
  



 

たくさんの本の中からどんな本を読んだらいいか迷ってしまう、 
そんな人に、本を選ぶきっかけとなるブックリストを作成しました。 
横手市立図書館で働く図書館員 21 人がそれぞれに選んだ一冊です。 
 
これ面白いから読んでみて!私が選んだ本の話をしましょう! 
そんな想いを持って図書館でお待ちしています。 
 
あなたの一冊に出会ってほしい。 
みなさまに本との新たな出会いが訪れますように。 
 

横手市立図書館 

※本の紹介文はニックネームで掲載しています。 
 
※掲載の 100 冊はすべて市内の図書館で借りることができます。 

お近くの図書館にないときは予約してください。お取り寄せいたします。 
 



 

  
『ことことこーこ』 
阿川 佐和子/著  KADOKAWA 2018 

『向日葵のある台所』 
秋川 滝美/著  KADOKAWA 2018 

『祭火小夜の後悔』 
秋竹 サラダ/著  角川書店 2018 

 

『放課後に死者は戻る』 
秋吉 理香子/著  双葉社 2014 

『おもかげ』 
浅田 次郎/著  毎日新聞出版 2017 

『幽霊刑事』 
有栖川 有栖/著  講談社 2000 

913.6 ア 913.6 ア 

913.6 ア 913.6 ア 

913.6 ア 
913.6 ア 



 

  
『呼んでみただけ』 
安東 みきえ/著  新潮社 2010 

『タイムカプセル』 
生田 紗代/著  河出書房新社 2004 

『清く貧しく美しく』 
石田 衣良/著  新潮社 2019 

『R のつく月には気をつけよう』  
石持 浅海/著  祥伝社 2007 

『イニシエーション・ラブ』 
乾 くるみ/著  原書房 2004 

『東慶寺花だより』 
井上 ひさし/著  文藝春秋 2010 

㋼

913.6 ア 913.6 イ 

913.6 イ 913.6 イ 

913.6 イ 913.6 イ 



 

  
『童の神』 
今村 翔吾/著  角川春樹事務所 2018 

『青ノ果テ』 
伊予原 新/著  新潮社 2020 

『梅と水仙』 
植松 三十里/著  PHP 研究所 2020 

『帰去来』 
大沢 在昌/著  朝日新聞出版 2019 

『香港の甘い豆腐』 
大島 真寿美/著  理論社 2004 

『ミステリなふたり』 
太田 忠司/著  幻冬舎 2001 

913.6 イ 913.6 イ 

913.6 ウ 913.6 オ 

913.6 オ 913.6 オ 



 

  
『牛姫の嫁入り』 
大山 淳子/著  角川書店 2016 

『楽園の真下』  
荻原 浩/著  文藝春秋 2019 

『ナオミとカナコ』 
奥田 英朗/著  幻冬舎 2014 

『まち』 
小野寺 史宜/著  祥伝社 2019 

『卜伝飄々』 
風野 真知雄/著  文藝春秋 2015 

『厨師、怪しい鍋と旅をする』 
勝山 海百合/著  東京創元社 2018 

913.6 オ 913.6 オ 

913.6 オ 913.6 オ 

913.6 オ 913.6 カ 



 

  
『総選挙ホテル』 
桂 望実/著  KADOKAWA 2016 

『狐さんの恋結び』 
北 夏輝/著  講談社 2014 

『螢坂』 
北森 鴻/著  講談社 2004 

『歴史はバーで作られる』 
鯨 統一郎/著  双葉社 2017 

『限界集落株式会社』 
黒野 伸一/著  小学館 2011 

『罪人が祈るとき』 
小林 由香/著  双葉社 2018 

913.6 コ 

913.6 カ 913.6 キ 

913.6 キ 
913.6 ク 

913.6 ク 



 

  
『みかんとひよどり』 
近藤 史恵/著  KADOKAWA 2019 

『とせい』 
今野 敏/著  実業之友社 2004 

『忘れ村のイェンと深海の犬』 
冴崎 伸/著  新潮社 2013 

『シンデレラ・ティース』 
坂木 司/著  光文社 2006 

『今夜も宇宙の片隅で』 
笹生 陽子/著  講談社 2009 

『凍』 
沢木 耕太郎/著  新潮社 2005 

913.6 サ 913.6 サ 

913.6 サ 913.6 サ 

913.6 コ 913.6 コ 



 

  
『国盗り物語 前・後』 
司馬 遼太郎/著  新潮社 1987 

㋼

『やってられない月曜日』 
柴田 よしき/著  新潮社 2007 

『失踪者』 
下村 敦史/著  講談社 2016 

『鳴くかウグイス』 
不知火 京介/著  光文社 2010 

『山河寂寥 (上・下) 』 
杉本 苑子/著  岩崎書店 1999 

㋼

『それでも、警官は微笑う』 
日明 恩/著  講談社  2002 

913.6 ス 913.6 タ 

913.6 シ 
913.6 シ 

913.6 シ 913.6 シ 



 

『獄の棘』 
大門 剛明/著  KADOKAWA 2014 

『エッグマン』 
辻 仁成/著  朝日新聞出版 2017 

『教場』 
⾧岡 弘樹/著  小学館 2013 

『魔女と金魚』 
中島 桃果子/著  幻冬舎 2010 

『三日間の相棒』 
永瀬 隼介/著  中央公論社 2013 

『戦場のニーナ』 
なかにし 礼/著  講談社 2007 

913.6 ナ 913.6 ナ 

913.6 ナ 913.6 ナ 

913.6 タ 913.6 ツ 



 

『二階の王 』 
名梁 和泉/著  角川書店 2015 

『夢の迷い路』 
西澤 保彦/著  光文社 2019 

『レジまでの推理』 
似鳥 鶏/著  光文社 2016 

『ヒトリコ』 
額賀 澪/著  小学館 2015 

『風の棲む町』 
ねじめ 正一/著 日本放送出版協会 1996 

『生首に聞いてみろ』 
法月 綸太郎/著  角川書店 2004 

913.6 ネ 913.6 ノ 

913.6 ナ 913.6 ニ 

913.6 ニ 913.6 ヌ 



 

『みんなの秘密』 
畑野 智美/著  新潮社 2015 

『正妻 (上・下) 』 
林 真理子/著  講談社 2013 

『ヴルスト!ヴルスト!ヴルスト!』 
原 宏一/著  光文社 2013 

『風神雷神 (上・下) 』 
原田 マハ/著  PHP 研究所 2019 

㋼

『カエルの楽園』 
百田 尚樹/著  新潮社 2016 

『ドーン』 
平野 啓一郎/著  講談社 2009 

913.6 ハ 913.6 ハ 

913.6 ハ 913.6 ハ 

913.6 ヒ 913.6 ヒ 



 

  
『四月、不浄の塔の下で二人は』 
平山 瑞穂/著  中央公論新社 2013 

『きのうのオレンジ』 
藤岡 陽子/著  集英社 2020 

『ふたりの文化祭』 
藤野 恵美/著  角川書店 2016 

『茶筅の旗』 
藤原 緋沙子/著  新潮社 2017 

『すみれ屋敷の罪人』 
降田 天/著  宝島社 2018 

『黒いサカナ』 
保坂 祐希/著  ポプラ社 2020 

913.6 フ 913.6 ホ 

913.6 フ 913.6 フ 

913.6 ヒ 913.6 フ 



 

  
『ある晴れた日に、墓じまい』 
堀川 アサコ/著  KADOKAWA  2020 

『壺中の回廊』 
松井 今朝子/著  集英社 2013 

『ミッキーマウスの憂鬱』 
松岡 圭祐/著  新潮社 2005 

『格闘する者に〇』 
三浦 しをん/著  草思社 2000 

『母の遺産』 
水村 美苗/著  中央公論新社 2012 

『花の歳月』 
宮城谷 昌光/著  講談社 1992 

913.6 ミ 913.6 ミ 

913.6 マ 913.6 ミ 

913.6 ホ 913.6 マ 



 

 

  
『女のいない男たち』 
村上 春樹/著  文芸春秋 2014 

『地球星人』 
村田 沙耶香/著  新潮社 2018 

『嘘』 
村山 由香/著  新潮社 2017 

『かもめ食堂』 
群 よう子/著  幻冬舎 2006 

913.6 ム 913.6 ム 

913.6 ム 913.6 ム 

『風神雷神 (上・下) 』  
柳  広司/著  講談社 2017 

㋼913.6 ヤ 

 

『ヒカルの卵』  
森沢 明夫/著  徳間書店 2013 

913.6 モ 



 

  
『わらの人』  
山本 甲士/著  文藝春秋 2006 

913.6 ヤ 

 

『自転しながら公転する』  
山本 文緒/著  新潮社 2020 

913.6 ヤ 

『流転の魔女』  
楊 逸/著  文藝春秋 2013 

913.6 ヤ 

『横道世之介』 
吉田 修一/著  毎日新聞社 2009 

913.6 ヨ 
913.6 ヨ 

 

『羆嵐』 
吉村 昭/著  新潮社 2013 

913.6 ユ 

 

『ヴァニティ』 
唯川 恵/著  光文社 2011 



 

  
『一夢庵風流記』 
隆 慶一郎/著  新潮社 2007 

913.6 リ 

『断片的なものの社会学』 
岸 政彦/著  朝日出版社 2015 

914.6 キ 

『ひとりずもう』 
さくら ももこ/著  小学館 2005 

914.6 サ 

 

『あのころのデパート』 
⾧野 まゆみ/著  新潮社 2012 

914.6 ナ 

『永遠のおでかけ』 
益田 ミリ/著  毎日新聞出版 2018 

914.6 マ 

 

ここからはエッセイや 
ノンフィクションの 
ジャンルから選んだ 
おすすめ本です 



 

『母ではなくて、親になる』  
山﨑 ナオコーラ/著 河出書房新社 2017 

『鏡は横にひび割れて』 
アガサ・クリスティー/著  橋本 福夫/訳  
早川書房 2004 

933.7 ｸ 

914.6 ヤ 

『猫にかまけて』 
町田 康/著  講談社 2004 

914.6 マ 

『かんもくの声』 
入江 紗代/著  学苑社 2020 

916 ｲ 

『三谷幸喜のありふれた生活』 
三谷 幸喜/著  朝日新聞社 2002 

914.6 ﾐ 

 
ここからは外国の 
作家による作品から 
選んだおすすめ本です 



 

  

933 ｷﾞ 

『ドラゴンの塔 (上・下) 』 
ナオミ・ノヴィク/著  那波 かおり/訳   
静山社 2016 

『小さな家のローラ』 
ローラ・インガルス・ワイルダー/作  
安野 光雅/絵・監訳 朝日出版社 2017  

933.7 ﾉ 933.7 ﾜ 

933 ﾘ 

935 ｻ 963 ｾ 

『スモールボーン氏は不在』 
マイケル・ギルバート/著  浅羽 莢子/訳  
小学館 2003 

『クライム・マシン』  
ジャック・リッチー/著 好野 理恵ほか/訳 
晶文社 2005 

『82 歳の日記』 
メイ・サートン/著  中村 輝子/訳 
みすず書房 2004 

『カモメに飛ぶことを教えた猫』 
ルイス・セプルベダ/著  河野 万里子/訳 
白水社 1998 



 

 

ヨコワン 2021 
図書館員が選んだおすすめ本 100 冊 
 
2021 年 10 月 19 日 
 
横手市立図書館 
【問合せ】 
図書館課(雄物川図書館) 電話 0182-22-2300 
〒013-0205 横手市雄物川町今宿字鳴田 133 


