
請求記号 タイトル 人名 出版者
023 1 O8 拝啓、本が売れません 額賀 澪 ベストセラーズ
378 O4 自閉症の僕が跳びはねる理由 続 東田 直樹 エスコアール出版部
493 76 O6 社会の中で居場所をつくる 東田 直樹 ビッグイシュー日本
9115 ﾋｶ ありがとうは僕の耳にこだまする 東田 直樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
9115 ﾌｽ 適切な世界の適切ならざる私 文月 悠光 思潮社
9146 ｱｻ 風と共にゆとりぬ 朝井 リョウ 文藝春秋
9146 ﾋｶ 自閉症の僕の七転び八起き 東田 直樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
9146 ﾋｶ 跳びはねる思考 東田 直樹 イースト・プレス
916 ﾋｶ あるがままに自閉症です 東田 直樹 エスコアール出版部
F1 ｱｵ 水族館の殺人 青崎 有吾 東京創元社
F1 ｱｵ 体育館の殺人 青崎 有吾 東京創元社
F1 ｱｵ 星に願いを、そして手を。 青羽 悠 集英社
F1 ｱｻ 世界地図の下書き 朝井 リョウ 集英社
F1 ｱｻ 武道館 朝井 リョウ 文藝春秋
F1 ｱﾍ 弥栄の烏 阿部 智里 文藝春秋
F1 ｱﾍ 烏に単は似合わない 阿部 智里 文藝春秋
F1 ｱﾍ 烏は主を選ばない 阿部 智里 文藝春秋
F1 ｱﾍ 黄金（きん）の烏 阿部 智里 文藝春秋
F1 ｱﾍ 空棺の烏 阿部 智里 文藝春秋
F1 ｵｵ 三日月ライダー 大川 さとみ 新風舎
F1 ｶﾀ 泡をたたき割る人魚は 片瀬 チヲル 講談社
F1 ｶﾈ 双子は驢馬に跨がって 金子 薫 河出書房新社
F1 ｺｼ 放課後ひとり同盟 小嶋 陽太郎 集英社
F1 ｼﾞﾝ 坂東蛍子、日常に飽き飽き 神西 亜樹 新潮社
F1 ｽｽ さよなら、田中さん 鈴木 るりか 小学館
F1 ﾀｶ 影媛 高尾 ⾧良 新潮社
F1 ﾀｶ 肉骨茶 高尾 ⾧良 新潮社
F1 ﾂｼ 僕と彼女の左手 辻堂 ゆめ 中央公論新社
F1 ﾇｶ ウズタマ 額賀 澪 小学館
F1 ﾇｶ 君はレフティ 額賀 澪 小学館
F1 ﾇｶ さよならクリームソーダ 額賀 澪 文藝春秋
F1 ﾇｶ 潮風エスケープ 額賀 澪 中央公論新社
F1 ﾇｶ ヒトリコ 額賀 澪 小学館
F1 ﾊﾀ 地の底の記憶 畠山 丑雄 河出書房新社
F1 ﾊﾀ 鶏が鳴く 波多野 陸 講談社
F1 ﾋｶ 自閉症のうた 東田 直樹 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
F1 ﾋﾅ ジェリー・フィッシュ 雛倉 さりえ 新潮社
F1 ﾐﾅ 平成マシンガンズ 三並 夏 河出書房新社
F1 ﾔﾏ ドール 山下 紘加 河出書房新社

平成生まれ　あんな人こんな人
平成生まれの作家たち



請求記号 タイトル 人名 出版者

78 O0 浅田真央物語 青嶋 ひろの 角川書店

795 O8 井山裕太七冠達成への道 井山 裕太 日本棋院

78 O7 内村航平 本郷 陽二 汐文社

77 O4 映画カントクは中学生！ 艸場 よしみ 汐文社

78 O3 香川真司 本郷 陽二 汐文社

78 Ｏ8 小平 奈緒  甲斐 毅彦 汐文社

795 02 O8 勝ちきる頭脳 井山 裕太 幻冬舎

78 O6 1 心にのこるオリンピック・パラリンピックの読みもの １ 大野 益弘 学校図書

78 O6 3 心にのこるオリンピック・パラリンピックの読みもの ３ 大野 益弘 学校図書

783 5 O5 頂点への道 錦織 圭 文藝春秋

796 02 O7 天才藤井聡太 中村 徹 文藝春秋

796 02 O8 弟子・藤井聡太の学び方 杉本 昌隆 ＰＨＰ研究所

78 O7 錦織圭 本郷 陽二 汐文社

784 65 O5 羽生結弦語録 羽生 結弦 ぴあ

784 65 O8 フィギュアほど泣けるスポーツはない！ 織田 信成 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

796 02 O7 藤井聡太 津江 章二 日本文芸社

796 02 O7 藤井聡太 天才はいかに生まれたか 松本 博文 ＮＨＫ出版

784 34 O3 フライングガールズ 松原 孝臣 文藝春秋

916 ﾅｶ ぼく、アスペルガーかもしれない。 中田 大地 花風社

767 8 O3 前田敦子はキリストを超えた 濱野 智史 筑摩書房

783 6 O6 負ける人は無駄な練習をする 水谷 隼 卓球王国

F1 ﾔｷ 止まない雨 柳楽 優弥 ＳＤＰ

請求記号 タイトル 人名 出版者

288 41 N9 明仁天皇と裕仁天皇 保阪 正康 講談社

323 15 O6 『皇室典範』を読む 鈴木 邦男 祥伝社

323 M0 象徴天皇という物語 赤坂 憲雄 筑摩書房

211 M9 象徴天皇の発見 今谷 明 文芸春秋

288 41 O5 戦争をしない国 矢部 宏治 小学館

313 61 O3 天皇 葦津 珍彦 神社新報社

288 41 N4 平成の天皇と皇室 高橋 紘 文芸春秋

平成生まれの有名人

象徴天皇として


