
 「ぽよぽよ、つるつる、何の本？～オノマトペで選んでみる秋の読書」
～解答編～

オノマトペ 請求記号 書名 著者名 出版者名

あたふた B369カ へろへろ　雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあい」の人々 鹿子　裕文 筑摩書房

イソイソ 914ホ あの人に会いに　穂村弘対談集 穂村　弘 毎日新聞出版

うきうき 914ホ ほんのきもち 朝吹　真理子 扶桑社

うじうじ 953ホ ぼくのともだち エマニュエル・ボーヴ 白水社

うとうと 498.3シ 世界が認めたニッポンの居眠り ブリギッテ・シテーガ 阪急コミュニケーションズ

うろうろ B933ク 迷走パズル パトリック・クェンティン 東京創元社

うろちょろ 911.3ヨ エハイク紀行 吉田　戦車 講談社

カタコト 814キ コレモ日本語アルカ？　異人のことばが生まれるとき 金水　敏 岩波書店

かつかつ 591モ 年収１５０万円一家 森川　弘子 メディアファクトリー

がっぽり？ B330タ １１歳のバフェットが教えてくれる「お金」の授業 田口　智隆 ＰＨＰ研究所

きちんきちん 914マ マナーの正体 逢坂　剛 中央公論新社

きっぱり 159カ 断る力 勝間　和代 文藝春秋

ギョ 291イ ヘンな名湯　いますぐいける！ 岩本　薫 みらいパブリッシング

キラキラ 755タ コスチュームジュエリーの世界 田中　元子 繊研新聞社

くすくす 914ホ にょにょにょっ記 穂村　弘 文藝春秋

ぐでんぐでん B383ヨ 酔って記憶をなくします 石原　たきび 新潮社

ぐるぐる 069ミ ぐるぐる♡博物館 三浦　しをん 実業之日本社

くんくん 910ミ 作家は何を嗅いできたか　におい、あるいは感性の歴史 三橋　修 現代書館

くんくん 936ハ アノスミア　わたしが嗅覚を失ってからとり戻すまでの物語 モリー・バーンバウム 勁草書房

ゲラゲラ 699シ 笑点五〇年史　１９６６－２０１６ ぴあ

けろけろ 487カ カエル　古今東西めくるめくカエルコレクション 自由が丘ＦＲＯＧＳ グラフィック社

ごたごた 320コ 恋の後始末　恋愛トラブル法律相談所 恋愛トラブル解決委員会 ディスカヴァー・トゥエンティワン

ごたごた 335.1ハ あの企業のお家騒動　実例に学ぶ経営戦略 長谷川　裕雅 リベラル社

こつこつ 336ナ ミスよけ大全　失敗を予防するちょっとした仕組み１６０ 中島　孝志 三笠書房

コツコツ J407マ ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 バリー・マーシャル ＷＡＶＥ出版

コトコト 596ア おつかれさまスープ 有賀　薫 学研プラス

ごろごろ 458イ 石ってふしぎ 市川　礼子 柏書房

ころりん 383.8オ おにぎりの文化史　おにぎりはじめて物語 横浜市歴史博物館 河出書房新社

こんこん 911.5ミ 雪 三好　達治 童話屋

サクサク 002オ こんなに簡単！こんなに役立つ！ダンドリ・整理術モノグサ私の方法 大迫　秀樹 明日香出版社

さらさら 569イ 砂漠の国に砂を売れ 石川　憲二 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

さらさら 595テ 美髪のルール　前からも後ろからもキレイがあふれる 寺村　優太 ディスカヴァー・トゥエンティワン

じーっ 481コ こんなところにいたの？ 林　良博 誠文堂新光社

じーっ 708ハ 錯視芸術図鑑　世界の傑作２００点 ブラッド・ハニーカット 創元社

しーん 471タ 花の果て、草木の果て　命をつなぐ植物たち 田中　徹 淡交社

じゃらじゃら 673ミ パチンコの歴史 溝上　憲文 晩声社

じゅうじゅう 383.8オ お好み焼きの物語　執念の調査が解き明かす新戦前史 近代食文化研究会 新紀元社

しゅわしゅわ 588タ なぜ三ツ矢サイダーは生き残れたのか 立石　勝規 講談社

しんしん 019フ 冬の本 北條　一浩 夏葉社

スイスイ 487ア さかなのすごい話 安部　奏 宝島社

すっきり 031ナ アタマがめざめる！なぞなぞ脳活 ながれ　おとや かんき出版

すぱすぱ 383.8モ もうすぐ絶滅するという煙草について キノブックス編集部 キノブックス

すやすや 498.3ミ 驚くほど眠りの質がよくなる睡眠メソッド１００ 三橋　美穂 かんき出版

ずるずる 152ホ ブラック彼氏　恋愛と結婚で失敗しない５０のポイント 堀井　亜生 毎日新聞出版

ずるずる 914シ 〆切本 左右社編集部 左右社

ぞくぞく 147ヒ 現役鉄道員“幽霊”報告書　幽霊が出る駅、路線…教えます！ 氷川　正 学研パブリッシング

ぞっこん 627キ 私、食虫植物の奴隷です。 木谷　美咲 水曜社

ぞろぞろ 215ア 大名行列の秘密 安藤　優一郎 日本放送出版協会

チャリーン 337タ お宝貨幣なんでも読本 竹内　俊夫 講談社

ちんまり 755タ 旅する根付　高円宮妃現代根付コレクション 高円宮妃久子 講談社

つるつる 383.8ソ そばうどん知恵袋１１１題 そばうどん編集部 柴田書店
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てきぱき 336.2ミ 孫社長のむちゃぶりをすべて解決してきたすごい時間術 三木　雄信 ダイヤモンド社

てくてく 448ル 地図の物語　人類は地図で何を伝えようとしてきたのか アン・ルーニー 日経ナショナルジオグラフィック社

てくてく 450マ 歩いてわかった地球のなぜ！？ 松本　穂高 山川出版社

てくてく 498.3ア ひらめく！ひとり散歩ミーティング 有田　秀穂 きこ書房

ドキドキ 491.3ナ なぜ人はドキドキするのか？　神経伝達物質のしくみ 中西　貴之 技術評論社

どしんどしん 778オ 新ゴジラ論　初代ゴジラから『シン・ゴジラ』へ 小野　俊太郎 彩流社

どっさり 049ス すごい会話のタネ７００　たった１０秒で使える教養が見つかる！ 話題の達人倶楽部 青春出版社

どろん BFサ 真田忍者、参上！　隠密伝奇傑作集 柴田　錬三郎 河出書房新社

どんぱち B778ヤ 実録ヤクザ映画で学ぶ抗争史　究極のドラマ 山平　重樹 筑摩書房

どんぶらこ 388タ 桃太郎話　みんな違って面白い 立石　憲利 岡山市デジタルミュージアム

にょきにょき 657ホ きのこる　キノコＬＯＶＥ１１１ 堀　博美 山と溪谷社

にょろり B914ウ うなぎと日本人 阿川　弘之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ねばねば 383.8タ 謎のアジア納豆　そして帰ってきた＜日本納豆＞ 高野　秀行 新潮社

パタパタ 488セ 世界の美しい色の鳥 エクスナレッジ

ぱちぱち 141コ ヒトはなぜ拍手をするのか　動物行動学から見た人間 小林　朋道 新潮社

ぱちぱち 658タ 楽しい焚き火　火起こしのコツからカマド料理まで ＪＴＢパブリッシング

パチリ 316ス スナップ写真のルールとマナー 日本写真家協会 朝日新聞社

ばっさり Fハ 神剣　人斬り彦斎 葉室　麟 角川春樹事務所

ぴーん 498.3ヤ 姿勢の本　疲れない！痛まない！不調にならない！ 山口　正貴 さくら舎

ピカピカ B674ス ピッカピカの一年生を作った男 杉山　恒太郎 小学館

ぴょー JFマ たまごを持つように まはら　三桃 講談社

ひりひり 619ト とうがらしマニアックス とうがらしマニアックス編集部 山と溪谷社

ひんやり 451ヒ ひんやり氷の本 前野　紀一 池田書店

プーン 383.9シ 奇食珍食糞便録 椎名　誠 集英社

ぷかぷか 468ワ 美しい海の浮遊生物図鑑 若林　香織 文一総合出版

ぷかぷか 746イ 宇宙を撮りたい、風船で。 岩谷　圭介 キノブックス

ぶかぶかどんどん 377テ 伝説の応援団ＣＨＲＯＮＩＣＬＥ 加藤　明典 出版ワークス

ふわふわ Fツ 浮遊霊ブラジル 津村　記久子 文藝春秋

ぶんぶん 646ミ ミツバチの教科書 フォーガス・チャドウィック エクスナレッジ

ペタペタ 002タ ふせんの技１００　仕事、人生がはかどる！ 舘神　龍彦 枻出版社

ヘトヘト 290タ 世にも奇妙なマラソン大会 高野　秀行 本の雑誌社

ベベンベンベン Fコ いとみち 越谷　オサム 新潮社

ボウボウ 383.5ア ヒゲの日本近現代史 阿部　恒久 講談社

ホーホー 936フ イートン校の２羽のフクロウ ジョナサン・フランクリン エクスナレッジ

ほくほく 616ヤ 焼きいもが、好き！ 日本いも類研究会「焼きいも研究チーム」 農文協プロダクション

ぽちゃ 452イ 日本全国池さんぽ 市原　千尋 三才ブックス

ぽっ 152モ 一目惚れの科学　ヒトとしての恋愛学入門 森川　友義 ディスカヴァー・トゥエンティワン

ぽっかり Fオ 穴 小山田　浩子 新潮社

ぽよぽよ。 488セ 世界一カワイイひな鳥、美しい親子鳥 エクスナレッジ

ポン B933テ マイロ・スレイドにうってつけの秘密 マシュー・ディックス 東京創元社

ぼんやり 498.3ニ 寝不足でも結果を出す全技法 西多　昌規 ディスカヴァー・トゥエンティワン

まごまご 031ス スマートに生き抜くための大人のマナーと作法大全 成美堂出版編集部 成美堂出版

めちゃくちゃ 673イ ネット予約時代の困ったお客のトリセツ 飯野　たから 自由国民社

モーモー 645ヤ 牛たちの知られざる生活 ロザムンド・ヤング アダチプレス

もじゃもじゃ 491.1ス 毛の人類史　なぜ人には毛が必要なのか カート・ステン 太田出版

もやもや BFト 迷走女刑事 鳥飼　否宇 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

りゅうりゅう 781ホ ボディビルのかけ声辞典 日本ボディビル・フィットネス連盟 スモール出版

ワクワク 786ヤ 働くきみをアゲる１８の冒険 山本　新一 サンクチュアリ出版

脈々 501ナ つづくをつくる　ロングライフデザインの秘密 ナガオカ　ケンメイ 日経ＢＰ
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