
中央図書館　おうち時間応援セット縁　リスト
テーマ セット名 Ｎｏ 資料番号 タイトル 著者 出版社

1 113235615 コンビニ人間 村田 沙耶香　著 文藝春秋
2 113235624 少年と犬 馳 星周　著 文藝春秋
3 113235633 スワン 呉 勝浩　著 KADOKAWA
4 113235642 愛なき世界 三浦 しをん　著 中央公論新社
5 113235983 ライオンのおやつ 小川 糸　著 ポプラ社
1 113235660 背高泡立草　 古川 真人　著 集英社
2 113235689 熱帯 森見 登美彦　著 文藝春秋
3 113236102 渦　妹背山婦女庭訓魂結び 大島 真寿美　著 文藝春秋
4 113236069 ののはな通信 三浦 しをん　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
5 113238312 ひとつむぎの手 知念 実希人　著 新潮社
1 113235704 影裏 沼田 真佑　著 文藝春秋
2 113235713 落日 湊 かなえ　著 角川春樹事務所
3 113235722 落花 澤田 瞳子　著 中央公論新社
4 113235731 店長がバカすぎて 早見 和真　著 角川春樹事務所　 
5 113238321 羊と鋼の森 宮下 奈都　著 文藝春秋
1 113235750 おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子　著 河出書房新社
2 113235769 平場の月 朝倉 かすみ　著 光文社
3 113235811 マジカルグランマ 柚木 麻子　著 光文社
4 113235787 カササギ殺人事件　上 アンソニー・ホロヴィッツ　著、山田 蘭　訳東京創元社
5 113235796 カササギ殺人事件　下 アンソニー・ホロヴィッツ　著、山田 蘭　訳東京創元社
1 113235802 百年泥 石井 遊佳　著 新潮社
2 113235670 信長の原理 垣根 涼介　著 KADOKAWA
3 113235820 雲を紡ぐ 伊吹 有喜　著 文藝春秋
4 113235830 かがみの孤城 辻村 深月　著 ポプラ社
5 113235849 medium　霊媒探偵城塚翡翠 相沢 沙呼　著 講談社
1 113235858 送り火 高橋 弘希　著 文藝春秋
2 113235867 つまをめとらば 青山 文平　著 文藝春秋
3 113235740 線は、僕を描く 砥上 裕將　著 講談社
4 113235876 ひと 小野寺 史宜　著 祥伝社
5 113235885 夏物語 川上 未映子　著 文藝春秋
1 113235894 ニムロッド 上田 岳弘　著 講談社
2 113235900 ファーストラヴ 島本 理生　著 文藝春秋
3 113235910 百貨の魔法　 村山 早紀　著 ポプラ社
4 113236087 アーモンド ソン ウォンピョン　著、矢島 暁子　訳祥伝社
5 113235698 盤上の向日葵 柚月 裕子　著 中央公論新社
1 113235956 １Ｒ１分３４秒 町屋 良平　著 新潮社
2 113235965 ベルリンは晴れているか 深緑 野分　著 筑摩書房
3 113235651 そして、バトンは渡された 瀬尾 まいこ　著 文藝春秋
4 113235974 さざなみのよる　 木皿 泉　著 河出書房新社
5 113235992 罪の声 塩田 武士　著 講談社
1 113236004 火花 又吉 直樹　著 文藝春秋
2 113236013 銀河鉄道の父 門井 慶喜　著 講談社
3 113236022 ある男 平野 啓一郎　著 文藝春秋
4 113236031 ツバキ文具店　 小川 糸　著 幻冬舎
5 113235947 キラキラ共和国　 小川 糸　著 幻冬舎
1 113236040 蜜蜂と遠雷 恩田 陸　著 幻冬舎
2 113236050 宝島　HERO's ISLAND 真藤 順丈　著 講談社
3 113235938 舟を編む 三浦 しをん　著 光文社
4 113236078 書店主フィクリーのものがたり ガブリエル・ゼヴィン　著、小尾 芙佐　訳早川書房
5 113235929 流浪の月 凪良 ゆう　著 東京創元社
1 113235778 熱源 川越 宗一　著 文藝春秋
2 113236096 美しき愚かものたちのタブロー 原田 マハ　著 文藝春秋
3 113236111 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ　著 新潮社
4 113236120 ムゲンのi　上 知念 実希人　著 双葉社
5 113236130 ムゲンのi　下 知念 実希人　著 双葉社
1 113239187 静かな雨 宮下 奈都　著 文藝春秋
2 113239196 記憶屋　1　 織守 きょうや　著 KADOKAWA
3 113239202 鉄の骨　 池井戸 潤　著 講談社
4 112318025 八朔の雪 高田 郁　著 角川春樹事務所
5 113239211 騙し絵の牙 塩田 武士　著 KADOKAWA
1 113239220 青くて痛くて脆い 住野 よる　著 KADOKAWA
2 113239893 スマホを落としただけなのに　 志駕 晃　著 宝島社
3 113239230 ディア・ペイシェント 南 杏子　著 幻冬舎
4 113239267 燃えよ剣　 司馬 遼太郎　著 文藝春秋
5 112318007 461個の弁当は、親父と息子の男の約束。 渡辺 俊美　著 マガジンハウス
1 113239249 仮面病棟 知念 実希人　著 実業之日本社
2 112317986 朝が来る 辻村 深月　著 文藝春秋
3 113239113 すぐ死ぬんだから　 内館 牧子　著 講談社
4 113239258 あのこは貴族 山内 マリコ　著 集英社
5 112317995 十二単衣を着た悪魔 源氏物語異聞 内館 牧子　著 幻冬舎

13 原作本

14 原作本

10 文学賞

11 文学賞

12 原作本

7 文学賞

8 文学賞

9 文学賞

4 文学賞

5 文学賞

6 文学賞

1 文学賞

2 文学賞

3 文学賞



1 113239276 私をくいとめて　 綿矢 りさ　著 朝日新聞出版
2 113239285 劇場 又吉 直樹　著 新潮社
3 113239294 星の子 今村 夏子　著 朝日新聞出版
4 113239300 危険なビーナス 東野 圭吾　著 講談社
5 112317977 ホテルローヤル 桜木 紫乃　著 集英社
1 113236953 草々不一　 朝井 まかて　著 講談社
2 113237010 会津執権の栄誉 佐藤 巖太郎　著 文藝春秋
3 113236971 ヨイ豊 梶 よう子　著 講談社
4 113236980 葵の残葉 奥山 景布子　著 文藝春秋
5 113236990 童の神 今村 翔吾　著 角川春樹事務所
1 113237001 髪結百花 泉 ゆたか　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
2 113236962 雑賀のいくさ姫 天野 純希　著 講談社
3 113237020 ゆけ、おりょう 門井 慶喜　著 文藝春秋
4 113237039 室町無頼 垣根 涼介　著 新潮社
5 113237057 鳳凰の船 浮穴 みみ　著 双葉社
1 113237048 きたきた捕物帖 宮部 みゆき　著 PHP研究所
2 113237066 戦国24時　さいごの刻 木下 昌輝　著 光文社
3 113237075 おもちゃ絵芳藤 谷津 矢車　著 文藝春秋
4 113237084 歳三の剣 小松 エメル　著 講談社
5 113237093 へぼ侍 坂上 泉　著 文藝春秋
1 113237100 ホワイトラビット 伊坂 幸太郎　著 新潮社
2 113237119 紙鑑定士の事件ファイル　模型の家の殺人 歌田 年　著 宝島社
3 113237128 監禁面接 ピエール・ルメートル　著、橘 明美　訳文藝春秋
4 113237137 死と砂時計 鳥飼 否宇　著 東京創元社
5 113237146 コロナ黙示録 海堂 尊　著 宝島社
1 113237155 探偵コナン・ドイル　 ブラッドリー・ハーパー　著、府川 由美恵　訳早川書房
2 113237164 機龍警察狼眼殺手　 月村 了衛　著 早川書房
3 113237173 希望の糸 東野 圭吾　著 講談社
4 113237235 刀と傘 伊吹 亜門　著 東京創元社
5 113237191 ノワールをまとう女　 神護 かずみ　著 講談社
1 113237208 拳銃使いの娘　 ジョーダン・ハーパー　著、鈴木 恵　訳早川書房
2 113237217 本と鍵の季節 米澤 穂信　著 集英社
3 113237226 いけない　　do not 道尾 秀介　著 文藝春秋
4 113237182 涙香迷宮 竹本 健治　著 講談社
5 113237244 屍人荘の殺人 今村 昌弘　著 東京創元社
1 113237290 紙の動物園 ケン・リュウ　著、古沢 嘉通　編・訳早川書房
2 113237253 ゲームの王国　上　 小川 哲　著 早川書房
3 113237262 ゲームの王国　下 小川 哲　著 早川書房
4 113237271 星を継ぐもの　 ジェイムズ・P・ホーガン　著、池 央耿　訳東京創元社
5 113237280 ベーシックインカム 井上 真偽　著 集英社
1 113237306 息吹 テッド・チャン　著、大森 望　訳早川書房
2 113237315 あとは野となれ大和撫子 宮内 悠介　著 KADOKAWA
3 113237324 三体　1　　The Three‐Body Problem 劉 慈欣　著、大森 望　訳、光吉 さくら　訳、ワン チャイ　訳、立原 透耶　監修早川書房
4 113237333 自生の夢　 飛 浩隆　著 河出書房新社
5 113237342 文字渦　 円城 塔　著 新潮社
1 113238869 旅ごはん　 小川 糸　著 白泉社
2 113238850 欲が出ました　 ヨシタケ シンスケ　著新潮社
3 113238878 小さいコトが気になります　 益田 ミリ　著 筑摩書房
4 113238887 ちょこっと、つまみ　 阿川 佐和子　ほか　著河出書房新社
5 113238840 ゴリラからの警告　人間社会、ここがおかしい 山極 寿一　著 毎日新聞出版
1 113239801 発注いただきました!　 朝井 リョウ　著 集英社
2 113239795 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎　著 集英社
3 113239786 注文の多い料理小説集 柚木 麻子　著伊吹 有喜　著、井上 荒野　著、坂井 希久子　著、中村 航　著、深緑 野分　著、柴田 よしき　著文藝春秋
4 113239777 嘘と約束　　アンソロジー アミの会(仮)　著、大崎 梢　ほか　著光文社
5 113239768 喧騒の夜想曲(ノクターン)　 日本推理作家協会　編、赤川 次郎　ほか　著光文社
1 113239857 黒いピラミッド　 福士 俊哉　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
2 113239848 現世怪談　開かずの壺 木原 浩勝　著 講談社
3 113239839 祭火小夜の後悔　 秋竹 サラダ　著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
4 113239820 54字の百物語　意味がわかるとゾクゾクする超短編小説氏田 雄介　編著、武田 侑大　絵PHP研究所
5 113239810 うるはしみにくしあなたのともだち 澤村 伊智　著 双葉社
1 112318802 神々の国の首都　講談社学術文庫　９４８ 小泉　八雲　著、平川　祐弘　編講談社
2 112318796 怪談四代記　八雲のいたずら　講談社文庫　こ８５－１小泉 凡　著 講談社
3 112318043 ラフカディオ・ハーンのクレオール料理読本　復刻版ラフカディオ・ハーン　著、河島 弘美　監修、鈴木 あかね　訳ＣＣＣメディアハウス
4 112318811 小泉八雲　日本を見つめる西洋の眼差し　作家・ジャーナリスト〈ギリシャ、日本〉　ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉筑摩書房編集部　著 筑摩書房
5 112317968 へるん百話　小泉八雲先生こぼれ話集 梶谷 泰之　著、内田 融　監修、村松 真吾　編注八雲会
1 112318787 新編日本の面影　角川ソフィア文庫 ラフカディオ・ハーン　著、池田 雅之　訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ
2 112318778 新編日本の面影　２　角川ソフィア文庫　Ｃ１０２－３ラフカディオ・ハーン　著、池田 雅之　訳ＫＡＤＯＫＡＷＡ
3 112319120 骨董・怪談　個人完訳小泉八雲コレクション 小泉 八雲　著、平川 祐弘　訳河出書房新社
4 112318052 八雲の妻　小泉セツの生涯 長谷川 洋二　著 今井書店
5 112317959 神々の国の旅案内 ラフカディオ・ハーン　著、村松 真吾　訳編八雲会
1 112318830 百貨店ワルツ マツオ ヒロミ　著 実業之日本社
2 112318016 添乗員さん、気を付けて 小前 亮　著 角川春樹事務所
3 112318750 零號琴 飛 浩隆　著 早川書房
4 112318731 天涯の楽土　 篠原 悠希　著 KADOKAWA
5 112318740 法月綸太郎の消息　 法月 綸太郎　著 講談社

28 小泉八雲

29 松江の作家

25 短編集

26 怖い話

27 小泉八雲

22 ＳＦ小説

23 ＳＦ小説

24 エッセイ

19 推理小説

20 推理小説

21 推理小説

16 時代小説

17 時代小説

18 時代小説

15 原作本



1 112318849 和の心日本の美松江　三十六人の「松江物語」 松江観光協会　編 松江観光協会
2 112318070 律義者と不昧さん　松江藩栄光への道 山口　信夫　著 今井出版
3 112318858 古事記異聞　1 　鬼棲む国、出雲　 高田 崇史　著 講談社
4 112318820 島燃ゆ 隠岐騒動　 松本 侑子　著 光文社
5 113239703 やめるときも、すこやかなるときも 窪 美澄　著 集英社
1 112318099 山陰絶景 KWAN　写真 今井出版
2 112318769 さんいんびより 福井 一尊　著 今井出版
3 112318105 宍道湖の夕日　川本貢功写真集 川本 貢功　著 日本写真出版
4 112318061 島根半島宍道湖中海ジオパーク　ジオ目線で松江・出雲を観光しよう島根半島・宍道湖中海ジオパーク推進協議会　監修ハーベスト出版
5 112318080 出雲の國 縁たび 山陰中央新報社
1 113238742 アメリカ横断我ら夫婦ふたり旅 山本 あり　著 産業編集センター
2 113238751 台湾探見 片倉 真理　著、片倉 佳史　写真ウェッジ
3 113238760 わたしの北欧案内ストックホルムとヘルシンキ おさだ ゆかり　著 筑摩書房
4 113238770 光と虹と神話 高砂 淳二　著 山と溪谷社
5 113238789 世界幻想とファンタジーの情景 パイインターナショナル　編著パイインターナショナル
1 113238798 日本文学気まま旅 浅見 和彦　著 三省堂
2 113238804 今すぐ出かけたくなる魅惑の鉄道旅 野田 隆　著 産業編集センター
3 113238831 全国ごほうびひとり旅温泉手帖 石井 宏子　著 世界文化社
4 113238813 一度は訪ねてみたい日本の水と土 日本水土総合研究所　著日本水土総合研究所
5 113239660 いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景365日TABIZINE　著、PIE International　著パイインターナショナル
1 113238949 世界でいちばん美しい夜空と星たちの物語　 MdN編集部　編 エムディエヌコーポレーション　インプレス

2 112318240 夜空と星の物語　日本の伝説編　　 森山 晋平　編著 パイインターナショナル
3 113238958 世界でいちばん素敵な宇宙の教室 多摩六都科学館天文グループ　監修、日本星景写真協会　写真、NASA　写真、森山 晋平　文三才ブックス
4 113238967 月と暮らす。　新版　月を知り、月のリズムで 藤井 旭　著 誠文堂新光社
5 113238976 雲と出会える図鑑 武田 康男　著 ベレ出版
1 113238985 先生、大蛇が図書館をうろついています!　 小林 朋道　著 築地書館
2 113238994 鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。　 川上 和人　著 新潮社
3 113239006 1日のおわりにもふもふタイム　 松原 卓二　写真・文 大和書房
4 113239015 わらういきもの　　Creatures' Smile 松阪 崇久　監修、近藤 雄生　文エクスナレッジ
5 113239024 ねこ　 岩合 光昭　著 クレヴィス
1 113239033 虫ぎらいはなおるかな?　昆虫の達人に教えを乞う金井 真紀　文と絵 理論社
2 113239042 恐竜まみれ　発掘現場は今日も命がけ 小林 快次　著 新潮社
3 113239051 その道のプロに聞くふつうじゃない生きものの飼いかた　松橋 利光　著 大和書房
4 113239060 べんりなしっぽ!ふしぎなしっぽ!　 小宮 輝之　文・写真 メディアパル
5 113239070 ネコもよう図鑑　色や柄がちがうのはニャンで? 浅羽 宏　著 化学同人
1 113239641 クラシック音楽を10倍楽しむ魔境のオーケストラ入門齋藤 真知亜　著 ベストセラーズ
2 113240651 クラシックはおいしい 伊熊 よし子　著 芸術新聞社
3 113239098 ゼロから分かる!図解クラシック音楽 宮本 文昭　監修、富田 隆　監修世界文化社
4 113239122 音楽ってなんだろう? 池辺 晋一郎　著 平凡社
5 113239131 クラシックへの挑戦状 大友 直人　著 中央公論新社
1 113239178 ボクの音楽武者修行 小沢 征爾　著 新潮社
2 113239140 村上春樹の100曲 栗原 裕一郎　編著、栗原 裕一郎　ほか　著立東舎
3 113239150 学校では教えてくれない人生を変える音楽 雨宮 処凛　ほか　著 河出書房新社
4 113239104 宮廷楽長(カペルマイスター)サリエーリのお菓子な食卓遠藤 雅司　著 春秋社
5 113239169 いつのまにか、ギターと 村治 佳織　著 主婦と生活社
1 113238896 「繊細さん」の本　「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる武田 友紀　著 飛鳥新社
2 113238902 「空気」を読んでも従わない　生き苦しさからラクになる鴻上 尚史　著 岩波書店
3 113238911 ウソのないあなたで生きて　ハワイの85歳クム・フラ愛の言葉パティ・ケアロハラニ・ライト　著、狩野 玲子　訳辰巳出版
4 113238920 人生はニャンとかなる!　明日に幸福をまねく68の方法水野 敬也　著、長沼 直樹　著文響社
5 113238930 多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。　 Jam　マンガ・文、名越 康文　監修サンクチュアリ出版
1 113239759 片づけ・収納・掃除・洗濯の教科書　 エクスナレッジ
2 113239740 やせ筋トレ姿勢リセット　 とがわ 愛　著、坂井 建雄　監修KADOKAWA
3 113239730 タスカジさんが選んだ本当に使える100均アイテム100選　タスカジ　監修 主婦の友社
4 113239721 おしゃれの制服化　「今日着ていく服がない!」から脱する究極の方法一田 憲子　著 SBクリエイティブ
5 113239712 志麻さんのプレミアムな作りおき　 志麻　著 ダイヤモンド社
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