E44

デトロイト美術館の奇跡 原田マハ 913.6/H32

犬と私の10の約束 川口晴 913.6/Ka92

羊と鋼の森 宮下奈都 913.6/Mi83

思い出トランプ 向田邦子 913.6/Mu27

博士の愛した数式 小川洋子 913.6/O24

夜のピクニック 恩田陸 913.6/O65

ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋 913.6/Sa25

日本の名作童話　モチモチの木 斎藤隆介 913.6/Sa25

アンと青春 坂木司 913.6/Sa31

エトワール!　くるみ割り人形の夢 梅田みか 913.6/U64

倒れるときは前のめり 有川浩 914.6/A71

ソボちゃん　いちばん好きな人のこと 有吉 玉青 914.6/A78

いのちより大切なもの 星野富弘 914.6/H92

黙っていられない　<いのち>と<平和>を考える18通の往復書簡 池田香代子 914.6/I32

さとうきび畑の唄  改装版 遊川  和彦 913.6/Y96

ガラスのエレベーター宇宙にとびだす Ｒ．ダール 933/D13

ロアルド・ダールコレクション⑩　ぼくのつくった魔法のくすり ロアルド・ダール 933/D⑩

スプーンおばさんのゆかいな旅 アルフ・プリョイセン 949.6/P95

ムーミン童話全集②　たのしいムーミン一家 トーベ・ヤンソン 949.8/J23②

ムーミン童話全集⑥　ムーミン谷の仲間たち トーベ・ヤンソン 949.8/J23⑥

あらしのよるに 木村  裕一 E/A

アッシジの聖フランシスコ 藤城清治影 E/F

ダヤンのおいしいゆめ 池田あきこ E/I

からすのパンやさん 加古  里子 E/K

あおくんときいろちゃん レオ・レオーニ E/L

バムとケロのにちようび 島田  ゆか E/S

クリスマスのまえのばん  改訂新版 ターシャ・テューダー E/T

あつかったらぬげばいい ヨシタケシンスケ E/Y
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クローディアのひみつ 

/From the mixed-up files of Mrs. Basil E. Frankweiler 
E.L. カニグズバーグ 93A3/Ko75 

はみだしインディアンのホントにホントの物語 

/The absolutely true diary of a part-time Indian 
シャーマン・アレクシー 93A3/A41 

ドレスを着た男子/The Boy in the dress デイヴィッド・ウォリアムズ 933/W36 

獣の奏者/The Beast Player 上橋菜穂子 913.6/U36 

君たちはどう生きるか/How Do You Live? 吉野源三郎 913.6/Y92 

かがみの孤城/Lonely castle in the mirror 辻村深月 913.6/Ts44 

魔女の宅急便/Kiki's delivery service 角野  栄子 913.6/Ka14 

トムは真夜中の庭で/Tom’s midnight garden フィリパ・ピアス 933/P31 

きらきら/kira-kira シンシア・カドハタ 93A3/Ka14 

ギヴァー/The Giver Quartet ロイス・ローリー 93A3/L95 

恋するぷにちゃん/Dumplin' ジュリー・マーフィー 93A3/Mu78 

穴/Holes ルイス・サッカー 93A3/Sa12 

マザーランドの月/Maggot moon サリー・ガードナー 933/G22 

村上春樹全作品 9/The strange library 村上春樹 913.6/Mu43/9 

贖罪/Penance 湊かなえ 913.6/Mi39 

旅猫リポート/Travelling Cat Chronicles 有川浩 913.6/A71 

コンビニ人間/Convenience store woman 村田沙耶香 913.6/Mu43 

博士の愛した数式 

/The Housekeeper and The Professor 
小川洋子 913.6/O24 

人間失格 改版/No longer human 太宰治 913.6/D49 

JR 上野駅公園口/Tokyo Ueno station 柳美里 913.6/Y96 

あなたに似た人/Someone Like You. ロアルド・ダール 933/D13 

カラーパープル/The Color Purple. A・ウォーカー 93A3/W36 

わたしを離さないで/Ｎｅｖｅｒ Ｌｅｔ Ｍｅ Ｇｏ カズオ・イシグロ 933/I73 

さよならを待つふたりのために/The fault in our stars ジョン・グリーン 93A3/G82 

ウォールフラワー/The perks of being a wallflower スティーブン・チョボスキー 93A3/C36 

歩道の終るところ/Where the sidewalk ends シェル・シルヴァスタイン 93A1/Si4 

 『夜のサーカス/The Night Circus』 

著：エリン・モーゲンスターン 

請求記号： 93A3//Mo44 

以前恵泉に来たフィンランドからの留

学生からの推薦本。原書も翻訳版も、

夜のサーカスの情景が魅惑的。 

 『羊と鋼の森 

/The forest of wool and steel』 

著：宮下奈都 

請求記号： 913.6/Mi83 

読書ノート『スコーレ No.4』でもおなじ

みの作家・宮下奈都による第 13 回本

屋大賞受賞作。映画化もされました。 

 
『あん/Sweet bean paste』 

著：ドリアン助川 

登録番号： 913.6/Su54 

こちらは現役で読書ノートに載ってい

て、映画化もされた人気作。原書の日

本語版は現在中学生がフリートライア

ル中の「Yomokka！」でも読めます。 

「今月のテーマ じっくり がっつり」からピックアップしたおすすめの本と展示

している本の一部をご紹介します。タイトルを読み比べるだけでもおもしろい！ 

和書の書名/洋書の書名・著者名・請求記号の順に書いてあります。 

予約の申込みは検索画面から直接できます。 

 


