
  



 

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。 
 
あなたの一冊に出合ってほしい。 
みなさまに本との新たな出合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。 
 



 

  
『お探し物は図書室まで』 
青山  美智子/著  ポプラ社 2020 

『捨ててこそ空也』 
梓澤 要/著  新潮社 2013 

『骨を彩る』 
彩瀬 まる/著  幻冬舎 2013 

 

『怪しい店』 
有栖川 有栖/著  KADOKAWA 2014 

『代償』 
伊岡 瞬/著  KADOKAWA 2014 

『テンペスト（上・下）』 
池上 永一/著  角川書店 2008 

913.6 ア 913.6 ア 

913.6 ア 913.6 ア 

913.6 ｲ 913.6 ｲ 



 

  
『砂漠』 
伊坂 幸太郎/著  実業之日本社 2005 

『我が友、スミス』 
石田 夏穂/著  集英社 2022 

『ぼくの手はきみのために』 
市川 拓司/著  角川書店 2007 

『キャベツ炒めに捧ぐ』  
井上 荒野/著  角川春樹事務所 2011 

『忘れ物が届きます』 
大崎 梢/著  光文社 2014 

『とにもかくにもごはん』 
小野寺 史宜/著  講談社 2021 

㋼

913.6 ｲ 913.6 イ 

913.6 イ 913.6 イ 

913.6 ｵ 913.6 ｵ 



 

  
『おさがしの本は』 
門井 慶喜/著  光文社 2009 

『二百十番館にようこそ』 
加納 朋子/著  文芸春秋 2020 

『スイート・マイホーム』 
神津 凛子/著  講談社 2019 

『カフェ、はじめます』 
岸本 葉子/著  中央公論新社 2015 

『だから荒野』 
桐野 夏生/著  毎日新聞社 2013 

『介護士 K』 
久坂部 羊/著  KADOKAWA 2018 

913.6 ｶ 913.6 ｶ 

913.6 ｶ 913.6 ｷ 

913.6 ｷ 913.6 ｸ 



 

  
『ハロワ!』 
久保寺 健彦/著  集英社 2011 

『人間に向いてない』  
黒澤 いづみ/著  講談社 2018 

『震える教室』 
近藤 史恵/著  角川書店 2018 

『ごんたくれ』 
西條 奈加/著  光文社 2015 

『雨の日は、一回休み』 
坂井 希久子/著  PHP 研究所 2021 

『青空の卵』 
坂木 司/著  東京創元社 2002 

913.6 ｸ 913.6 ｸ 

913.6 ｺ 913.6 ｻ 

913.6 ｻ 
913.6 ｻ 



 

  
『霧（ウラル）』 
桜木 紫乃/著  小学館 2015 

『ブランケット・キャッツ』 
重松 清/著  朝日新聞社 2008 

『デッドエンド』 
柴田 哲孝/著  双葉社 2014 

『所轄刑事・麻生龍太郎』 
柴田 よしき/著  新潮社 2007 

『空を見上げる古い歌を口ずさむ』 
小路 幸也/著  講談社 2003 

『化け者心中』 
蝉谷 めぐ実/著  KADOKAWA 2020 

913.6 ｾ 

913.6 ｻ 913.6 ｼ 

913.6 ｼ 913.6 ｼ 

913.6 ｼ 



 

  
『戒名探偵卒塔婆くん』 
高殿 円/著  KADOKAWA 2018 

『ジャーニー・ボーイ』 
高橋 克彦/著  朝日新聞出版 2013 

『高架線』 
滝口 悠生/著  講談社 2017 

『笑酔亭梅寿謎解噺』 
田中 啓文/著  集英社 2004 

『おしかくさま』 
谷川 直子/著  河出書房新社 2012 

『遠の眠りの』 
谷崎 由依/著  集英社 2019 

913.6 ﾀ 913.6 ﾀ 

913.6 ﾀ 913.6 ﾀ 

913.6 ﾀ 913.6 ﾀ 



 

  
『オバペディア』 
田丸 雅智/著  潮出版社 2019 

『透明な夜の香り』 
千早 茜/著  集英社 2020 

『書庫の母』 
辻井 喬/著  講談社 2007 

㋼

『スタープレイヤー』 
恒川 光太郎/著  角川書店 2014 

『ムーンナイト・ダイバー 』 
天童 荒太/著  文藝春秋 2016 

『桜奉行』 
出久根 達郎/著  養徳社  2016 

㋼

913.6 ﾃ 913.6 ﾃﾞ 

913.6 ﾀ 913.6 ﾁ 

913.6 ﾂ 913.6 ﾂ 



 

『北条政子』 
永井 路子/著  講談社 1978 

『緋色の残響』 
⾧岡 弘樹/著  双葉社 2020 

『くちびるに歌を』 
中田 永一/著  小学館 2011 

『図書室のはこぶね』 
名取 佐和子/著  実業之日本社 2022 

『万事快調（オール・グリーンズ）』 
波木 銅/著  文藝春秋 2021 

『永い言い訳』 
西川 美和/著  文藝春秋 2015 

913.6 ナ 913.6 ﾆ 

913.6 ナ 913.6 ナ 

913.6 ﾅ 913.6 ﾅ 



 

『C の福音』 
楡 周平/著  宝島社 1996 

『さよならクリームソーダ』 
額賀 澪/著  文藝春秋 2016 

『洗濯（クリーニング）屋三十次郎』 
野中 ともそ/著  光文社 2018 

『ニサッタ、ニサッタ』 
乃南 アサ/著  講談社 2009 

『旅する練習』 
乗代 雄介/著  講談社 2021 

『横浜大戦争』 
蜂須賀 敬明/著  文藝春秋 2017 

913.6 ﾉ 913.6 ﾊ 

913.6 ﾆ 913.6 ﾇ 

913.6 ﾉ 913.6 ﾉ 



 

『秘密のスイーツ』 
林 真理子/著  ポプラ社 2010 

『母親からの小包みはなぜこんなにダサいのか』 
原田 ひ香/著  中央公論社 2021 

『館島』 
東川 篤哉/著  東京創元社 2005 

『跪き、道の声を聞け』 
ヒキタ クニオ/著  PHP 研究所 2011 

『禊の塔 羽黒山五重塔仄聞』 
久木 綾子/著  新宿書房 2010 

㋼

『てのひらの闇』 
藤原 伊織/著  文芸春秋 1999 

913.6 ハ 913.6 ハ 

913.6 ﾋ 913.6 ﾋ 

913.6 ヒ 

913.6 ﾌ 



 

  
『山亭ミアキス』 
古内 一絵/著  KADOKAWA 2021 

『煙か土か食い物』 
舞城 王太郎/著  講談社 2001 

『あの日、君は何をした』 
まさき としか/著  小学館 2020 

『愛なき世界』 
三浦 しをん/著  中央公論新社 2018 

『チョコレート TV』 
水野 宗徳/著  徳間書店 2012 

『光』 
道尾 秀介/著  光文社 2012 

913.6 ﾐ 913.6 ﾐ 

913.6 ﾏ 913.6 ﾐ 

913.6 ﾌ 913.6 ﾏ 



 

  
『アルツ村』 
南 杏子/著  講談社  2022 

『アゲハの公約』 
三萩 せんや/著  河出書房新社 2017 

『超動く家にて』 
宮内 悠介/著  東京創元社 2018 

『始末屋』 
宮本 紀子/著  光文社 2015 

『悪魔のパス、天使のゴール』 
村上 龍/著  幻冬舎 2002 

『百年厨房』 
村崎 なぎこ/著  小学館 2022 

913.6 ﾑ 913.6 ﾑ 

913.6 ﾐ 913.6 ミ 

913.6 ﾐ 913.6 ﾐ 



 

 

  
『黒猫の遊歩あるいは美学講座』 
森 晶麿/著  早川書房 2011 

『癒し屋キリコの約束』 
森沢 明夫/著  幻冬舎 2014 

『矢上教授の「十二支考」』 
森屋 明子/著  祥伝社 2018 

『レンタル・チルドレン』 
山田 悠介/著  幻冬舎 2006 

913.6 ﾓ 913.6 ﾓ 

913.6 ﾓ 913.6 ﾔ 

『ふたりみち』  
山本 幸久/著  KADOKAWA 2018 

913.6 ﾔ 

 

『とげ』  
山本 甲士/著  小学館 2005 

913.6 ﾔ 



 

  
『私にふさわしいホテル』  
柚木 麻子/著  扶桑社 2012 

913.6 ﾕ 

 

『仮面の君に告ぐ』  
横関 大/著  講談社 2017 

913.6 ﾖ 

『最後の息子』  
吉田 修一/著  文藝春秋 1999 

913.6 ﾖ 

914.6 ｱ 

 

『学生時代にやらなくていいこと 20 のこと』 
朝井 リョウ/著  文藝春秋 2012 

913.6 ﾜ 

 

『夢を与える』 
綿矢 りさ/著  河出書房新社 2007 

 

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 



 

  
『笑って、泣いて、考えて。』 
永 六輔・さだ まさし/著  小学館 2016 

914.6 ｴ 

『空の絵本』 
あまん きみこ/著  童心社 2008 

914.6 ｱ 

『質問 老いることはいやですか?』 
落合 恵子/著  朝日出版社 2016 

㋼
914.6 ｵ 

『ありがとう、さようなら』 
瀬尾 まいこ/著 メディアファクトリー 2007 

914.6 ｾ 

 

『二度寝とは、遠くにありて想うもの』 
津村 記久子/著  講談社 2015 

914.6 ﾂ 

『ほんのきもち』 
朝吹 真理子ほか/著  扶桑社 2018 

914.6 ﾎ 



 

『ひとり旅』  
吉村 昭/著 文藝春秋 2007 

『誘拐の日』 
チョン・ヘヨン/著  米津 篤八/訳  
ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ 2021 

929.1 ﾁ 

914.6 ﾖ 

『山猫珈琲（上・下）』 
湊 かなえ/著  双葉社 2016・2017 

914.6 ﾐ 

『屋久島ジュウソウ』 
森 絵都/著  集英社 2006 

915.6 ﾓ 

『思わず考えちゃう』 
ヨシタケ シンスケ/著  新潮社 2019 

914.6 ﾖ 

 
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 



 

  

933.7 ｼﾞ 

『肩胛骨は翼のなごり』 
デイヴィッド・アーモンド/著  山田 順子/訳   
東京創元社 2000 

『火星の人（上・下）』 
アンディ・ウィアー/著 小野田 和子/訳  
早川書房 2015  

933.7 ｱ 933.7 ｳ 

933.7 ﾗ 

953.7 ﾙ 983 ｸ 

『自由研究には向かない殺人』 
ホリー・ジャクソン/著  服部 京子/訳  
創元推理文庫 2021 

『クトゥルーの呼び声』  
H・P・ラヴクラフト/著  森瀬 繚/訳 
星海社 2017 

『監禁面接』 
ピエール・ルメートル/著  橘 明美/訳 
文藝春秋 2018 

『ペンギンの憂鬱』 
アンドレイ・クルコフ/著  沼野 恭子/訳 
新潮社 2004 



 

 

ヨコワン 2022 
図書館員が選んだおすすめ本 100 冊 
 
2022 年 10 月 21 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 

【表紙背景画像出典】 国立国会図書館「NDL イメージバンク」（https://rnavi.ndl.go.jp/imagebank/）「紅型」 


