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0 葵の残葉 奥山景布子 文藝春秋 1001710077709
大河義喜好きの方は必読。尾張義勝はじめ
高須四兄弟の運命もドラマティック（鶴舞中
央図書館長）

1
最初の刑事
ウィッチャー警部とロード・ヒ
ル・ハウス殺人事件

ケイト・サマースケイ
ル

早川書房 1001510115263
本題でない部分も読みどころ満載！（主人
公の部下は、切り裂きジャック事件を担当し
ました。）(鶴舞中央図書館 川)

2
わかめ
およいでそだってどんどんふ
えるうみのしょくぶつ

青木優和／文
畑中富美子／絵
田中次郎／監修

仮説社 1002010075326
海のナンジャコリャーズ第２弾！わかめ、不
思議！(中川図書館 司書)

3 教養としてのミイラ図鑑 ミイラ学プロジェクト
ＫＫベストセ
ラーズ

1001910040420

世界各地に存在するミイラをたくさんの写
真と共に紹介。ちょっと刺激的なものもある
ので心して読んでみてください。(徳重図書
館 司書)

4
あの人が好きって言うから
…有名人の愛読書50冊読
んでみた

ブルボン小林
中央公論新
社

1002110009730
話題の人の愛読書から、何かを感じる１冊。
(千種図書館 司書)

5
アンハッピー・ウエディング
結婚の神様

櫛木理宇 PHP研究所 1001710085764
結婚式の「サクラ」のバイトは、事件だらけ！
(北図書館 司書)

6 イマジナリーフレンドと ミシェル・クエヴァス 小学館 1001910006192
君にもいる？本当の自分を見てくれる友だ
ち。(山田図書館 司書)

7 ゴルギアス プラトン 岩波書店 1009210218593
二千年前の、これぞ”白熱”ガチンコ対決！
(天白図書館 司書)

8 真昼の夢 セーラ・L.トムソン ほるぷ出版 1009916024651
こんな世界があったらな、無限に広がる空
想物語。(富田図書館 司書)

9 エレジーは流れない 三浦しをん 双葉社 1002110006538

日常の中にドラマは潜んでいる！（高校生の
怜には二人の母親がいる。自由すぎる友だ
ちとの日々。のどかでさびれた温泉街で巻
き起こる日々を描く。）(鶴舞中央図書館 キ
コ)

10 ひまわり 和歌山静子 福音館書店 1009916019225
ひまわりの力強さを、シンプルな絵と言葉
で。(熱田図書館 司書)

11 弥勒の月 あさのあつこ 光文社 1000810087216
人物が魅力的。ぜひ続きも読んで。(名東図
書館 司書)

12
ボクのこときらい?
カエルのきもち

やすのぶなおふみ PHP研究所 1009914011593
カエルのきもちを聞いてみて。(志段味図書
館 司書)

13
LGBTだけじゃ、ない!「性
別」のハナシ

新井祥 ぶんか社 1001610061894
性的マイノリティはLGBTだけじゃない。(南
陽図書館 司書)

14 野武士、西へ 久住昌之 集英社 1001310053038
「孤独のグルメ」原作者の壮大な散歩の記
録。(千種図書館 司書)

15 ボーダレス 誉田哲也 光文社 1001810044190

四つの話が交互に展開していくこの作品。そ
れが事件の舞台でついに一つになります。
結末部分では、「命の使い方」とか、「誰で
も、その人の人生の中ではその人が主人公」
など、すごく印象的な言葉が散りばめられて
います。(鶴舞中央図書館 司書)

16 絶望に効く薬　全15巻 山田玲司 小学館 1009915035929
今のこの国に「希望」はどこにある？(南陽
図書館 司書)

17 名前探しの放課後　上・下 辻村深月 講談社 1001010052844
読み終わった後、もう一度最初から読み返し
たくなる。(千種図書館 司書)

18 おでこにピツッ
三宮麻由子／ぶん
斉藤俊行／え

福音館書店 1001710056231
雨がふったら雨とあそぼ。ほら、雨のおしゃ
べりがきこえるよ！(鶴舞中央図書館 司書)

19 ふたつの月の物語 富安陽子 講談社 1001210075045
少女二人のすごすぎる出生の秘密(港図書
館 司書)

20 君が夏を走らせる 瀬尾まいこ 新潮社 1001710035357
あるある！いつの間にか本気になること。
(守山図書館 司書)

21 幕末志士の作法 小田部雄次 (株)Ｇ．Ｂ． 1001910072506
志士のお金、グルメ事情など満載の１冊。
(徳重図書館 司書)

22 はじめてのオーケストラ
佐渡裕／はたこうし
ろう

小学館 1001610067888
♪クラシックコンサートの感動を子どもたち
に♪(中村図書館 司書)

23 このミステリーがすごい！
『このミステリーがす
ごい!』編集部／編

宝島社 1002010073495
広義のエンタメがここに集結。毎年、最新本
をUpdate。(千種図書館 司書)
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24 翡翠城市 フォンダ・リー 早川書房 1001910072144

翡翠の魔力で島を制するのは誰だ！ノワー
ルSF(西図書館 司書)

25
僕たちはまだ、仕事のこと
を何も知らない。

各務展生／原案 学研プラス 1002010009508
就職活動に前向きになれる１冊。(東図書館
司書)

26 海をあげる 上間陽子 筑摩書房 1002010060530

大切な人や場所のことを考えさせられる一
冊。最後の一文に胸が詰まるはず。（本屋大
賞ノンフィクション大賞2021）(鶴舞中央図
書館 満月)

27
このかみなあに?
トイレットペーパーのはなし

谷内つねお 福音館書店 1002010064666
この本読んでもトイレットペーパーで遊ばな
いでね！(千種図書館 司書)

28 マーダーボット・ダイアリー マーサ・ウェルズ 東京創元社 1001910092111
自分はちょっとひねてるなあと思う人にハ
マるんじゃないかと。続編もでました！(鶴
舞中央図書館 つぼ)

29 夢にめざめる世界 ロブ・ゴンサルヴェス ほるぷ出版 1001610038693
たまにはこんな不思議世界に迷い込むのも
いいかも。(富田図書館 司書)

30 母ではなくて、親になる 山崎ナオコーラ
河出書房新
社

1001710021928
どんな自分もＯＫ。そんなふうに思えた１冊。
(南図書館 司書)

31
フィクションとは何か
ごっこ遊びと芸術

ケンダル・ウォルトン
／著,
田村均／訳

名古屋大学
出版会

1001610018260

１０章のタイトルは「架空の存在者をしりぞけ
る」。しりぞけられる筈がないと思う人も、こ
の本と渡り合わねばならない。
(鶴舞中央図書館 川)

32 眩（くらら） 朝井まかて 新潮社 100151011943
北斎の娘、応為の生きざま。(楠図書館 司
書)

33

先生、ワラジムシが取っ組
み合いのケンカをしていま
す！（鳥取環境大学の森の人
間動物行動学）

小林朋道 築地書館 1001410010689
コバヤシ教授が行くところ動物珍事件あ
り！(瑞穂図書館 司書)

34 おんな二代の記 山川菊栄 岩波書店 1001410036830
興味がないひとも、日本近代史から離れら
れなくなる！(鶴舞中央図書館 川)

35 屍人荘の殺人 今村昌弘 東京創元社 1001710054938
ミステリ×〇○○？！「そんなのアリ？」をお
楽しみください。(緑図書館 司書)

36 ダルタニャン物語 全１１巻 A.デュマ 講談社 1009410021448 ダルタニャンです！！(名東図書館 司書)

37
方向音痴って、なおるんで
すか?

吉玉サキ 交通新聞社 1002110013284
「目的地への一歩目は勘！」な私でも勇気
（と確信）をもって歩き出せそう！(鶴舞中央
図書館 うら)

38 ざっくん!ショベルカー
竹下文子／作
鈴木まもる／絵

偕成社 1000810008470

乗り物好きなお子さんにオススメ！我が子
とも町でショベルカーを見つけては、あれは
何号？と、いいながら楽しんでます。(鶴舞
中央図書館 アール)

39
幻島図鑑
不思議な島の物語

清水浩史
河出書房新
社

1001910035712
こんな島があるなんて！別世界を訪れた気
分になれます。(鶴舞中央図書館 秋)

40
中世の覚醒
アリストテレス再発見から知の
革命へ

リチャード・E.ルーベ
ンスタイン／著
小沢千重子／訳

筑摩書房 1001810059914
この本が決めてとなって、ラテン語を勉強し
始めました。(鶴舞中央図書館 川)

41 かないくん 谷川俊太郎

現「株式会社
ほぼ日」旧
「東京糸井重
里事務所」

1001310131015
多くの色で「死」を感じる絵本。感じ方は人
ぞれぞれ。(名東図書館 司書)

42 郵便局と蛇 A.E.コッパード 国書刊行会 1009610034310
コッパードは誰とも似ていない。普通の読書
に飽いたあなたへ。(鶴舞中央図書館 司書)

43 野性のロボット ピーター・ブラウン 福音館書店 1001810070824
人工知能ロボットと野生動物との友情・愛情
物語。人間の想像力って素敵！(鶴舞中央図
書館 のっち)

44 ドミトリーともきんす 高野文子
中央公論新
社

1001410055667
著名な科学者と気楽に話ができたなら。(名
東図書館 司書)

45 フローラ逍遥 澁澤龍彦 平凡社 1009610075676
美しい花の絵と文章にうっとりします。(鶴
舞中央図書館 秋)

46 終わらない夜
セーラ・L.トムソン/
文、ロブ・ゴンサル
ヴェス/絵

ほるぷ出版 1009915037302
眠れない夜のすごしかた。(富田図書館 司
書)

47
おうちごはんは適宜でおい
しい

菅野彰 徳間書店 1001710072693
適宜、が難しいのだけど…どれもこれもお
いしそう。(鶴舞中央図書館 弓)

48
チェーザレ　1～
破壊の創造者

惣領冬実 講談社 1001010059292
ルネサンス期を生きたチェーザレ・ボルジア
を華麗に描く。(鶴舞中央図書館 みん)

49 光の帝国　常野物語 恩田陸 集英社 1009910039939
読むたびに常野一族の世界に引き込まれ
る。シリーズで3冊出ています。(南陽図書館
司書)

50 タンゲくん 片山健 福音館書店 1009410172872
タンゲくんの魅力は、猫好きならわかるは
ず!!(西図書館 司書)
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51

世界一やさしい依存症入門
やめられないのは誰かのせ
い?

松本俊彦
河出書房新
社

1002110047809
世界一「やさしい」は、「易しい」でもあり、
「優しい」でもあり。(山田図書館 司書)

52 零の晩夏 岩井俊二 文藝春秋 1002110034524
表紙の女性は写真？それとも絵？絵師ナユ
タをめぐる美術ミステリー。(志段味図書館
司書)

53 さいごのゆうれい 斉藤倫 福音館書店 1002110003058
“忘れる”って幸せなことでしょうか。(北図
書館 司書)

54 また、同じ夢を見ていた 住野よる 双葉社 1001510107138
“幸せ”とは何か。心が温まるお話です。(緑
図書館 司書)

55
まどのむこうのくだものな
あに?

荒井真紀 福音館書店 1002010053912
ざくろ、はじめてたべました！(鶴舞中央図
書館 アール)

56 三つ編み
レティシア・コロンバ
ニ

早川書房 1001910006443
世界中の女性を励まし、勇気をあたえてくれ
る物語。(南図書館 司書)

57 オニタロウ
こさかまさみ/文
北村人/絵

福音館書店 1002010082754

やさしいオニの子オニタロウは山の動物た
ちとなかよし。お父さんに子分はできたかと
聞かれて大弱りです。素朴でのどかなお話。
小学校低学年向け。(鶴舞中央図書館 にゃ
ん吉)

58 9月9日9時9分 一木けい 小学館 1002010099826
好きな人と一緒にいることが家族を悲しま
せてしまうとしたら？(瑞穂図書館 司書)

59 マンボウのひみつ 澤井悦郎 岩波書店 1001710042470
マンボウは謎だらけ。若き研究者が先端技
術で解き明かす。(港図書館 司書)

60 車夫 いとうみく 小峰書店 1001510077880
突然、親がいなくなった高校生が生き抜く
には？(名東図書館 司書)

61 そらからおちてきてん ジョン・クラッセン
クレヨンハウ
ス

1002110054854
シュールな世界観と関西弁がたまらない絵
本。(富田図書館 司書)

62 青のカーティスクリーク 堀内貴和
河出書房新
社

1009410241978
とっておきの川、とっておきの思い出(鶴舞
中央図書館 鱒太郎)

63 平和園に帰ろうよ 小坂井大輔 書肆侃侃房 1001910005972
「短歌の聖地、平和園」へようこそ！この本
は歌集です！(熱田図書館 司書)

64 ハロー・ワールド 藤井太洋 講談社 1001810061742
リアルな極近未来小説。インターネットは世
界をどう変えていくのか？(西図書館 司書)

65 今日はヒョウ柄を着る日 星野博美 岩波書店 1001710029925
彼女たちはなぜヒョウの威を借りるのか？
抱腹絶倒、最後はほろりの名エッセイ。(鶴舞
中央図書館 あわい)

66 生と死を分ける数学
キット・イェーツ／著
冨永星／訳

草思社 1002010051326
冤罪の原因、誤作動の理由、平均寿命のしく
みまで数学で解決！電子書籍版もありま
す。(中川図書館 司書)

67
言語学バーリ・トゥード
Round1

川添　愛
東京大学出
版会

1002110040754
見よ！学問対プロレス対お笑いの3ＷＡＹ
マッチを(千種図書館 司書)

68
土偶を読む
130年間解かれなかった縄文
神話の謎

竹倉史人 晶文社 1002110007391

土偶。学校では女性を象ったものだとか
習ったけど、それを覆す新説が登場。正体を
解き明かすプロファイリングの過程もワクワ
クします。読み終えたら土偶が愛しくなりま
した。(鶴舞中央図書館 ちい)

69 キリンの保育園 齋藤美保
京都大学学
術出版会

1002110026148
日本で唯一の野性キリン研究者の、タンザニ
アでのフィールドワークの記録。(鶴舞中央
図書館 Ko)

70 百歳までの読書術 津野海太郎 本の雑誌社 1001510035767
リタイア後は現役時に読めなかった本を図
書館で存分に楽しみましょう！(楠図書館
柿の種)

71 こどもホスピスの奇跡 石井光太 新潮社 1002010068898
難病と闘う子ども達に「普通」の時間を！奔
走する大人、がんばる中高生！(天白図書館
司書)

72 恐竜学者は止まらない！ 田中康平 創元社 1002110046344
恐竜の卵化石研究の過程をユーモアを交え
て紹介(徳重図書館 司書)

73 世界の児童文学をめぐる旅 池田正孝
エクスナレッ
ジ

1002010057832
あの物語そのままの場所があったなんて！
(東図書館 ここあ)

74
日本一醜い親への手紙 そ
んな親なら捨てちゃえば?

Create Media／
編

dZERO 1001710053124
親の虐待から生き延びたサバイバーたちの
叫び。(南陽図書館 司書)

75 六人の嘘つきな大学生 浅倉秋成
KADOKA
WA

1002010095386
一気読み間違いなし！　なにーっ、この人が
犯人だったとは・・・。(守山図書館 司書)

76

香水図鑑
世界的な名香から、最先端の
トレンドまで。全293種の香
水を収録した完全保存版

マイナビ出
版

1001910076783
世界の香水を徹底解説された完全保存版。
(徳重図書館 司書)
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77

トラのじゅうたんになりた
かったトラ

ジェラルド・ローズ／
文・絵
ふしみみさを／訳

岩波書店 1001110135688
生きたトラがじゅうたんになりすます、寅年
にぴったりの本です。(鶴舞中央図書館 司
書)

78
ぼくはイエローでホワイト
で、ちょっとブルー２

ブレイディみかこ 新潮社 1002110053468
ベストセラーの完結編。「ぼく」の一人立ちの
時がきたようです。(鶴舞中央図書館 満月)

79 地球月光浴 石川賢治／写真・文 新潮社 1009911014126
さやかな月影が照らす、地球の息吹に満ち
た写真集。ワクワクが目覚めます。(山田図
書館 司書)

80
ボノボとともに
密林の闇をこえて

エリオット・シュレー
ファー／作
ふなとよし子／訳

福音館書店 1001610015968
紛争下の少女とボノボ。類人猿ボノボのこと
もっと知りたくなった(瑞穂図書館 司書)

81 ぼくのにゃんた 鈴木康広
ブロンズ新
社

1001610059347
にゃんたは何にでも変身できるすごいね
こ！(南陽図書館 司書)

82 指輪物語　１ J.R.R.トールキン 評論社 1009410168204
ひとつの指輪をめぐる世界の存亡をかけた
旅の物語の1巻目。全7巻。映画もおススメ
です！(中村図書館 司書)

83 BLUE GIANT 石塚真一 小学館 1001510019835

ジャズに魅せられた高校生がサックスで人
生を切り拓いていく！SUPREME 、
EXPLORER  と続いていきます♪(鶴舞中
央図書館 キコ)

84 愛じゃないならこれは何 斜線堂有紀 集英社 1002110074777
推される相手にストーカー、男女３人が心地
いいって、これも愛？(千種図書館 司書)

85 へんてこもりにいこうよ たかどのほうこ 偕成社 1009510002926
親子で盛り上がる！読み聞かせにおスス
メ。(北図書館 司書)

86 同級生は外国人!?（全3巻）
吉富志津代／監修，
松島恵利子／編著

汐文社 1001710089106
ケーススタディ形式で素朴な疑問に答える。
理解のきっかけに。(守山図書館 司書)

87 どこでもない場所 セーラ・L.トムソン ほるぷ出版 1001010003907
どこでもない場所へ行ってみませんか？(富
田図書館 司書)

88
あんこの本
何度でも食べたい。

姜尚美 文藝春秋 1001710100168
きっと、あんこが食べたくなる。(鶴舞中央図
書館 や)

89 ゲド戦記　1 ル=グウィン 岩波書店 1009210115884
”児童”書というレッテルに欺かるるなかれ。
読み手を揺さぶる英知の書の開幕！(天白
図書館 司書)

90
ミシシッピ冒険記
ぼくらが3ドルで大金持ちに
なったわけ

ダヴィデ・モロジノッ
ト

岩崎書店 1002110039116
謎と冒険に挑む子どもたちの姿がたくまし
い。(緑図書館 司書)

91 博物館の少女 富安陽子 偕成社 1002110074348
博物館とミステリー。誰もが一気読み間違い
なし(南図書館 司書)

92 藤川家のごはん 藤川英子
KADOKA
WA

1002110041596
元阪神の名クローザー　藤川球児さんは現
役時代、大の偏食王。これではいけないと奥
さんが大奮闘。(千種図書館 司書)

93
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

1002110006456
読んでから食べるか、食べてから読むか。お
菓子はごぼうび。(鶴舞中央図書館 鯛)

94 キリン解剖記 郡司芽久 ナツメ社 1001910033379
自分が大好きなことを「研究する」、「仕事に
する」とはどんなことか背中を押してくれる
本です。(鶴舞中央図書館 はたはた)

95
エンジョイ!クラフトビール
人生最高の一杯を求めて

スコット・マーフィー
KADOKA
WA

1002110036213
クラフトビールは知れば知るほどたのしくお
いしい。(鶴舞中央図書館 ずんだもち)　（電
子書籍）

96 彼方から ひかわきょうこ 白泉社 1009914005776

90年代の作品ですが今流行りの異世界も
の。自分にできることをしっかりやっていこ
うと思わせてくれる物語。(鶴舞中央図書館
彩)

97 ポーチとノート こまつあやこ 講談社 1002110064659
ちょっと不思議なタイトルは、大切なものを
象徴してました(鶴舞中央図書館 にゃん吉)

98 日本のファッション
城一夫・
渡辺直樹

青幻舎 1009917044217
各時代の流行を400点のイラストで。表紙
は1960年代！ ヒュー！(鶴舞中央図書館
生)

99
掃除婦のための手引き書
ルシア・ベルリン作品集

ルシア・ベルリン／著
岸本佐知子／訳

講談社 1001910036044
著者の波瀾万丈な人生を切り取った短編
集。１話ごとに異なる濃密な世界がズシンと
心に響きます。(熱田図書館 司書)

100
でらうまカンタン！名古屋
めしのレシピ

Swind／神凪唐州 新紀元社 1001810073551
全国家庭で作れる名古屋の伝統・文化・日
常・革新いっぱいレシピ集！(港図書館 山田
克男)


