
 

 

 

 

 

 

 

２０のテーマごとに、おすすめの本を選びました。 

１パックにつき、２冊の本が入っています。 

どんな組み合わせで入っているかは、開けてみて 

のお楽しみ！ 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

あつあつを召し上がれ 小川糸／著 新潮社 2014 

侠飯（おとこめし） １ 福澤徹三／著 文藝春秋 2014 

おなかがすいたハラペコだ。 椎名誠／著 集英社 2019 

おなかがすく話 小林カツ代／著 河出書房新社 2015 

鴨川食堂 柏井壽／著 小学館 2015 

作家の口福 恩田陸／ほか著 朝日新聞出版 2011 

メンチカツの丸かじり 東海林さだお／著 文藝春秋 2018 

読む餃子 パラダイス山元／著 新潮社 2015 

旅行者の朝食 米原万里／著 文藝春秋 2004 

和菓子のアン 坂木司／著 光文社 2012 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

あなたと、どこかへ。  吉田修一／ほか著 文藝春秋 2008 

アルケミスト パウロ・コエーリョ／著 角川書店 2002 

行かずに死ねるか！ 石田ゆうすけ／著 幻冬舎 2007 

河童が覗いたヨーロッパ 妹尾河童／著 新潮社 1983 

岸辺の旅 湯本香樹実／著 文藝春秋 2012 

世界一周デート 吉田友和・松岡絵里／著 幻冬舎 2014 

旅に出る日 岡田喜秋／著 山と溪谷社 2015 

旅の窓 沢木耕太郎／著 幻冬舎 2016 

猫のほそ道 嵐山光三郎／著 小学館 2017 

辺境・近境 村上春樹／著 新潮社 2000 

全パック 

ブックリスト 

ごちそう、召し上がれ 

遠くへ行きたい 



 

タイトル 著者 出版社 出版年 

99のなみだ・空 リンダブックス編集部／編著 泰文堂 2009 

銀河鉄道の夜 宮沢賢治／著 角川書店 1996 

知ってるようで知らない「お天気」の本 大野治夫／著 PHP研究所 2004 

小説天気の子 新海誠／著 KADOKAWA 2019 

流れ星が消えないうちに 橋本紡／著 新潮社 2008 

NASA宇宙飛行士 中富信夫／著 講談社 2002 

人間の土地 サン=テグジュペリ／著 新潮社 2012 

真昼の星空 米原万里／著 中央公論新社 2005 

やはり雨は噓をつかない 皆藤黒助／著 講談社 2017 

雪の結晶はなぜ六角形なのか 小林禎作／著 筑摩書房 2013 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

青い花 ノヴァーリス／作 岩波書店 1989 

綺良のさくら 今井絵美子／著 角川春樹事務所 2017 

桜さがし 柴田よしき／著 集英社 2003 

自己流園芸ベランダ派 いとうせいこう／著 河出書房新社 2014 

新編百花譜百選 木下杢太郎／画 前川誠郎／編 岩波書店 2007 

千年桜の奇跡を、きみに 沖田円／著 ポプラ社 2019 

花の下にて春死なむ 北森鴻／著 講談社 2001 

番神の梅 藤原緋沙子／著 徳間書店 2018 

夢幻花 東野圭吾／著 PHP研究所 2016 

八つ花ごよみ 山本一力／著 新潮社 2012 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

アリクイのいんぼう １ 鳩見すた／著 KADOKAWA 2017 

江戸猫ばなし 光文社文庫編集部／編 光文社 2014 

大江戸猫三昧 澤田瞳子／編 徳間書店 2017 

お直し処猫庵 １ 尼野ゆたか／著 KADOKAWA 2018 

かもめのジョナサン リチャード・バック／著 新潮社 1981 

ダック・コール 稲見一良／著 早川書房 1994 

パーフェクト・ブルー 宮部みゆき／著 東京創元社 1992 

ブランケット・キャッツ 重松清／著 朝日新聞出版 2011 

ベルカ、吠えないのか？ 古川日出男／著 文藝春秋 2008 

ペンギン鉄道なくしもの係 名取佐和子／著 幻冬舎 2014 

空を見上げて 

咲くやこの花 

動物大活躍！ 



 

タイトル 著者 出版社 出版年 

戦の国 冲方丁／著 講談社 2020 

鬼神の如く 葉室麟／著 新潮社 2018 

埼玉の謎学 博学こだわり倶楽部／編 河出書房新社 2014 

埼玉県謎解き散歩 ２ 金井塚良一・大村進／編著 中経出版 2013 

酒が語る日本史 和歌森太郎／著 河出書房新社 2013 

士魂商才 五代友厚 佐江衆一／著 講談社 2009 

修羅走る関ケ原 山本兼一／著 集英社 2016 

引っ越し大名三千里 土橋章宏／著 角川春樹事務所 2016 

読むだけですっきりわかる戦国史 後藤武士／著 宝島社 2014 

歴史・時代小説縦横無尽の読みくらべガイド 大矢博子／著 文藝春秋 2017 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

自選ショート・ミステリー １ 日本推理作家協会／編 講談社 2001 

城のなかの人 星新一／著 角川書店 2008 

Story Seller 伊坂幸太郎／ほか著 新潮社 2009 

短編少女 集英社文庫編集部／編 集英社 2017 

つぎはぎプラネット 星新一／著 新潮社 2013 

どこかの事件 星新一／著 新潮社 2015 

僕とキミの 15センチ 井上堅二／ほか著 KADOKAWA 2017 

マイ国家 星新一／著 新潮社 2014 

名短篇、ここにあり 北村薫・宮部みゆき／編 筑摩書房 2008 

もらい泣き 冲方丁／著 集英社 2015 

4ページミステリー 蒼井上鷹／著 双葉社 2020 

妖精配給会社 星新一／著 新潮社 2014 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

あなたの人生の物語 テッド・チャン／著 早川書房 2003 

失われた宇宙の旅 2001 アーサー・C.クラーク／著 早川書房 2000 

火星年代記 レイ・ブラッドベリ／著 早川書房 2010 

虐殺器官 伊藤計劃／著 早川書房 2010 

だいじょうぶマイ・フレンド 村上竜／著 集英社 1985 

突変 森岡浩之／著 徳間書店 2014 

星を継ぐもの ジェイムズ・P・ホーガン／著 東京創元社 1998 

未来探偵アドのネジれた事件簿 森川智喜／著 新潮社 2014 

歴史をめぐる 

ショートストーリー 

ＳＦ（すこし・ふしぎ） 



 

タイトル 著者 出版社 出版年 

一の糸 有吉佐和子／著 新潮社 2007 

浮世の画家 カズオ・イシグロ／著 早川書房 2006 

オーケストラ楽器別人間学 茂木大輔／著 新潮社 2002 

音楽の話をしよう なかにし礼／著 新潮社 2004 

楽隊のうさぎ 中沢けい／著 新潮社 2003 

簡単すぎる名画鑑賞術 西岡文彦／著 筑摩書房 2011 

眩（くらら） 朝井まかて／著 新潮社 2018 

世界の名画仕掛けられたメッセージ 博学面白倶楽部／著 三笠書房 2016 

幕が上がる 平田オリザ／著 講談社 2014 

名画は嘘をつく １ 木村泰司／著 大和書房 2014 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

イチローイズム 石田雄太／著 集英社 2008 

エール 鈴木光司／著 徳間書店 2004 

サッカーの神様をさがして はらだみずき／著 KADOKAWA 2015 

スパート！ 川西蘭／著 小学館 2012 

ただマイヨ・ジョーヌのためでなく ランス・アームストロング／著 講談社 2008 

800 川島誠／著 角川書店 2002 

百歳まで歩く 田中尚喜／著 幻冬舎 2007 

ひゃくはち 早見和真／著 集英社 2011 

ファイブ 平山讓／著 幻冬舎 2007 

ラブオールプレー 小瀬木麻美／著 ポプラ社 2011 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

あやしうらめしあなかなし 浅田次郎／著 集英社 2013 

営繕かるかや怪異譚 小野不由美／著 KADOKAWA 2018 

怪談師の証 呪印 伊計翼／著 竹書房 2019 

呪怨 大石圭／著 角川書店 2003 

図説日本妖怪大全 水木しげる／著 講談社 1994 

遠野物語 柳田国男／著 新潮社 1992 

弔い怪談 葬歌 しのはら史絵／著 竹書房 2021 

20世紀の幽霊たち ジョー・ヒル／著 小学館 2008 

本当は怖い日本史 堀江宏樹／著 三笠書房 2017 

私の家では何も起こらない 恩田陸／著 KADOKAWA 2016 

芸術に誘われ 

スポーツ！ 

こわーい話 



 

タイトル 著者 出版社 出版年 

アラスカの氷河 中谷宇吉郎／著 岩波書店 2002 

エヴェレストより高い山 ジョン・クラカワー／著 朝日新聞出版 2018 

月山・鳥海山 森敦／著 文藝春秋 2017 

神去なあなあ日常 三浦しをん／著 徳間書店 2012 

劒岳 点の記 新田次郎／著 文藝春秋 2006 

日本アルプスの登山と探検 ウェストン／著 岩波書店 1997 

氷壁 井上靖／著 新潮社 2002 

山の旅 大正・昭和編 近藤信行／編 岩波書店 2003 

山の旅 明治・大正編 近藤信行／編 岩波書店 2003 

老人と海 ヘミングウェイ／著 新潮社 2003 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

オロロ畑でつかまえて 荻原浩／著 集英社 2001 

神様からひと言 荻原浩／著 光文社 2005 

がんこスーパー 山本甲士／著 角川春樹事務所 2018 

気にしない練習 名取芳彦／著 三笠書房 2015 

佐賀のがばいばあちゃん 島田洋七／著 徳間書店 2004 

三匹のおっさん 有川浩／著 文藝春秋 2012 

ちょっと今から仕事やめてくる 北川恵海／著 KADOKAWA 2015 

「疲れないからだ」のつくり方 寺門琢己／著 三笠書房 2011 

ひかりをすくう 橋本紡／著 光文社 2009 

論より譲歩 土屋賢二／著 文藝春秋 2012 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

叡智の図書館と十の謎 多崎礼／著 中央公論新社 2019 

越境捜査 笹本稜平／著 双葉社 2020 

キッドナッパーズ 門井慶喜／著 文藝春秋 2019 

死の猟犬 アガサ・クリスティー／著 早川書房 2004 

真相開封 「文藝春秋」編集部／編 文藝春秋 2012 

地図から消えた古代文明の謎 吉村作治／監修 成美堂出版 2000 

地名でたどる埼玉県謎解き散歩 宮内正勝・加藤隆榮・千田文彦／編著 KADOKAWA 2014 

猫は 14の謎をもつ リリアン・J・ブラウン／著 早川書房 1991 

目からウロコ！日本地図の謎 地図ミステリー愛好会／編 廣済堂出版 2006 

歴史を変えた水軍の謎 高野澄／著 祥伝社 2012 

大自然に向き合う 

元気が出る本 

謎を追って 



 

タイトル 著者 出版社 出版年 

池波正太郎の春夏秋冬 池波正太郎／著 文藝春秋 1995 

<完本>初ものがたり 宮部みゆき／著 PHP研究所 2013 

知っておきたい日本のしきたり 武光誠／著 角川学芸出版 2008 

スタンド・バイ・ミー スティーブン・キング／著 新潮社 2010 

日本の「行事」と「食」のしきたり 新谷尚紀／監修 青春出版社 2004 

バー堂島 吉村喜彦／著 角川春樹事務所 2019 

俳句のつくり方が面白いほどわかる本 金子兜太／著 中経出版 2006 

春はやて 平岩弓枝／ほか著 KADOKAWA 2016 

雛の鮨 料理人季蔵捕物控１ 和田はつ子／著 角川春樹事務所 2007 

恋々彩々 坂岡真／著 徳間書店 2012 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

温泉めぐり 田山花袋／著 岩波書店 2007 

海ちゃん 岩合光昭・岩合日出子／著 新潮社 1996 

幸せのプチ 朱川湊人／著 文藝春秋 2020 

猫といっしょにいるだけで 森下典子／著 新潮社 2014 

のほほん絵日記 さくらももこ／著 集英社 2004 

ほっこりおうちごはん 柴門ふみ／著 小学館 2015 

ほっこりぽくぽく上方さんぽ 田辺聖子／著 文藝春秋 2002 

ほっこりミステリー 伊坂幸太郎／ほか著 宝島社 2014 

向田理髪店 奥田英朗／著 光文社 2018 

夜鳴きめし屋 宇江佐真理／著 光文社 2014 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

駅スタンプの旅 松井信幸／著 枻出版社 2004 

終電の神様 １ 阿川大樹／著 実業之日本社 2017 

女子と鉄道 酒井順子／著 光文社 2009 

線路上の殺意 鮎川哲也／ほか著 双葉社 2020 

鉄道趣味リターンズ いのうえこーいち／著 枻出版社 2005 

電車を止めるな！ 寺井広樹／著 PHP研究所 2019 

阪急電車 有川浩／著 幻冬舎 2010 

阪堺電車 177号の追憶 山本巧次／著 早川書房 2017 

悲劇への特急券 横溝正史／ほか著 双葉社 2021 

秘湯めぐりと秘境駅 牛山隆信／著 実業之日本社 2019 

季節を感じる 

ほっこり、あたたか 

鉄道！ 



 

タイトル 著者 出版社 出版年 

架空通貨 池井戸潤／著 講談社 2003 

結局「仕組み」を作った人が勝っている 荒濱一・高橋学／著 光文社 2013 

社会人のためのやりなおし経済学 木暮太一／著 日本経済新聞出版社 2014 

出世と左遷 高杉良／著 新潮社 2018 

将軍たちの金庫番 佐藤雅美／著 新潮社 2008 

新幹線から経済が見える 小宮一慶／著 祥伝社 2009 

組織に埋れず 高杉良／著 新潮社 2017 

日経１年生！ NEXT 「長谷部瞳は日経 1年生!」編集部／著 祥伝社 2008 

不発弾 相場英雄／著 新潮社 2018 

リベンジ・ホテル 江上剛／著 講談社 2012 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

会計天国 竹内謙礼・青木寿幸／著 PHP研究所 2013 

神は数学者か？ マリオ・リヴィオ／著 早川書房 2017 

考える力をつける数学の本 岡部恒治／著 日本経済新聞社 2006 

キリンのまだら 平田森三／著 早川書房 2003 

算法少女 遠藤寛子／著 筑摩書房 2006 

数学小景 高木貞治／著 岩波書店 2002 

博士の愛した数式 小川洋子／著 新潮社 2005 

貧乏大名“やりくり”物語 山下昌也／著 講談社 2016 

ボクは算数しか出来なかった 小平邦彦／著 岩波書店 2002 

闇の峠 諸田玲子／著 新潮社 2018 

 

 

 

タイトル 著者 出版社 出版年 

一流に変わる仕事力 小宮一慶／著 KADOKAWA 2015 

演出術 蜷川幸雄・長谷部浩／著 筑摩書房 2012 

最高の自分を引き出すイチロー思考 児玉光雄／著 三笠書房 2016 

社長に秘策あり！ 日経 MJ／編 日本経済新聞社 2005 

超高速！参勤交代 土橋章宏／著 講談社 2015 

刀伊入寇 葉室麟／著 実業之日本社 2014 

動乱！江戸城 浅田次郎／ほか著 実業之日本社 2019 

炎が奔る 吉来駿作／著 幻冬舎 2021 

メガバンク宣戦布告 波多野聖／著 幻冬舎 2020 

勇者は語らず 城山三郎／著 新潮社 1987 

経済を読む 

数を操る 

逆境の中で 



 

 

 

2021（令和 3）年に 

与野図書館は 50周年を迎えました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これからも与野図書館を 

よろしくお願いします！ 
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