
本のタイトル 著者名 出版社 ＬＡのおすすめポイント

どこにでもある日常を「ぎゅぎゅっ！」と閉じ込めた1冊★ あなたの想像を膨らませてください＊

日常の何気ない人々の行動の面白さや皮肉が瞬間的に映し出された写真集です。

2 困ってるひと 大野更紗著 ポプラ社 難病との闘い、福祉制度との闘いなど、まじめなテーマですが、ついつい笑ってしまいます。

3 べてるの家の「当事者研究」(シリーズケアをひらく) 浦河べてるの家著 医学書院 統合失調症であっても、患者たちは必死に病との向き合い方を、ユーモアを交えつつ探求中。

4 夢をかなえるゾウ 水野敬也 [著] 飛鳥新社 「自分を変えたい」と思っている方におすすめです。

5 和菓子のアン(光文社文庫:[さ24-3]) 坂木司著 光文社 和菓子の奥深さにビックリします。

6 美女と竹林 森見登美彦著 光文社 ぐだぐだなのに面白い！のんびり読めるエッセイです。

7 日本国憲法を口語訳してみたら 塚田 薫著 幻冬舎 とても読みやすい日本国憲法！口語訳するとこんなに面白くて親しみやすいんですね

8 富豪刑事/関節話法(筒井康隆全集:第20巻) 筒井康隆著 新潮社 ユーモア探偵小説．深田恭子さん主演のドラマ原作です．

9 名探偵の掟 東野圭吾著 講談社 名探偵とへっぽこ警官というベタなミステリものをシニカルに描いた作品です．ミステリー好きにおすすめ．

10 もしリアルパンクロッカーが仏門に入ったら(ちくま文庫:[か-54-2]) 架神恭介著 筑摩書房 楽しく、大雑把に仏教を知りたい方におススメです。笑っちゃうので静かな図書館では読めないです。

11 バッテリー あさのあつこ作 教育画劇

12 せいぞろいへんないきもの : 世にも奇妙な生物グラフィティ★実在です! 早川いくを著/寺西晃絵 バジリコ

13 またまたへんないきもの 早川いくを著/寺西晃絵 バジリコ

14 へんないきもの 早川いくを著/寺西晃イラスト バジリコ

15 夢を売る男 百田尚樹著 太田出版

16 陰日向に咲く 劇団ひとり著 幻冬舎

17 どくとるマンボウ航海記 北杜夫著 新潮社

18 面白い本(岩波新書:新赤版 1409) 成毛眞著 岩波書店

本のタイトル 著者名 出版社 ＬＡのおすすめポイント

1 舟を編む 三浦しをん著 光文社 「誰かの情熱に、情熱で筓えること」 読み終わった後、この本を抱きしめたくなります。

2 永遠の0 百田尚樹著 太田出版 戦争を振り返る機会は今しかない。

3 オリバー・ツイスト〈上〉 チャールズ・ディケンズ 新潮社

「うそ～っ」て思いながらめくるのが楽しいです。暇・考えるのがめんどくさいときにおススメ。

テーマ②　映画・ドラマの原作本

人間の過酷な運命と変わらぬ良心を描いた感動傑作。

ライブラリー・アテンダント　平成25年度 第2回企画展示
～　LAおすすめの図書・ＤＶＤ　～

テーマ①　面白くて、笑える本

1 うめめ : today's happening 梅佳代著・イラスト リトルモア
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4 オリバー・ツイスト〈下〉 チャールズ・ディケンズ 新潮社

5 青空の卵(創元推理文庫:[Mさ3-1]) 坂木司著 東京創元社 保険会社に勤めるサラリーマン坂木と、自称ひきこもりの鳥居。人との出会いによる２人の成長にほっこり。

6 アイアムレジェンド リチャード・マシスン ただ１人生き残ったネヴィルが、最後の最後に気付いたこととは。

7 博士の愛した数式 小川洋子著 新潮社 事故の後遺症で記憶が80分しか持たない数学博士と、火星とその息子の温かな交流の物語。

8 命 柳美里著 小学館 著者は不倫関係にあった男性との間に子供を授かるも、相手は末期がんだった。命をめぐる物語。

9 華岡青洲の妻 有吉佐和子著 新潮社 日本史上初の全身麻酔下での乳がん手術を描いた小説。華岡の妻と母親との関係に注目！

10 マドンナ・ヴェルデ 海堂尊著 新潮社 女医の娘が病気で子宮を失い、母である主人公に代理母を依頼するも、数々のハードルが。

11 空飛ぶ広報室 有川浩著 幻冬舎

12 新参者 東野圭吾著 講談社

13 西の魔女が死んだ 梨木 香歩著 新潮社

14 神様のカルテ 1 夏川草介著 小学館

15 神様のカルテ 2 夏川草介著 小学館

16 神様のカルテ 3 夏川草介著 小学館

17 しゃばけ 畠中恵著 新潮社

18 名もなき毒 宮部みゆき著 幻冬舎

19 ウオーターボーイズ 矢口史靖著 角川書店 日本の男子高校生に空前のシンクロブームを巻き起こした映画の小説版です！

20 スウイングガールズ 矢口史靖著 メディアファクトリー 女子高生がジャズバンド！？矢口氏が贈る甘酸っぱい青春物語です。

21 魔女の宅急便 角野栄子著 角川書店 有名なジブリ映画の原作です。何事も一生懸命頑張る主人公が微笑ましく、思わず応援したくなります。

22 スカイ・クロラ 森博嗣著 中央公論新社 押井守監督の同名の映画の原作です。謎の多い展開に魅了されます。

23 サマーウォーズ 岩井恭平 角川書店
細田監督の名作を小説化．
高校生の健二と夏希をとりまく家族の絆を描いた物語．

24 おおかみこどもの雤と雪(角川文庫:17455) 細田守 [著] 角川書店
細田監督初の小説作品．
シングルマザーのおおかみを子育て奮闘記．

25 真夏の方程式 東野圭吾著 文藝春秋 映画ガリレオの原作です．少年のひと夏の思い出と家族の物語．映画をより深く観たい人におすすめ．

26 星を追う子供 新海誠著 一人の少女のファンタジックで切なく寂しい物語を描いた作品

27 利休 (りきゅう) にたずねよ 山本兼一著 PHP研究所

28  八朔の雪(みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所

29 花散らしの雤(みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所

30 想い雲(みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所

人間の過酷な運命と変わらぬ良心を描いた感動傑作。

主人公の生き方に、感銘を受けます。

北川景子主演でドラマ化．
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31 今朝の春(みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所

32 小夜しぐれ(みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所

33 心星ひとつ (みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所

34  夏天の虹(みをつくし料理帖) 高田郁著 角川春樹事務所

35 陽だまりの彼女(新潮文庫:こ-52-1) 越谷オサム著 新潮社

36 ホームレス中学生 田村裕著 ワニブックス

37 幸福な食卓 瀬尾まいこ 講談社

38 百年法 上 山田宗樹著 角川書店

39 百年法 下 山田宗樹著 角川書店

40 カラマーゾフの兄弟　上 ドストエフスキー 著 新潮社

41 カラマーゾフの兄弟　中 ドストエフスキー 著 新潮社

42 カラマーゾフの兄弟　下 ドストエフスキー 著 新潮社

43 ベロニカは死ぬことにした パウロ・コエーリョ 角川書店

44 イギリス（蠅の王） ウィリアム・ゴールディング 集英社

45 家族ゲーム(集英社文庫) 本間洋平著 集英社

46 ルームメイト(中公文庫:[い-74-6]) 今邑彩著 中央公論新社

47 容疑者Xの献身 東野圭吾著 文藝春秋

48 プラチナデータ 東野圭吾著 幻冬舎

本のタイトル 著者名 出版社 ＬＡのおすすめポイント

1 カラスの親指 道尾秀介著 講談社 詐欺師が繰り広げるビッグイベント！最近のストライク本。

2 KAGEROU 齋藤智裕著 ポプラ社 俳優水嶋ヒロが伝えたかったものとは。医療と生命倫理の境目はなんなのか。

3 三月は深き紅の淵を 恩田陸著 講談社 しっとりと恐怖が、じんわりと真実が近づいてくる。

4 ジーン・ワルツ 海堂尊著 新潮社
子どもを授かることができなくなった主人公の女医と、アルバイト先の産科医院で出会った妊婦たちとの交流を
描く。

5 「手紙屋」 : 僕の就職活動を変えた十通の手紙 喜多川泰 [著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 就職活動で悩んだとき、背中を押してくれる本です。

6 黒い家(角川ホラー文庫:10875(H45-2)) 貴志祐介 [著] 角川書店

テーマ③　結末にどんでん返しの展開になる本

北川景子主演でドラマ化．
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7 昨日は彼女も恋してた 入間人間 アスキー・メディアワークス

8 心霊探偵八雲 〈１〉 赤い瞳は知っている 神永学著 角川書店

9 心霊探偵八雲 〈２〉 魂をつなぐもの 神永学著 角川書店

10 心霊探偵八雲 〈３〉 闇の先にある光 神永学著 角川書店

11 心霊探偵八雲 〈４〉 守るべき想い 神永学著 角川書店

12 心霊探偵八雲 〈５〉 つながる想い 神永学著 角川書店

13 心霊探偵八雲 〈６　〔上〕〉 失意の果てに 上 神永学著 角川書店

14 心霊探偵八雲 〈6　〔下〕〉 失意の果てに 下 神永学著 角川書店

15 心霊探偵八雲 〈７〉 魂の行方 神永学著 角川書店

16 心霊探偵八雲 〈８〉 失われた魂 神永学著 角川書店

17
心霊探偵八雲ＳＥＣＲＥＴ　ＦＩＬＥＳ　絆

神永学著 角川書店

18 心霊探偵八雲―ＡＮＯＴＨＥＲ　ＦＩＬＥＳ　いつわりの樹 神永学著 角川書店

19 化物語〈上〉 西尾維新著 講談社

20 化物語〈下〉 西尾維新著 講談社

21 偽物語〈上〉 西尾維新著 講談社

22 偽物語〈下〉 西尾維新著 講談社

23 猫物語（白） 西尾維新著 講談社

24 猫物語（黒） 西尾維新著 講談社

25 虐殺器官(ハヤカワ文庫:JA984) 伊藤計劃著 早川書房 戦争について、「私」という意識について、考えさせられる近代SFです。

26 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん〈１〉 入間人間著 アスキー・メディアワークス

27 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん〈２〉 入間人間著 アスキー・メディアワークス

28 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん〈３〉 入間人間著 アスキー・メディアワークス

29 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん〈４〉 入間人間著 アスキー・メディアワークス

30 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん〈５〉 入間人間著 アスキー・メディアワークス

31 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん〈６〉 入間人間著 アスキー・メディアワークス

32 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん〈７〉 入間人間著 アスキー・メディアワークス

33 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん〈８〉 入間人間著 アスキー・メディアワークス

34 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん〈９〉 入間人間著 アスキー・メディアワークス

言葉遊びに定評のある西尾維新の人気作！！

アニメ化もされた人気シリーズです

話題沸騰人気シリーズの原作本！！

主人公「みーくん」が嘘を駆使して活躍する、ダークな青春ミステリーです。
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35 嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん〈１０〉 入間人間著 アスキー・メディアワークス

36 夏と花火と私の死体(ジャンプ ジェイ ブックス) 乙一, 幡地英明著 集英社 衝撃のデビュー作．死体という斬新な視点の切り口で語られるミステリー小説．乙一作品はどれも面白い！

37 夜は短し歩けよ乙女 森見登美彦著 角川書店
ちょっと変わったファンタジー作品．
予測のつかない展開の連続でいつの間にか引きこまれます！

38 すべてがFになる 森博嗣著 講談社 ミステリー小説でも名作．隔離された研究所で起きた殺人事件に工学部の助教授と女学生が挑む！

39 四季（春） 森博嗣著 講談社

40 四季（夏） 森博嗣著 講談社

41 四季（秋） 森博嗣著 講談社

42 四季（冬） 森博嗣著 講談社

43 イニシエーション・ラブ 乾くるみ著 文藝春秋 一見ふつうの恋愛小説。読後、解説を読んで驚かされる！

44 向日葵の咲かない夏(新潮文庫:8484, み-40-1) 道尾秀介著 新潮社 最後の方に明かされる真実に驚きの連続。

45 ハサミ男 殊能 将之著 講談社

46 O・ヘンリ短編集　1 O・ヘンリ [著] 新潮社

47 O・ヘンリ短編集　2 O・ヘンリ [著] 新潮社

48 O・ヘンリ短編集　3 O・ヘンリ [著] 新潮社

49 宴の支度(講談社ノベルス. 塗仏の宴) 京極夏彦著 講談社

50 宴の始末(講談社ノベルス. 塗仏の宴) 京極夏彦著 講談社

51 告白 湊かなえ著 双葉社

52 流星の絆 東野圭吾著 講談社

53 悪意(講談社文庫) 東野圭吾[著] 講談社

本・ＤＶＤのタイトル 著者名

1 のぼうの城 和田竜著

2 レ・ミゼラブル ヴィクトル・ユーゴー作

3 ツレがうつになりまして 細川貂々著

フランス革命を描いた名作文学．
ミュージカル映画として話題になりました！じっくり読みたい人必見．

「すべてがFになる」スピンオフ4作品．
天才少女・真賀田四季の謎にせまる．

悲しみ、喜び、ほっこり…オチには様々などんでん返しが用意されています。１話１話味わってどうぞ。

どんでん返しが１度じゃない！？読むのになかなか覚悟が必要です。時間がたっぷりあるときにどうぞ。

テーマ④　おすすめ映画DVD＆原作本
ＬＡのおすすめポイント

主人公「みーくん」が嘘を駆使して活躍する、ダークな青春ミステリーです。


