
ミニ展示図書リスト

文学賞

文学賞名 最新の受賞作 請求記号 著者 資料ID

H氏賞 傍らの男 911.56/T 高木敏次著 016000420856

芥川賞 第145回（2011年上半期）該当作品なし

大沸次郎賞 黒船前夜 : ロシア・アイヌ・日本の三国志 210.55/W 渡辺京二著 016000421239

大宅荘一ノンフィクション賞

空白の五マイル
 : チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む

292.29/K 角幡唯介著 016000421023

ヤノマミ 382.62/K 国分拓著 016000420832

大藪春彦賞 ダイナー 913.6/H 平山夢明著 016000420837

講談社エッセイ賞
身体 (からだ) のいいなり 916/U 内澤旬子著 016000423226

ジーノの家 : イタリア10景 914.6/U 内田洋子著 016000422336

講談社ノンフィクション賞
カニは横に歩く : 自立障害者たちの半世紀 369.27/K 角岡伸彦著 016000422983

A3 169.1/A 森達也著 016000422982

柴田　連三郎賞 横道世之介 913.6/Y 吉田修一著 016000410845

司馬遼太郎賞
墓標なき草原
: 内モンゴルにおける文化大革命・虐殺の記録

222.6/Y 楊海英著
016000420776
016000420623

大学読書人大賞 天地明察 913.6/U 冲方丁著 016000410840

坪田譲治文学賞坪田譲治文学賞 おれのおばさんおれのおばさん 913 6/S913.6/S 佐川光晴著佐川光晴著 016000420066016000420066

直木賞 下町ロケット 913.6/I 池井戸潤著 016000422851

新田次郎文学賞 あとより恋の責めくれば : 御家人南畝先生 913.6/T 竹田真砂子著 016000421280

日本エッセイスト・クラブ賞
大逆事件 : 死と生の群像 210.68/T 田中伸尚著 016000422142

ジーノの家 : イタリア10景 914.6/U 内田洋子著 016000422336

日本推理作家協会賞
隻眼の少女 913.6/M 麻耶雄嵩著 016000420835

折れた竜骨 (ミステリ・フロンティア) 913.6/Y 米澤穂信著 016000420672

本格ミステリ大賞
隻眼の少女 913.6/M 麻耶雄嵩著 016000420835

エラリー・クイーン論 939.35/Q 飯城勇三著 016000421143

本屋大賞 謎解きはディナーのあとで 913.6/H 東川篤哉著 016000415646

三島由紀夫賞 こちらあみ子 913.6/I 今村夏子著 016000421679

山本周五郎賞 ふがいない僕は空を見た 913.6/K 窪美澄 [著] 016000421794

吉川英治文学賞 悪道 913.6/M 森村誠一著 016000420624



「スポーツ」

書名 請求記号 著者 資料ID

為末大走りの極意 782.3/T 為末大著 016000382587

グアルディオラのサッカー哲学
 : FCバルセロナを世界一に導いた監督術 783.47/G

フアン・カルロス・クベイロ,
レオノール・ガジャルド著/今井健策訳 016910007985

心を整える。
 : 勝利をたぐり寄せるための56の習慣 783.47/H 長谷部誠著 016000421421

やめないよ (新潮新書:405) 783.47/M 三浦知良著 016000422577

日本男児 783.47/N 長友佑都著 016000421685

文体とパスの精度 (集英社文庫) 783.47/N 村上龍, 中田英寿著 016000423683

考えよ! : なぜ日本人はリスクを冒さないのか?
 (角川oneテーマ21:A-114) 783.47/O イビチャ・オシム [著] 016910003305

日本人よ! 783.47/O イビチャ・オシム著/長束恭行訳 016910003731

なでしこ力 : さあ、一緒に世界一になろう! 783.47/S 佐々木則夫著 016000422813

トルシエの眼力
: 岡田ジャパン「W杯4強」へのイバラ道 783.47/T フィリップ・トルシエ著 016910003306

オシムジャパンよ!
: 日本サッカーへの提言 (アスキー新書:011) 783.47/T フィリップ・トルシエ著 016910004762

野茂英雄
: 日米の野球をどう変えたか (PHP新書:714) 783.7/N

ロバート・ホワイティング著
/松井みどり訳 016000422576

王さん語録 : 89の真実 783.7/O 西日本新聞社編著 016000395767

寛容力 : 怒らないから選手は伸びる 783.7/W 渡辺久信著 016000395768

ただマイヨ・ジョーヌのためでなく
(講談社文庫:[あ-105-1]) 786.5/A

ランス・アームストロング [著]
/安次嶺佳子訳 016000423058

助走 (カゼヲキル:1) 913.6/M 増田明美著 016000390549

激走 (カゼヲキル:2) 913.6/M 増田明美著 016000391341

疾走 (カゼヲキル:3) 913.6/M 増田明美著 016000421292

「食」

書名 請求記号 著者 資料ID
日本全国ローカル線おいしい旅
 (講談社現代新書:1710) 081/K 嵐山光三郎著 016000401412

錦絵が語る江戸の食 383.81/M 松下幸子著 016910003828

食のイタリア文化史 383.837/C
アルベルト・カパッティ, マッシモ・モンタナー

リ [著]/柴野均訳 016910008304

すごい弁当力!
: 子どもが変わる、家族が変わる、社会が変わる 498.5/S 佐藤剛史著 016000421470

もっと弁当力!! : 作って伸びる子どもたち 498.5/S 佐藤剛史著 016000421471

愛しのローカルごはん旅もう一杯! 596.04/T たかぎなおこ著 016000422981

スローフード宣言! イタリア編
(SOTOKOTOスローフード:1) 596.23/S

ニッポン東京スローフード協会編
/松山猛[ほか]執筆 016000303387

おやつ新報へ、ようこそ。 596.65/T 多田千香子著 016910003303

自炊本 : 10分でつくる、ひとりごはん。 596/J ベターホーム協会編 016000421298

ニッポン東京スローフード宣言!
(SOTOKOTOスローフード:2) 596/N ニッポン東京スローフード協会編 016000303388

おうちで簡単!ビストロスマップ 596/O 013110000256

体脂肪計タニタの社員食堂
: 500kcalのまんぷく定食 [正] 596/T タニタ著 016910004334

体脂肪計タニタの社員食堂
: 500kcalのまんぷく定食 続 596/T タニタ著 016000420659

いのちの食卓 596/T 辰巳芳子著 016910004545

エル・ブリの一日
: アイデア、創作メソッド、創造性の秘密 F673 9/AF673.9/A フェラン・アドリア, ジュリ・ソレル, アルベルト・

アドリア[著]/[清宮真理ほか訳] 016000422902016000422902

サムライブルーの料理人
: サッカー日本代表専属シェフの戦い 783.47/N 西芳照著 016000420851
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