
 ２０１５年１０月特集展示
「これから５冊しか読めないとしたら何を選ぶ？
～篠崎図書館スタッフによるセレクション～」

請求記号 書名 著者名 出版者名
002ト ドーナツを穴だけ残して食べる方法 大阪大学ショセキカプロジェクト 大阪大学出版会
020ホ 本は、これから 池澤　夏樹 岩波書店
049ス 図解！！やりかた大百科 デレク・ファーガストローム パイインターナショナル

104イ 私とは何か　さて死んだのは誰なのか 池田　晶子 講談社
H121サ 言志四録　１　言志録 佐藤　一斎 講談社
H121サ 言志四録　２　言志後録 佐藤　一斎 講談社
H121サ 言志四録　３　言志晩録 佐藤　一斎 講談社
H121サ 言志四録　４　言志耋録 佐藤　一斎 講談社
B134ニ ツァラトゥストラ　上 ニーチェ 光文社
B134ニ ツァラトゥストラ　下 ニーチェ 光文社
135ア 幸福論 アラン 白水社
188サ マンガ禅の思想 蔡　志忠 講談社
193セ 聖書　新共同訳 日本聖書協会
220サ オリエンタリズム　上 Ｅ．Ｗ．サイード 平凡社
220サ オリエンタリズム　下 Ｅ．Ｗ．サイード 平凡社

289.3ハ ルイ・パスツール ルイーズ・Ｅ．ロビンズ 大月書店
361.4ヒ アサーションの心 平木　典子 朝日新聞出版
B368テ 自殺論 デュルケーム 中央公論新社
379ノ 子どもといっしょに育つ魔法の言葉 ドロシー・ロー・ノルト ＰＨＰ研究所
388ミ 水木しげるの妖怪地図　４７都道府県ご当地 荒俣　宏 平凡社
596コ 小林カツ代料理の辞典 小林　カツ代 朝日出版社
617マ はっか油の愉しみ 前田　京子 マガジンハウス
J726テ 火の鳥　４　鳳凰編 手塚　治虫 朝日新聞出版
726ナ 絵本化鳥 泉　鏡花 国書刊行会
726マ レオ・レオーニ希望の絵本をつくる人 松岡　希代子 美術出版社
755ユ 指輪８８　四千年を語る小さな文化遺産たち 宝官　優夫 淡交社
763イ ヴィンテージ・ギター・ガイド　フェンダー編 今井　康雅 シンコーミュージック・エンタテイメント

769ハ バレエ・リュスその魅力のすべて 芳賀　直子 国書刊行会
810コ 日本語のミッシング・リンク 今野　真二 新潮社
908シ 新編バベルの図書館　１　アメリカ編 Ｊ．Ｌ．ボルヘス 国書刊行会
908シ 新編バベルの図書館　２　イギリス編 Ｊ．Ｌ．ボルヘス 国書刊行会
908シ 新編バベルの図書館　３　イギリス編 Ｊ．Ｌ．ボルヘス 国書刊行会
908シ 新編バベルの図書館　４　フランス編 Ｊ．Ｌ．ボルヘス 国書刊行会
908シ 新編バベルの図書館　５　ドイツ・イタリア・スペイン・ロシア編 Ｊ．Ｌ．ボルヘス 国書刊行会
908シ 新編バベルの図書館　６　ラテンアメリカ・中国・アラビア編 Ｊ．Ｌ．ボルヘス 国書刊行会
908チ 注目すべき１２５通の手紙 ショーン・アッシャー 創元社
B911イ 一握の砂・悲しき玩具　石川啄木歌集 石川　啄木 新潮社
B911オ 尾崎放哉全句集 尾崎　放哉 筑摩書房
B911タ 山頭火句集 種田　山頭火 筑摩書房
B914ヤ あと千回の晩飯 山田　風太郎 朝日新聞社
914ヨ 嘘つきアーニャの真っ赤な真実 米原　万里 角川書店
914ヨ すばらしい日々 よしもと　ばなな 幻冬舎

J915サ 深夜特急　１　香港・マカオ 沢木　耕太郎 新潮社
J915サ 深夜特急　２　マレー半島・シンガポール 沢木　耕太郎 新潮社
J915サ 深夜特急　３　インド・ネパール 沢木　耕太郎 新潮社
J915サ 深夜特急　４　シルクロード 沢木　耕太郎 新潮社
J915サ 深夜特急　５　トルコ・ギリシャ・地中海 沢木　耕太郎 新潮社
J915サ 深夜特急　６　南ヨーロッパ・ロンドン 沢木　耕太郎 新潮社
918シ 古事記 西宮　一民 新潮社
918シ 新編日本古典文学全集　１７　落窪物語 小学館
921カ 漢詩の絵本 加藤　徹 ナツメ社
923カ 捜神記 干　宝 平凡社
931ク クイーン全詩集 〔クイーン シンコーミュージック・エンタテイメント

933オ アンメラへの長い道 フランク・オコナー 未知谷
J933サ キャッチャー・イン・ザ・ライ Ｊ．Ｄ．サリンジャー 白水社
B933シ ダブリンの人びと ジェイムズ・ジョイス 筑摩書房
B933ス ガリバー旅行記 ジョナサン・スウィフト 角川書店
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B933ト シャーロック・ホームズの回想 アーサー・コナン・ドイル 光文社
B933ナ 謎の物語 紀田　順一郎 筑摩書房
933フ たんぽぽのお酒 レイ・ブラッドベリ 晶文社

B933ヘ １ドルの価値／賢者の贈り物　他２１編 Ｏ．ヘンリー 光文社
B933ホ タイタンの妖女 カート・ヴォネガット 早川書房
B933メ 白鯨　上 メルヴィル 新潮社
B933メ 白鯨　下 メルヴィル 新潮社
937ヒ 新撰・新訳悪魔の辞典 Ａ．ビアス 講談社

B942ケ ファウスト　第１部 ゲーテ 新潮社
B942ケ ファウスト　第２部 ゲーテ 新潮社
943ク 初版グリム童話集　１ グリム 白水社
943ク 初版グリム童話集　３ グリム 白水社
943ク 初版グリム童話集　２ グリム 白水社
943ク 初版グリム童話集　４ グリム 白水社
943ク 初版グリム童話集　５ グリム 白水社

B951ケ 月下の一群 堀口　大學 岩波書店
951ホ ボードレール詩集 ボードレール みすず書房
952ヘ ゴドーを待ちながら サミュエル・ベケット 白水社

B953サ 夜間飛行 サン＝テグジュペリ 光文社
B953サ 人間の土地 サン＝テグジュペリ 新潮社
B953テ 三銃士　上 アレクサンドル・デュマ 角川書店
B953テ 三銃士　中 アレクサンドル・デュマ 角川書店
B953テ 三銃士　下 アレクサンドル・デュマ 角川書店
958サ サン＝テグジュペリ・コレクション　３　人間の大地 サン＝テグジュペリ みすず書房
969コ アルケミスト パウロ・コエーリョ 角川書店
Fア 三毛猫ホームズの推理 赤川　次郎 光文社

BFオ ファミリーツリー 小川　糸 ポプラ社
Fオ 小川洋子の陶酔短篇箱 小川　洋子 河出書房新社
BFコ 台所のおと 幸田　文 講談社
BFサ だれも知らない小さな国 佐藤　さとる 講談社
BFタ 冬の旅 立原　正秋 新潮社
BFト 小説立花宗茂 童門　冬二 集英社
BFト 小説上杉鷹山 童門　冬二 集英社
BFナ 吾輩は猫である 夏目　漱石 新潮社
JFナ りかさん 梨木　香歩 新潮社
BFニ 芙蓉の人 新田　次郎 文藝春秋
BFミ 新編銀河鉄道の夜　改版 宮沢　賢治 新潮社
Fミ 舟を編む 三浦　しをん 光文社

BFヤ 柳生宗矩　春の坂道　１ 山岡　荘八 講談社
BFヤ 柳生宗矩　春の坂道　２ 山岡　荘八 講談社
BFヤ 柳生宗矩　春の坂道　３ 山岡　荘八 講談社
BFヤ 柳生宗矩　春の坂道　４ 山岡　荘八 講談社
BFヤ 虚空遍歴　上 山本　周五郎 新潮社
BFヤ 虚空遍歴　下 山本　周五郎 新潮社
BFヨ ニコライ遭難　改版 吉村　昭 新潮社
Fヨ 吉本ばなな自選選集　１　オカルト 吉本　ばなな 新潮社
Fヨ 吉本ばなな自選選集　２　ラブ 吉本　ばなな 新潮社
Fヨ 吉本ばなな自選選集　３　デス 吉本　ばなな 新潮社
Fヨ 吉本ばなな自選選集　４　ライフ 吉本　ばなな 新潮社

2 江戸川区立篠崎図書館


