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著者名 書名 出版社 推薦の一言・備考

産経新聞社 昭和の大阪Ⅱ　昭和50年～平成元年 光村推古書院 昭和の写真記録第2弾

三松館主人 江戸時代の生活便利帳 幻冬舎 現代にも通じる江戸庶民の知恵

湊　かなえ 豆の上で眠る 新潮社 湊かなえの究極のミステリー新刊

ｸﾘｽﾄﾌｧｰ･ﾏｰﾚｰ 世界一美しい昆虫図鑑 宝島社 とっても図の美しい最新昆虫図鑑です

伊集院　静 許す力　　大人の流儀４ 講談社

村上　春樹 女のいない男たち 文藝春秋 最新短編小説集

岡崎　琢磨 珈琲店タレーランの事件簿２～彼女はカフェオレの夢を見る 宝島社 宝島社文庫

岡崎　琢磨 珈琲店タレーランの事件簿３～心を乱すブレンドは 宝島社 宝島社文庫『このミス』大賞シリーズ

山北　篤 ゲームシナリオのためのファンタジー物語事典：知っておきたい神話・古典・お約束110 SBクリエイティブ ストーリーを創作するときに知っておきたいエッセンスを事典形式でまとめたネタ帳

東野　圭吾 虚ろな十字架 光文社

内田　樹　編 街場の憂国会議　日本はこれからどうなるのか（犀の教室） 晶文社
今後の日本を憂いている稀代の論実たちが未来を占うオムニバス
論考集

湊　かなえ 白ゆき姫殺人事件 集英社 映画化

池井戸　潤 ルーズヴェルト・ゲーム 講談社 ドラマ化

長友　佑都 長友佑都体幹トレーニング２０ ベストセラーズ 最新のﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ教本

古市　憲寿 だから日本はズレている 新潮社 勘違いを生み出す「幻想」の正体とは？

柳田　智恵子 持ちモノ、死に方、お葬式…人生のかたづけ整理術…遺された家族が困らないために ダイヤモンド社 「モノ」「お金」「葬儀」「お墓」そして「死に方」の５つをテーマに、片付け方

逢坂　剛 百舌の叫ぶ夜 集英社 ドラマ化

池上　彰 おとなの教養ー私たちはどこから来て、どこへ行くのか？ NHK出版新書

有川　浩、村上　勉 コロボックル絵物語 講談社 小さな生き物「コロボックル」の新シリーズ

海堂　尊 トリセツ・ヤマイ～ヤマイ世界を俯瞰する 宝島社

石井　直方 石井直方の筋肉まるわかり大事典 ベースボールマガジン社 ボディメイクの疑問２０１

海堂　尊 医学のたまご（ミステリーYA!) 理論社 ひょうひょうとした中学生医学生の奮闘ぶりを描く、コミカルで爽やかな医学ミステリー

中嶋　洋子 栄養の教科書－いちばん詳しくて、わかりやすい 新星出版社

池上　彰 わかりやすく＜伝える＞技術 講談社現代新書 テレビの現場で培ったノウハウをすべて公開

池上　彰 ＜わかりやすさ＞の勉強法 講談社現代新書
＜わかりやすく伝える力＞を磨くための、池上流トレーニングを大公
開

鯉川　なつえ　他 【陸上競技版】４スタンス理論 ベースボールマガジン社 肉体訓練の新しいﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ理論

八重野　統摩 犯罪者書館アレクサンドリア～殺人鬼はパピルスの森にいる～ ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫の最新刊

榎田　ユウリ 妖琦庵夜話　その探偵、人にあらず 角川ホラー文庫 生徒選書委員推薦本

似鳥　航一 お待ちしています下町和菓子栗丸堂 ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 生徒選書委員推薦本

ジョン・フラナガン アラルエン戦記（１）弟子 岩崎書店 生徒選書委員推薦本　10巻物

恒川　光太郎 夜市 角川ホラー文庫 生徒選書委員推薦本

伊坂　幸太郎 オー！ファーザー 新潮社 生徒選書委員推薦本

ロジャー・パルバース 驚くべき日本語（知のトレッキング叢書） 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 生徒選書委員推薦本
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篠田　健一 日本人になった祖先たちーDNAから解明するその多元的構造 NKKブックス 生徒選書委員推薦本

坂木　司 青空の卵（ひきこもり探偵シリーズ１） 創元社推理文庫 生徒選書委員推薦本

坂木　司 子羊の巣（ひきこもり探偵シリーズ２） 創元社推理文庫 生徒選書委員推薦本

坂木　司 動物園の鳥（ひきこもり探偵シリーズ３） 創元社推理文庫 生徒選書委員推薦本

野村　美月 半熟作家と”文学少女”な編集者 ファミ通文庫 生徒選書委員推薦本

末次　由紀 ちはやふる（１）～（５） 講談社コミック
百人一首競技かるたマンガ　　　現在24巻まで刊行　要望多
数

末次　由紀 ちはやふる（6）～（10） 講談社コミック 百人一首競技かるたマンガ　　　現在24巻まで刊行　要望多数

出口　治明 仕事に効く教養としての「世界史」 祥伝社

齊藤　孝 声に出して読みたい日本語２ 草思社

齊藤　孝 声に出して読みたい日本語３ 草思社

小池　龍之介 しない生活 煩悩を静める108のお稽古 幻冬舎新書 毎日新聞書評欄掲載

米澤　穂信 満願 新潮社 人生を賭けた激しい願いが６つの謎を引き起こす

結城　光流 吉祥寺よろず怪事請負処 角川書店 住み込みの庭職人啓介は現代に生きる陰陽師だった

誉田　哲也 ケモノの城 双葉社
ある街で起きた監禁事件。保護された少女の証言に翻弄される警
察。

塩野　七生 皇帝フリードリッヒ二世の生涯 上 新潮社 中世最大の反逆者、その烈しい生と死を目撃せよ。

塩野　七生 皇帝フリードリッヒ二世の生涯 下 新潮社 中世最大の反逆者、その烈しい生と死を目撃せよ。

橋爪　紳也 瀬戸内モダニズム周遊 芸術新聞社 『瀬戸内海』はいかにつくられた？

末次　由紀 ちはやふる（11）～（15） 講談社コミック 百人一首競技かるたマンガ　　　現在24巻まで刊行　要望多数

まりこふん まりこふんの古墳ブック 山と渓谷社 日本一わかりやすい古墳の本

渡辺　佑基 ペンギンが教えてくれた物理のはなし 河出書房新社

大沢　啓子 コウモリの謎　　哺乳類が空を飛んだ理由 誠文堂新光社

芦原　　伸 へるん先生の汽車旅行 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 小泉八雲は元祖バックパッカーだった

大阪大学ｼｮｾｷｶﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ドーナツを穴だけ残して食べる方法 大阪大学出版会 ドーナツをアカデミックな目線で分析

黒田　晶 瀬戸内海賊物語ー僕らの宝を探せ！！ 静山社 小さな島で起こったもうひとつの奇跡

大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市・編 岩波講座　日本歴史　１　原始古代１ 岩波書店

大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市・編 岩波講座　日本歴史　６　　中世１ 岩波書店

大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市・編 岩波講座　日本歴史　１０　近世１ 岩波書店

大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市・編 岩波講座　日本歴史　１５　近現代１ 岩波書店

宮木　あや子 校閲ガール ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 出版社が舞台のお仕事エンタメ

折口　良乃 汐汲坂のカフェ・ルナール ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫

一二三　スイ さよなら流星ガール ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫

最相　葉月 セラピスト 新潮社 膨大な取材と証言を通して、病との向き合い方を解く書き下ろし大作

岸見一郎、古賀史健 嫌われる勇気―自己啓発の源流「アドラー」の教え ダイヤモンド社 「人間の悩みは、すべて対人関係の悩みである」と断言するアドラー心理学の教え

ジョーン・Ｇ・ロビンソン 特装版 思い出のマーニー 岩波書店 ジブリ次回映像化作品の原作
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菅井　敏之 お金が貯まるのは、どっち! ? アスコム 元銀行支店長が教えるお金を増やす25の法則

村岡　花子 腹心の友たちへ 河出書房新社 村岡花子が、「腹心の友」に贈る、珠玉のエッセイ集

村岡　花子 曲り角のその先に 河出書房新社 村岡花子　エッセイ集第2弾!

松本公平・鴨下桂子 誰も教えてくれなかった　卵子の話 集英社
すべての人が知っておいたほうがいい『卵子」に関する素朴な疑問に産婦人科医が答
える

浅葉　なつ 神様の御用人２ ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫

仲町　六絵 からくさ図書館来実簿 第2集～冥官・小野篁と陽春の道なしたち～ ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫

真梨　幸子 人生相談。 講談社 ”イヤミス”の旗手が手掛ける連作短編集

片田　珠美 他人を攻撃せずにはいられない人 PHP新書 精神科医が、日常のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝで他人に精神滝ﾀﾞﾒｰｼﾞを負わせるある種の人々を考察する

伊坂　幸太郎 重力ピエロ 新潮社 図書委員　図書だより推薦本

大山　くまお 野原ひろしの名言「クレヨンしんちゃん」に学ぶ幸せの作り方 双葉社 クレヨンしんちゃんのパパの名セリフを集大成した一冊

ジョゼフ・ディレイニー 魔使いの弟子 創元社推理文庫

五十嵐　貴久 消えた少女　吉祥寺探偵物語 双葉文庫 ぶきっちょで熱い探偵の洞察力が冴える新シリーズ第１弾

渋谷　昌三 電車の中を10倍楽しむ心理学 扶桑社 ビジネスにも役立つ实践心理学が満載

武光　誠 日本の古代史　本当は何がすごいのか 扶桑社 これまで語られてこなかった古代のこの国のすごさ

近江　泉美 オーダーは探偵に　謎解き満ちるティーパーティー ﾒﾃﾞｨｱﾜｰｸｽ文庫 高校生探偵美久

乾　ルカ 四龍海域 新潮社 少年たちのある夏の、切なすぎる冒険譚

笹生　洋子 楽園のつくりかた 角川文庫 注目の作家の青春小説

香月　日輪 妖怪アパートの幽雅な日常２ 講談社文庫 第５１回産経自動出版文化賞フジテレビ賞受賞

香月　日輪 妖怪アパートの幽雅な日常３ 講談社文庫 全１０巻

二宮　敦人 暗黒学校（上） アルファポリス 校舎内に取り残された10人の生徒たちのサバイバル・ホラー

二宮　敦人 暗黒学校（下） アルファポリス 校舎内に取り残された10人の生徒たちのサバイバル・ホラー

ジュマ・マリー ２１４０～サープラス・アンナの日記～ ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

ジュマ・マリー ２１４０～ピーター・ピンセントの闘い～ ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ

北村　　薫 八月の六日間 角川書店 北村薫久々の長編最新刊

柚木　麻子 本屋さんのダイアナ 新潮社 強さと切なさを紡ぐ長編

末次　由紀 ちはやふる（1６）～（２０） 講談社コミック 百人一首競技かるたマンガ　　　現在24巻まで刊行　要望多数

大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市・編 岩波講座　日本歴史　２　古代２ 岩波書店

大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市・編 岩波講座　日本歴史　７　中世２ 岩波書店

夏目　漱石 こころ 集英社文庫 432円×10冊

岸見一郎・古賀史健 嫌われる勇気　自己啓発の源流「アドラー」の教え ダイヤモンド社
「アルフレッド・アドラーの思想」について、青年と哲人の対話形式を用いて
まとめる。

坪田　信貴 学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話 KADOKAWA 一人の教師との出会いが、金髪ギャルと家族の運命を変えた。
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大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市・編 岩波講座　日本歴史　11　近世２ 岩波書店

大津透・桜井英治・藤井譲治・吉田裕・李成市・編 岩波講座　日本歴史　１６　近現代２ 岩波書店

末次　由紀 ちはやふる（20）～（２4） 講談社コミック 百人一首競技かるたマンガ　　　現在24巻まで刊行　要望多数

フィリプ・Ｋ・ディック アンドロイドは電気羊の夢を見るか？ ハヤカワ文庫ＳＦ 山校２年ナツの５０冊推薦本

坂井　三郎 大空のサムライ 光人社 山校２年ナツの５０冊推薦本

稲垣　足穂 一千一秒物語 新潮文庫 山校２年ナツの５０冊推薦本

一坂　太郎 司馬遼太郎が描かなかった幕末 集英社新書 山校２年ナツの５０冊推薦本

川畑　恵美子 ちいさなちいさなわが子を看取るＮＩＣＵ「命のベッド」の現場から 光文社 山校２年ナツの５０冊推薦本

齊藤　孝 こども「学問のすすめ」 筑摩書房 山校２年ナツの５０冊推薦本

齊藤　孝 おとな「学問のすすめ」 筑摩書房 山校２年ナツの５０冊推薦本

遠野　りりこ マンゴスチンの恋人 小学館 山校２年ナツの５０冊推薦本

森　博嗣 女王の百年密室 新潮社（文庫） 山校２年ナツの５０冊推薦本

諸富　祥彦 生きていくことの意味ートランスパーソナル心理学・９つのヒントー ＰＨＰ新書 山校２年ナツの５０冊推薦本

新田　次郎 剱岳ー点の記 文春文庫 山校２年ナツの５０冊推薦本

新田　次郎 孤高の人　上 新潮文庫 山校２年ナツの５０冊推薦本

新田　次郎 孤高の人　下 新潮文庫 山校２年ナツの５０冊推薦本

石田　衣良 明日のマーチ 新潮社 山校２年ナツの５０冊推薦本

湯本　香樹实 ポプラの秋 新潮文庫 山校２年ナツの５０冊推薦本

渡辺　京二 逝きし世の面影 平凡社ライブラリー 山校２年ナツの５０冊推薦本

トルストイ 光あるうち光の中を歩め 新潮文庫 山校２年ナツの５０冊推薦本

香川　宜子 アヴェ・マリアのヴァイオリン 角川書店 山校２年ナツの５０冊推薦本

マイケル・ウィリアムス 路上のストライカー 岩波書店 山校２年ナツの５０冊推薦本

長沼　　毅 生命とは何だろう？ 集英社ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 山校２年ナツの５０冊推薦本

芥川　龍之介 河童 集英社文庫 ５冊複本で持ちます

ｸﾚｱ･ｼｯﾌﾟﾏﾝ／ｷｬﾃｨ･ｹｲ ウーマノミクス 星雲社（ｱﾙﾌｧﾎﾟﾘｽ） 山校２年ナツの５０冊推薦本

辻内鏡人、中條　献 キング牧師ー人種の平等と人間愛を求めてー 岩波ジュニア新書

渋谷　裕二 進化しすぎた脳　中高生と語る「大脳生理学」の最前線 講談社 中高生向け、記憶のメカニズム

小泉　吉宏 大掴源氏物語　まろ、ん？ 幻冬舎 これ１冊で「源氏物語」全部を読んだ気になれる！

春日　ゆう 先生と僕ー夏目漱石を囲む人々ー１ ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

春日　ゆう 先生と僕ー夏目漱石を囲む人々ー２ ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

春日　ゆう 先生と僕ー夏目漱石を囲む人々ー３ ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

春日　ゆう 先生と僕ー夏目漱石を囲む人々ー４ ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘｰ

南野　森、内山奈月 憲法主義　　条文には書かれていない本質 ＰＨＰ研究所 気鋭の憲法学者・南野森が、憲法を暗記しているＡＫＢのアイドル・内山奈月に憲法学
を講義。

万城目　学 悟浄出立 新潮社 脇役たちの目線から見る物語

夏目漱石とその友人とのユーモラスな日々を描いた４コマ漫画
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池井戸　潤 銀翼のイカロス ダイヤモンド社 半沢シリーズ第4弾

柴崎　友香 春の庭 文藝春秋 第１５１回直木賞受賞作品

黒川　博行 破門 KADOKAWA 第１５１回芥川賞受賞作品

千早　茜 男ともだち 文藝春秋 第１５１回直木賞受賞最終選考候補作品

貫井　徳郎 私に似た人 毎日新聞出版 第１５１回直木賞受賞最終選考候補作品

有川　　浩 明日の子供たち 幻冬舎 児童養護施設を舞台に仕事の壁、将来の夢、恋の行方を問う

タテノ　カズヒロ マンガ・コサインなんて人生に関係ないと思った人のための数学の話し 中公新書クラレ 素数・黄金比を職場や恋愛シーンで实感する本

内田　康夫 遺譜　上 KADOKAWA 浅見光彦34歳のパーティーで…これがシリーズの完結編なのか？

内田　康夫 遺譜　下 KADOKAWA 浅見光彦34歳のパーティーで…これがシリーズの完結編なのか？

7月校外書店選書分　19冊 生徒選書委員会　報告　NO３　参照


