
10～12月のテーマ展示

「貸出ベストリーダーはこれだ！～開館30年で一番読まれた本は？～」

タイトル 人名 出版年月 所蔵館
サブタイトル 出版社 分類 保管場所

理由 宮部　みゆき／著 1998年 図書館本館
朝日新聞社 W ﾐﾔ テーマ展示

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野圭吾／著 2012年 図書館本館
角川書店 W ﾋｶ テーマ展示

新参者 東野圭吾／著 2009年 図書館本館
講談社 W ﾋｶ テーマ展示

聖女の救済 東野圭吾／著 2008年 図書館本館
ガリレオ　５ 文藝春秋 W ﾋｶ テーマ展示
カッコウの卵は誰のもの 東野圭吾／著 2010年 図書館本館

光文社 W ﾋｶ テーマ展示
流星の絆 東野圭吾／著 2008年 図書館本館

講談社 W ﾋｶ テーマ展示
ガリレオの苦悩 東野圭吾／著 2008年 図書館本館
ガリレオ　４ 文藝春秋 W ﾋｶ テーマ展示
告白 湊　かなえ／著 2008年 図書館本館

双葉社 W ﾐﾅ テーマ展示
五体不満足 乙武　洋匡／著 1998年 図書館本館

講談社 K ｵﾄ テーマ展示
海賊とよばれた男　上 百田尚樹／著 2012年 図書館本館

講談社 W ﾋﾔ テーマ展示

762回

749回

741回

721回

612回

貸出回数

940回

843回

792回

785回

774回

6位

7位

8位

9位

10位

1位

2位

3位

4位

5位



タイトル 人名 出版年月 所蔵館
サブタイトル 出版社 分類 保管場所

夜明けの街で 東野　圭吾／著 2007年 図書館本館
角川書店 W ﾋｶ テーマ展示

１Ｑ８４　ＢＯＯＫ　１（４月－６月） 村上　春樹／著 2009年 図書館本館
新潮社 W ﾑﾗ テーマ展示

容疑者Ｘの献身 東野　圭吾／著 2005年 図書館本館
ガリレオ　３ 文藝春秋 W ﾋｶ テーマ展示
赤い指 東野　圭吾／著 2006年 図書館本館

講談社 W ﾋｶ テーマ展示
舟を編む 三浦しをん／著 2011年 図書館本館

光文社 W ﾐｳ テーマ展示
ソロモンの偽証　第１部 宮部みゆき／著 2012年 図書館本館

新潮社 W ﾐﾔ テーマ展示
人生がときめく片づけの魔法 近藤麻理恵／著 2011年 図書館本館

サンマーク出版 597　ｳｽﾁｬ テーマ展示
パラドックス１３ 東野　圭吾／著 2009年 図書館本館

毎日新聞社 W ﾋｶ テーマ展示
誰か 宮部　みゆき／著 2003年 図書館本館

実業之日本社 W ﾐﾔ テーマ展示
祈りの幕が下りる時 東野圭吾／著 2013年 図書館本館

講談社 W ﾋｶ テーマ展示

449回

447回

446回

440回

438回

貸出回数

604回

581回

537回

464回

452回

18位

19位

20位

12位

13位

14位

15位

16位

17位

11位



タイトル 人名 出版年月 所蔵館
サブタイトル 出版社 分類 保管場所

永遠の仔　上 天童　荒太／著 1999年 図書館本館
幻冬舎 W ﾃﾝ テーマ展示

模倣犯　上 宮部　みゆき／著 2001年 図書館本館
小学館 W ﾐﾔ テーマ展示

永遠の仔　下 天童　荒太／著 1999年 図書館本館
幻冬舎 W ﾃﾝ テーマ展示

模倣犯　下 宮部　みゆき／著 2001年 図書館本館
小学館 W ﾐﾔ テーマ展示

キッチン 吉本　ばなな／著 1988年 図書館本館
福武書店 W ﾖｼ テーマ展示

半落ち 横山　秀夫／著 2002年 図書館本館
講談社 W ﾖｺ テーマ展示

ハリー・ポッターと謎のプリンス　上巻 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 2006年 図書館本館
静山社 K 93　ﾛﾘ テーマ展示

運命の人　１ 山崎　豊子／著 2009年 図書館本館
文藝春秋 W ﾔﾏ テーマ展示

沈まぬ太陽　３（御巣鷹山篇） 山崎　豊子／著 1999年 図書館本館
新潮社 W ﾔﾏ テーマ展示

ハリー・ポッターと謎のプリンス　下巻 Ｊ．Ｋ．ローリング／作 2006年 図書館本館
静山社 K 93　ﾛﾘ テーマ展示
※平成5年度～平成8年度・平成15年度を除く

390回

380回

370回

367回

360回

358回

354回

貸出回数

414回

412回

398回

30位

24位

25位

26位

27位

28位

29位

21位

22位

23位


