
 
 
 
 
 

○映像化された本特集 

 夏休みも終わり、学校生活が始まりましたね。みなさんは、楽しい夏休みを過ごす

ことができたでしょうか？休みから抜け切れない人もいるかもしれませんね。そんな

ときは、読みやすい本を読んで、徐々に勉強へとシフトを移すのがいいかもしれませ

んね。映像化された本は、本から入っても、映像から入っても楽しめるものです。 
 

 

 
 

 
 
 

○声優さんたちのおすすめ本 

 

 

 

 
 

アニメや映画で大活躍の声優さんたち。最近では、声優さんはラ

イブやイベントなどマルチに活躍される方が増えてきましたね。も

はや、裏方の存在ではなくなった声優という職業。みなさんもアニ

メや映画で好きな声優さんがいるのではないでしょうか。そんな花

型声優の好きな本を紹介します。
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 有川浩 
安定のおもしろさ。 
アニメにも実写にもな

っています 

「レッドデータガール」 

荻原規子 
現代が舞台のファン

タジー最高傑作！この

作家さんは、読むべき☆ 

「トワイライト」 

ステファニー・メイヤー 
吸血鬼に恋愛は、相性バ

ツグン！読めば必ずはま

るティーンもの☆ 

「氷菓」 

 米澤穂信 
ミステリ界で、有名にな

った本。アニメは、作画

が有名だよ。 

「黄色い目の魚」 

 佐藤多佳子 
 

花澤香菜 

「アルジャーノ

ンに花束を」 

ダニエル・キイス 

「重力ピエロ」 

 伊坂幸太郎 

「夜は短し歩

けよ乙女」 

 森見登美彦 

「かもめのジョナ

サン」 

リチャード・バック 

「江戸川乱歩

傑作集」 

 江戸川乱歩 
 

「１Ｑ８４」 

村上春樹 

「クリムゾンの

迷宮」 

 貴志祐介 

沢城みゆき 

鈴村健一 

梶裕貴 

水樹奈々 

小野賢章 

諏訪部順一 

谷山紀章 

☆文化祭の本☆ 

入口を入って、すぐのところにある棚に、文化祭の本を置いています。

文化祭を楽しむためにもぜひ、活用してみてくださいね☆ 

 

https://www.amazon.co.jp/%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E6%88%A6%E4%BA%89-%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E6%88%A6%E4%BA%89%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-1-%E8%A7%92%E5%B7%9D%E6%96%87%E5%BA%AB-%E6%9C%89%E5%B7%9D/dp/4043898053/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1500855570&sr=1-3&keywords=%E5%9B%B3%E6%9B%B8%E9%A4%A8%E6%88%A6%E4%BA%89
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%82%BE%E3%83%B3%E3%81%AE%E8%BF%B7%E5%AE%AE-%E8%A7%92%E5%B7%9D%E3%83%9B%E3%83%A9%E3%83%BC%E6%96%87%E5%BA%AB-%E8%B2%B4%E5%BF%97-%E7%A5%90%E4%BB%8B/dp/404197903X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1500860320&sr=1-1&keywords=%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%A0%E3%82%BE%E3%83%B3%E3%81%AE%E8%BF%B7%E5%AE%AE


〇新しく入った本 

 
 
 

 

 

 

モバイル基礎テキスト  第五版
モバイルコンピューティング推

進コンソーシアム監修

見てわかる情報モラル  第三版 日本文教出版編集部
パブロフくんと学ぶITパスポート よせだ あつこ

空海 高村　薫

日本人はなぜキツネにだまされなくなったのか   内山　節
近代皇族妃のファッション   青木 淳子
人生で大切なことはすべて旅が教えてくれた 有川　真由美

法律入門判例まんが本　1、2 立花 千尋
保育園問題 前田 正子
高等学校推薦書・志願書記入文例
カリスマフード   畑中 三応子

ビジュアル科学大事典   マティアス・デルブリュックほか

物理　探究と創造の歴史 トム・ジャクソン
地図学の聖地を訪ねて   松山 洋編
10万種類のタンパク質 （ﾆｭｰﾄﾝ別冊）
身近な雑草の愉快な生きかた   稲垣 栄洋
植物の体の中では何が起こっているのか   嶋田 幸久
植物はそこまで知っている   ダニエル・チャモヴィッツ

心を操る寄生生物 キャスリン・マコーリフ

鳥類学者だからって、鳥が好きだと思うなよ。  川上 和人
カラダはすごい!  久坂部 羊
人体-消化の旅
脳はどこまでコントロールできるか 中野　信子
人はこうして「食べる」を学ぶ   ビー・ウィルソン
すべての疲労は脳が原因１,2 梶本　修身

楽しく学べる「知財」入門 稲穂 健市
セルフビルドの世界 石山 修武

モバイルシステム技術テキスト 第七版 
モバイルコンピューティング推

進コンソーシアム監修

Arduinoスーパーナビゲーション   河連 庸子他
老後貧乏は避けられる 大江 英樹
ちりめん細工の小さな袋と小箱 井上 重義監修
おかずの瓶詰 大庭 英子

花言葉<花図鑑>   夏梅 陸夫
思考する豚 ライアル・ワトソン
恋するディズニー別れるディズニー   堀井 憲一郎

０類　総記

１類　哲学

２類　歴史

３類　社会科学

４類　自然科学

５類　技術

６類　産業

謎解き印象派 西岡　文彦
謎解きモナリザ 西岡　文彦
青春のデッサン 小崎 侃
マティスとルオー友情の手紙 ジャクリーヌ・マンク編

ディズニーキャラクターイラストポーズ集   キャラクターイラスト研究部

まさこおばちゃんの新聞エコバッグ   坂上 政子
まさこおばちゃんの新聞エコバッグの作り方 坂上 政子
日本の色のルーツを探して   城 一夫
正しい楽譜の読み方 大島 富士子
モーツァルトの人生 ジル・カンタグレル
バッハ=魂のエヴァンゲリスト   礒山 雅
バッハ　生涯と作品 ヴェルナー・フェーリクス

翼のある人生 室屋　義秀
負ける人は無駄な練習をする   水谷 隼
卓球王水谷隼の勝利の法則   水谷 隼
Unity5アドベンチャーゲーム開発実践入門  ラムダ・プランニング

読めますか?書けますか?小学校で習った漢字 守 誠
小学校で習った四字熟語を英語で言えますか?  守 誠
英会話とっさのひとこと辞典  巽 一朗・巽 スカイ・ヘザー

みみずくは黄昏に飛びたつ 川上　美映子
小説の家 福永　信
ゆらぐ玉の緒 古井　由吉
判決はCMのあとで 青柳 碧人
女王はかえらない 降田 天
僕は君を殺せない 長谷川 夕
トイレのピエタ 松永 大司
夏空に、きみと見た夢 飯田　雪子
祐介 尾崎　世界観
ソードアート・オンライン 川原礫
金曜日のおはよう HoneyWorks
櫻子さんの足下には死体が埋まっている　10、11 太田 紫織
閃光スクランブル   加藤 シゲアキ
フラダン 古内　一絵
ストロベリーライフ 荻原　浩
犬が来る病院 大塚　敦子
君を探して 菜つは
最後の医者は桜を見上げて君を想う 二宮 敦人
劇場 又吉 直樹
タマの猫又相談所１、2 天野 頌子
ロクでなし魔術講師と禁忌教典　1～８ 羊　太郎
ロミオとシンデレラ　前編、後編 西本 紘奈
キャンディアディクトフルコォス   マチゲリータ
八月の終わりは、きっと世界の終わりに似ている。 天沢 夏月
いつか別れる。でもそれは今日ではない F
みんなが知らない美女と野獣   セレナ・ヴァレンティーノ

リトルマーメイド２　Return to the sea 橘高 弓枝
服従 ミシェル・ウェルベック

地図と領土 ミシェル・ウェルベック

岳（１～１８巻） 石塚 真一
ハイキュー　２５、２６ 古舘 春一
ちはやふる　３４ 末次 由紀

マンガ

７類　芸術

８類　言語

９類　文学・小説

「劇場」又吉直樹 

 一番  会いたい人に会いに行

く。こんな当たり前のことが、な

んでできへんかったんやろな。 

リクエスト、ありがとうございました。 

図書館では、随時リクエストを受け付けているので、読

みたい本があれば、ぜひ、リクエストしてくださいね☆ 

「閃光スクラ

ンブル」 

加藤シゲアキ 
 

「岳」 

石塚真一 

「金曜日の

おはよう」 

HoneyWork
 

「ロミオと

シンデレラ」

西本紘奈 

「女王はか

えらない」

降田天 

「夏空に君

と見た夢」 

飯田雪子 

「鳥類学者だからって、鳥

が好きだと思うなよ」 

川上和人 
果敢な学者の姿に（笑） 


