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地域 都道府県名 書名 著者名 請求記号 

北海道・東北 北海道 物語のおわり 湊  かなえ∥著 913.6/ミ 

    神さまたちの遊ぶ庭 宮下  奈都∥著 914.6/ミ 

    がいなもん 松浦武四郎一代 河治 和香∥著 913.6/ｶ 

  青森県 いのちをむすぶ 佐藤 初女∥著 914.6/ｻ 

    青森ドロップキッカーズ 森沢 明夫∥著 913.6/ﾓ 

    送り火 高橋 弘希∥著 913.6/ﾀ 

  岩手県 おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子∥著 913.6/ﾜ 

    柳は萌ゆる 平谷 美樹∥著 913.6/ﾋ 

    マルカン大食堂の奇跡 北山 公路∥著 673.9/ｷ 

  宮城県 リアスの子 熊谷 達也∥著 913.6/ｸ 

    書店ガール ３ 碧野  圭∥著 B/913.6/ｱ 

    仙台ぐらし 伊坂 幸太郎∥著 914.6/ｲ 

  秋田県 中川原信一のあけび籠 堀  惠栄子∥文 白井  亮∥写真 754.6/ﾎ 

    養安先生、呼ばれ！ 西木 正明∥著 913.6/ﾆ 

    秋田犬 宮沢 輝夫∥著 645.6/ﾐ 

  山形県 蝉しぐれ 藤沢 周平∥著 913.6/ﾌ 

    盤上の向日葵 柚月  裕子∥著 913.6/ﾕ 

    やくそくの「大地踏」 山形県黒川能の王祇祭 つちだ よしはる∥作 絵本 

  福島県 超高速！参勤交代 土橋  章宏∥著 913.6/ﾄ 

    アポロンの嘲笑 中山 七里∥著 913.6/ﾅ 

    サムライブルーの料理人３・１１後の福島から 西  芳照∥著 916/ﾆ 

関東 茨城県 水戸黄門 天下の副編集長 月村 了衛∥著 913.6/ﾂ 

    恋歌 朝井 まかて∥著 913.6/ﾂ 

    ひよっこメモリアルブック ＮＨＫサービスセンター∥編集 778.8/ヒ 

  栃木県 春、バーニーズで 吉田 修一∥著 913.6/ﾖ 

    日本一小さな大大名 山下 昌也∥著 213.2/ﾔ 

  

  

  喜連川の風 江戸出府 稲葉 稔∥著 B/913.6/ｲ 

群馬県 明治ガールズ 富岡製糸場で青春を 藤井 清美∥著 913.6/ﾌ 

  

  

  

  

薄情 絲山 秋子∥著 913.6/ｲ 

紅雲町ものがたり 吉永  南央∥著 913.6/ﾖ 

  埼玉県 陸王 池井戸  潤∥著 913.6/ｲ 

    活版印刷三日月堂 星たちの栞 ほしお さなえ∥著 B/913.6/ﾎ 

    風に恋う 額賀 澪∥著 913.6/ﾇ 
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  千葉県 みかづき 森 絵都∥著 913.6/ﾓ 

    ふなふな船橋 吉本 ばなな∥著 913.6/ﾖ 

    「小商い」で自由にくらす 房総いすみのＤＩＹな働き方 磯木  淳寛∥著 672.1/ｲ 

  東京都 東京２３話 山内  マリコ∥著 913.6/ﾔ 

    歩いて、食べる東京のおいしい名建築さんぽ 東京名建築ガイド 甲斐  みのり∥著 523.1/ｶ 

    あまからカルテット 柚木 麻子∥著 913.6/ﾕ 

  神奈川県 明るい夜に出かけて 佐藤 多佳子∥著 913.6/ｻ 

    テミスの休息 藤岡 陽子∥著 913.6/ﾌ 

    横濱エトランゼ 大崎  梢∥著 913.6/ｵ 

中部 新潟県 ミッドナイト・バス 伊吹 有喜∥著 913.6/ｲ 

    天才 石原  慎太郎∥著 913.6/ｲ 

    佐渡の三人 長嶋 有∥著 913.6/ﾅ 

  富山県 田園発港行き自転車 （上・下） 宮本  輝∥著 913.6/ﾐ 

    黒部の谷のトロッコ電車 横溝  英一∥文 ・絵 K/686/ﾖ 

    ホタルイカ 不思議の海の妖精たち 山本 勝博∥著  484.7/ﾔ 

  石川県 いのちがけ 加賀百万石の礎 砂原 浩太朗∥著 913.6/ｽ 

    はじめての加賀ゆびぬき 大西 由紀子∥著 594.5/ｵ 

    金沢あかり坂 五木 寛之∥著 B/913.6/ｲ 

  福井県 天空の蜂 東野 圭吾∥著 913.6/ﾋ 

    空への助走 福蜂工業高校運動部 壁井 ユカコ∥著 913.6/ｶ 

    淵の王 舞城 王太郎∥著 913.6/ﾏ 

  山梨県 ゼロ、ハチ、ゼロ、ナナ。 辻村／深月∥著 913.6/ﾂ 

    本を読む女 林 真理子∥著 913.6/ﾊ 

    ブロッケンの悪魔 南アルプス山岳救助隊Ｋ－９ 樋口 明雄∥著 913.6/ﾋ 

  長野県 晩夏に捧ぐ 大崎 梢∥著 913.6/ｵ 

  

  

  

  

神様のカルテ 夏川 草介∥著 913.6/ﾅ 

ぼくが安曇野ちひろ美術館をつくったわけ 松本 猛∥著 726.6/ﾏ 

  岐阜県 どこかでベートーヴェン 中山  七里∥著 913.6/ﾅ 

    桐島、部活やめるってよ 朝井  リョウ∥著 913.6/ｱ 

  

  

  奇跡は段ボールの中に 岐阜・柳ケ瀬で生まれたゆるキャラ「やなな」の物語 かのう  ゆき∥著 913.6/ｶ 

静岡県 イニシエーション・ラブ  乾 くるみ∥著 913.6/ｲ 

    この青い空で君をつつもう 瀬名 秀明∥著 913.6/ｾ 

    おんぶにだっこ さくら ももこ∥絵と文 914.6/ｻ 

  愛知県 ナゴヤドームで待ちあわせ 太田  忠司（ほか）∥著 913.6/ﾅ 

    名古屋駅西喫茶ユトリロ 〔１〕 太田  忠司∥著 B/913.6/ｵ 

    御松茸騒動 朝井  まかて∥著 913.6/ｱ 

近畿 三重県 神去なあなあ日常 三浦 しをん∥著 913.6/ﾐ 

    ＫＵＨＡＮＡ！ ＪＡＺＺ×ｋｉｄｓ 秦 建日子∥著 913.6/ﾊ 
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    伊勢神宮めぐり歩き 一二五社をたずねる悠久の旅 矢野 憲一∥文 中野 晴生∥写真 175.8/ﾔ 

  滋賀県 偉大なる、しゅららぼん 万城目  学∥著 913.6/ﾏ 

    トリガール！ 中村 航∥著 913.6/ﾅ 

    負けんとき ヴォーリズ満喜子の種まく日々（上・下） 玉岡  かおる∥著 913.6/ﾀ 

  京都府 異邦人（いりびと） 原田 マハ∥著 913.6/ﾊ 

    ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月  隆文∥著 B/913.6/ﾅ 

    宵山万華鏡 森見 登美彦∥著 913.6/ﾓ 

  大阪府 通天閣 西 加奈子∥著 913.6/ﾆ 

    ワーカーズ・ダイジェスト 津村 記久子∥著 913.6/ﾂ 

    銀二貫 高田  郁∥著 913.6/ﾀ 

  兵庫県 阪急電車 有川 浩∥著 913.6/ｱ 

    上流階級 富久丸百貨店外商部 高殿 円∥著 913.6/ﾀ 

    ラ・パティスリー 上田 早夕里∥著 913.6/ｳ 

  奈良県 鹿男あをによし 万城目  学∥著 913.6/ﾏ 

    まひるの月を追いかけて 恩田 陸∥著 913.6/ｵ 

    鹿と日本人 野生との共生１０００年の知恵 田中 淳夫∥著 489.8/ﾀ 

  和歌山県 空海 高村  薫∥著 188.5/ﾀ 

    歩く旅の本 伊勢→熊野 福元  ひろこ∥著 291.5/ﾌ 

    華岡青洲の妻 有吉 佐和子∥著 913.6/ｱ 

中国・四国 

  

鳥取県 

  

若桜鉄道うぐいす駅 門井 慶喜∥著 913.6/ｶ 

赤朽葉家の伝説 桜庭  一樹∥著 913.6/ｻ 

    水木しげる 妖怪・戦争・そして、人間 『文藝』別冊 726.1/ﾐ 

  島根県 砂の器（上・下） 松本 清張∥著 B/913.6/ﾏ 

    やめるときも、すこやかなるときも  窪 美澄∥著 913.6/ｸ 

    銀の島 山本 兼一∥著 913.6/ﾔ 

  

  

岡山県 

  

でーれーガールズ 原田 マハ∥著 913.6/ﾊ 

透き通った風が吹いて あさの あつこ∥著 913.6/ｱ 

    トッピング 愛とウズラの卵とで～れえピザ  川上 健一∥著 913.6/ｶ 

  広島県 赤ヘル１９７５  重松 清∥著 913.6/ｼ 

    ハブテトルハブテトラン 中島 京子∥著 913.6/ﾅ 

    望郷 湊  かなえ∥著 913.6/ﾐ 

  山口県 お父やんとオジさん 伊集院 静∥著 913.6/ｲ 

    もう誘拐なんてしない 東川  篤哉∥著 B/913.6/ﾋ 

    熱球 重松 清∥著 913.6/ｼ 

  徳島県 吉野北高校図書委員会 〔１〕 山本 渚∥著 B/913.6/ﾔ 

    眉山 さだ まさし∥著 913.6/ｻ 

    生き心地の良い町 この自殺率の低さには理由がある 岡 檀∥著 368.3/ｵ 

  香川県 八日目の蝉 角田 光代∥著 913.6/ｶ 
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    野に咲け、あざみ 芦原 すなお∥著 913.6/ｱ 

    おまめごとの島 中澤 日菜子∥著 913.6/ﾅ 

  愛媛県 世界の中心で、愛をさけぶ 片山 恭一∥著 913.6/ｶ 

    坊っちゃん 夏目 漱石∥作 913.6/ﾅ 

    天使は奇跡を希う 七月 隆文∥著 B/913.6/ﾅ 

  高知県 県庁おもてなし課 有川  浩∥著 913.6/ｱ 

    夏のくじら 大崎 梢∥著 913.6/ｵ 

    キリンビール高知支店の奇跡 勝利の法則は現場で拾え！ 田村 潤∥著 588.5/ﾀ 

九州・沖縄 福岡県 百瀬、こっちを向いて。  中田 永一∥著 913.6/ﾅ 

    親不孝通りラプソディー 北森 鴻∥著 913.6/ｷ 

    明太子〓ＬＯＶＥ 博多っ子流ピリカラつぶうま！新レシピ集 金澤 聡子・梅森 妙∥編・著 596.3/ﾒ 

  佐賀県 紅けむり 山本 一力∥著 913.6/ﾔ 

    佐賀のがばいばあちゃん 島田 洋七∥著 B/779.1/ｼ 

  

  

  かちがらす 幕末を読みきった男 植松 三十里∥著 913.6/ｳ 

長崎県 くちびるに歌を 中田  永一∥著 913.6/ﾅ 

    先生のお庭番 朝井 まかて∥著 913.6/ｱ 

    遠い山なみの光 カズオ  イシグロ∥著 B/933.7/ｲ 

  熊本県 つばき、時跳び 梶尾 真治∥著 913.6/ｶ 

    母 オモニ 姜  尚中∥著 913.6/ｶ 

    くまモン力 人を惹きつける愛と魅力の秘密 亀山 早苗∥著 601.1/ｶ 

  大分県 霖雨 葉室 麟∥著 913.6/ﾊ 

  

  

  

  

九年前の祈り 小野 正嗣∥著 913.6/ｵ 

ゆけ、シンフロ部！ 堀口 泰生∥小説 青木 俊直∥絵 K/913/ﾎ 

  宮崎県 ある男 平野  啓一郎∥著 913.6/ﾋ 

    しゃぼん玉 乃南 アサ∥著 913.6/ﾉ 

    死都日本 石黒 耀∥著 913.6/ｲ 

  鹿児島県 まんが・がっついコイも鹿児島弁 大吉 千明∥絵と文 818.9/ｵ 

    西郷どん！（前・後編） 林 真理子∥著 913.6/ﾊ 

    月桃夜 遠田 潤子∥著 913.6/ﾄ 

  沖縄県 ホテルジューシー 坂木 司∥著 913.6/ｻ 

    宝島 真藤 順丈∥著 913.6/ｼ 

    チャンミーグヮー  今野  敏∥著 913.6/ｺ 

 
 
 
 
 
 


