
人気Ｎｏ.１は桜の本！

桜ブック 　 　草土出版 479.7

サクラハンドブック 　大原 隆明‖著 　文一総合出版 479.7

全国桜の名木100選 　大貫 茂‖著 　家の光協会 479.7

桜は一年じゅう日本のどこかで咲いている 　印南 和磨‖写真と文 　河出書房新社 479.7

桜の話題事典 　大貫 茂‖編著 　東京堂出版 479.7

おもしろくてためになる桜の雑学事典 　井筒 清次‖著 　日本実業出版社 479.7

日本一の桜 　丸谷 馨‖著 　講談社 Ｓ479.7

桜絶景・撮影ガイド 　中橋 富士夫‖責任編集 　モーターマガジン社 743.5

桜 　蜷川 実花‖著 　河出書房新社 748

桜詩情 　ジョニー　ハイマス‖写真 文 　学研 748

日本の桜 　浅野 喜市ほか‖写真 　毎日新聞社 Ｗ748

桜狩 　切畑 利章‖写真 　新宿書房 Ｗ748

美しい自然

花の東京散歩４３コース 　山と渓谷社旅行図書編集部‖編集 　山と渓谷社 291.3

カタクリの里 　高橋 喜平ほか‖著 　講談社 479.3

花の本 　雅姫‖著 　集英社 590.4

ターシャの輝ける庭 　リチャード　W.ブラウン‖写真 　メディアファクトリー Ｗ629.2

ガーデン＆ガーデン　2014ｖｏｌ．48春号 　 　エフジー武蔵 629.7

わが山釣りと山菜讃歌 　高木 国保‖著 　広済堂出版 657.8

花風景 　竹内 敏信‖著 　日本カメラ社 743.5

春の日 　今森 光彦‖著 　アリス館 748

春の文学

くじらぐもからチックタックまで 　石川 文子‖編 　フロネーシス桜蔭社 908.3クジラ

春の野原　満天の星の下 　銀色　夏生‖著 　角川書店 Ｂ911.5ギンイ

はじまりの詩 　佐倉 康彦ほか‖詩 　ピエ・ブックス 911.5ハジマ

詩集　パステルカラー 　堀井　勉‖著 　葉文館出版 911.5ホリイ

少女は卒業しない 　朝井 リョウ‖著 　集英社 913.6アサイ

植物図鑑 　有川 浩‖著 　角川書店 913.6アリカ

砂漠 　伊坂 幸太郎‖著 　実業之日本社 913.6イサカ

キャベツ炒めに捧ぐ 　井上 荒野‖著 　角川春樹事務所 913.6イノウ

雷桜 　宇江佐 真理‖著 　角川書店 913.6ウエザ

葉桜の季節に君を想うということ 　歌野 晶午‖著 　文藝春秋 913.6ウタノ
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書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名

＊＊ インターネットから本の予約ができます！ ＊＊

出　版　社 請 求 記 号

　 ＰＣ ： https://ilisod001.apsel.jp/odawara-lib/wopc/pc/pages/TopPage.jsp 

君と過ごす季節
春から夏へ12の暦物語

大崎 梢ほか著 ポプラ社

桜ほうさら

宮部 みゆき著 PHP研究所

何気ない日常の中に、四季折々のきらめきがあり、

同じ時間を共有できる人がいたら、しあわせを感じ

ることでしょう。

美しい桜を見た感動を、大切な君に伝えたくなる

「清明」は、おすすめです。

桜が、印象に残る物語です。

江戸時代、春の深川の、ほのぼのと

した風景の中で生きる実直な武士、笙

之助は、父の汚名が返上できるので

しょうか。

かもめ図書館の図書館員がおすすめの、春を感じる本です。

あたたかい春のひざしの下で、ゆったり読書はいかがですか？



書　　　　　　　　　　名 著　　者　　名 出　版　社 請 求 記 号

蒲公英草紙 　恩田 陸‖著 　集英社 913.6オンダ

四月になれば彼女は 　川上 健一‖著 　実業之日本社 913.6カワカ

スタート・イン・ライフ 　川島 誠‖著 　双葉社 913.6カワシ

君と過ごす季節　春から夏へ、12の暦物語 　大崎 梢ほか‖著 　ポプラ社 Ｂ913.6キミト

リセットボタン 　酒井 秀行‖著 　文芸社 913.6サカイ

和菓子のアン 　坂木 司‖著 　光文社 913.6サカキ

切れない糸 　坂木 司‖著 　東京創元社 913.6サカキ

桜の森の満開の下 　坂口 安吾‖著 　講談社 Ｂ913.6サカグ

春を背負って 　笹本 稜平‖著 　文藝春秋 913.6ササモ

春はそこまで 　志川 節子‖著 　文藝春秋 913.6シガワ

小さき者へ 　重松 清‖著 　毎日新聞社 913.6シゲマ

ツバメ記念日 　重松 清‖著 　文藝春秋 913.6シゲマ

桜の園 　篠田 真由美‖著 　東京創元社 913.6シノダ

春の庭 　柴崎 友香‖著 　文藝春秋 913.6シバサ

桜さがし 　柴田 よしき‖著 　集英社 913.6シバタ

空を見上げる古い歌を口ずさむ 　小路 幸也‖著 　講談社 913.6シヨウ

鳴くかウグイス 　不知火 京介‖著 　光文社 913.6シラヌ

春、戻る 　瀬尾 まいこ‖著 　集英社 913.6セオ

思い出のとき修理します　１ 　谷 瑞恵‖著 　集英社 Ｂ913.6タニ

神田川デイズ 　豊島 ミホ‖著 　角川書店 913.6トシマ

くちびるに歌を 　中田 永一‖著 　小学館 ＹＡ913.6ナカタ

さくら聖・咲く 　畠中 恵‖著 　実業之日本社 913.6ハタケ

いのちなりけり 　葉室 麟‖著 　文藝春秋 913.6ハムロ

武士道シックスティーン 　誉田 哲也‖著 　文藝春秋 913.6ホンダ

春の雪 　三島　由紀夫‖著 　新潮社 913.6ミ

スコーレNo.4 　宮下 奈都‖著 　光文社 913.6ミヤシ

桜ほうさら 　宮部 みゆき‖著 　PHP研究所 913.6ミヤベ

三千枚の金貨　上・下 　宮本 輝‖著 　光文社 913.6ミヤモ

カンガルー日和 　村上　春樹‖著 　講談社 Ｂ913.6ムラカ

天使の卵(エンジェルス・エッグ) 　村山 由佳‖著 　集英社 ＹＡ913.6ムラヤ

虹の岬の喫茶店 　森沢 明夫‖著 　幻冬舎 913.6モリサ

ある日、アヒルバス 　山本 幸久‖著 　実業之日本社 913.6ヤマモ

ランチのアッコちゃん 　柚木 麻子‖著 　双葉社 913.6ユズキ

洟をたらした神 　吉野 せい‖著 　中央公論新社 Ｂ914.6ヨシノ

春のおくりもの 　竹久 夢二‖著 　ノーベル書房 918.6タケヒ

その他

時に海を見よ 　渡辺 憲司‖著 　双葉社 ＹＡ159.7ワタナ

春の数えかた 　日高 敏隆‖著 　新潮社 460.4

旬の野菜の栄養事典 　吉田 企世子‖監修 　エクスナレッジ 498.5シユン

季節を感じる和の暮らし 　 　学研パブリッシング 590

いちばんよくわかるかんたんかわいい通園通学グッズ 　 　日本ヴォーグ社 594

押し花カード105 　原田 昭子‖著 　ブティック社 594.9

旬の食材　1・２ 　講談社‖編 　講談社 596

かわいい巻きずし花ずし 　 　ブティック社 596.2

決定版!幼稚園のおべんとう裏ワザ大事典 　 　辰巳出版 596.4

季節のお出かけ&持ちより弁当 　藤井 恵‖著 　講談社 596.4

顔がほころぶしあわせランチ 　小林 裕美子ほか‖著 　山海堂 596.4

小さいおべんとうでたのしく外ごはん。 　渡辺 有子‖著 　永岡書店 596.4

いちごのお菓子 　信太 康代‖著 　家の光協会 596.6

ちひろ春の画集 　いわさき ちひろ‖著 　講談社 726.5

喜びの泉 　ターシャ　テューダー‖著 　メディアファクトリー 726.5

絵本画家天才たちが描いた妖精 　井村 君江‖著 　中経出版 726.5

虹 　北川 悠仁‖著 　幻冬舎 767.8

50歳からはじめるハイキングの教科書 　加藤 庸二‖監修 　滋慶出版/土屋書店 786.4

Aoyama  Flower  Market BOOK　 Aoyama Flower Market‖著 バルコエンタテインメント事務局 793

　　　　　　YA…ヤングアダルト　Ｂ…文庫　S…新書　Ｗ…大型本　


