
学生おすすめの本

著者 書名 請求記号 推薦所属 備考

朝井リョウ 桐島、部活やめるってよ / 朝井リョウ著 913.6/A83 静岡

有川浩 植物図鑑 / 有川浩著 913.6/A71 浜松

有川浩
図書館戦争 / 有川浩著 ; 徒花スクモイラ
スト

913.6/A71 浜松

有川浩
図書館内乱 / 有川浩著 ; 徒花スクモイラ
スト

913.6/A71 ― 『図書館戦争』続編

有川浩
図書館危機 / 有川浩著 ; 徒花スクモイラ
スト

913.6/A71 ― 『図書館戦争』３巻

有川浩 図書館革命 / 有川浩著 913.6/A71 ― 『図書館戦争』４巻

伊坂幸太郎 死神の精度 / 伊坂幸太郎著 913.6/I68 静岡

伊坂幸太郎 重力ピエロ / 伊坂幸太郎著 913.6/I68 静岡

伊坂幸太郎 ゴールデンスランバー / 伊坂幸太郎著 913.6/I68 浜松

伊坂幸太郎 オーデュボンの祈り / 伊坂幸太郎著 913.6/I68 ― リクエスト図書

伊藤計劃 虐殺器官 / 伊藤計劃著 913.6/I89 静岡

井上ひさし 吉里吉里人 上巻　/ 井上ひさし著 913.6/I55/1 静岡 新潮文庫

井上ひさし 吉里吉里人 中巻　/ 井上ひさし著 913.6/I55/2 静岡 新潮文庫

井上ひさし 吉里吉里人 下巻　/ 井上ひさし著 913.6/I55/3 静岡 新潮文庫

上橋菜穂子
精霊の守り人 / 上橋菜穂子作 ; 二木真希
子絵

913.6/U36 ―
＜守り人シリーズ＞
第1弾

上橋菜穂子
闇の守り人 / 上橋菜穂子作 ; 二木真希子
絵

913.6/U36 静岡
＜守り人シリーズ＞
第2弾

上橋菜穂子
夢(ゆめ)の守り人(もりびと) / 上橋菜穂子
作 ; 二木真希子絵

913.6/U36 ―
＜守り人シリーズ＞
第3弾

恩田陸 Q&A / 恩田陸[著] 913.6/O65 浜松

川原礫 アインクラッド [1] / 川原礫 [著] 913.6/KA92/1 浜松
ソードアート・オンラ
イン / 川原礫 [著] ;

川原礫 アインクラッド [2] / 川原礫 [著] 913.6/KA92/2 浜松
ソードアート・オンラ
イン / 川原礫 [著] ;

川原礫 フェアリィ・ダンス [1] / 川原礫 [著] 913.6/KA92/3 浜松
ソードアート・オンラ
イン / 川原礫 [著] ;

川原礫 フェアリィ・ダンス [2] / 川原礫 [著] 913.6/KA92/4 浜松
ソードアート・オンラ
イン / 川原礫 [著] ;

J.D.サリンジャー
ライ麦畑でつかまえて / J.D.サリンジャー
著 ; 野崎孝訳

933.6/200 浜松

＊村上春樹訳の
『キャッチャー・イン・
ザ・ライ』は静岡にあ
り

J.D.サリンジャー The catcher in the rye / J.D. Salinger 933/SA53 浜松

真保裕一 奪取 上　/ 真保裕一〔著〕 913.6/SH69/1 浜松

真保裕一 奪取 下　/ 真保裕一〔著〕 913.6/SH69/2 浜松

スタンダール スタンダール全集　1：赤と黒 958/2/1 静岡

桑原武夫、生島遼
一訳
＊光文社古典新訳
文庫（野崎歓訳）は
静岡にあり

たなかひまわり もういちど伝えたい / たなかひまわり著 913.6/TA84 静岡
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中勘助 現代日本文學大系　29 918.6/G34/29 静岡

29巻：鈴木三重吉、
森田草平、寺田寅
彦、内田百閒、中勘
助

西尾維新 絶刀・鉋 / 西尾維新著 913.6/N86/1 浜松
刀語 / 西尾維新著
; 第1話

東野圭吾 容疑者Xの献身 / 東野圭吾著 913.6/H55 浜松

東野圭吾 秘密 / 東野圭吾著 913.6/H55 浜松、静岡

東野圭吾 プラチナデータ / 東野圭吾著 913.6/H55 ― リクエスト図書

福井晴敏 Twelve Y.O. / 福井晴敏著 913.6/F76 浜松

福岡伸一 世界は分けてもわからない / 福岡伸一著 460.4/F82 静岡

星新一
星新一ショートショート1001　1：1961-1968
/ 星新一著

913.68/H92/1 浜松
推薦作品は
「ぼっこちゃん」

三田誠広 いちご同盟 / 三田誠広著 913.6/MI56 浜松

道尾秀介 ソロモンの犬 / 道尾秀介著 913.6/MI13 浜松

湊かなえ 告白 / 湊かなえ著 913.6/MI39 静岡（２票）

村上春樹 村上春樹全作品：1979～1989　2 913.68/MU43/1（2）静岡
推薦作品は
「羊をめぐる冒険」

村上春樹
A wild sheep chase / Haruki Murakami ;
translated by Alfred Birnbaum

913.6/MU43 静岡
「羊をめぐる冒険」英
訳

村上春樹
Kafka on the shore / Haruki Murakami ;
translated from the Japanese by Philip

913.6/MU43 浜松 「海辺のカフカ」英訳

村上春樹 海辺のカフカ / 村上春樹 [著] 913.6/MU43 浜松

森博嗣 すべてがFになる / 森博嗣著 913.6/MO45 静岡

森見登美彦 四畳半神話大系 / 森見登美彦 [著] 913.6/MO54 静岡

森見登美彦 夜は短し歩けよ乙女 / 森見登美彦 [著] 913.6/MO54 浜松

ルソー
ルソー全集 第6巻：エミール、上 / ルソー
[著] ; 小林善彦 [ほか] 訳

135.48/1/6 静岡
推薦作品は
「エミール」

ルソー
ルソー全集 　第7巻：エミール、下 / ルソー
[著] ; 小林善彦 [ほか] 訳

135.48/1/7 静岡
推薦作品は
「エミール」

レオ・レオニ
スイミー : ちいさなかしこいさかなのはなし
/ レオ・レオニ作 ; 谷川俊太郎訳

726.5/L66 静岡


