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推 薦 者 書　名 著 者 名

1 苦悩の英雄ベートーヴェンの生涯 改版 ロマン・ローラン

2 19歳の君へ : 人が生き、死ぬということ 日野原 重明ほか編著

3 宮﨑　正史 学長 科学哲学への招待 野家 啓一

4 芥川　元喜 先生 成長する教師 : 教師学への誘 (いざな) い 浅田 匡ほか編

5 池上　奨 先生
さあ、才能 (じぶん) に目覚めよう

 : あなたの5つの強みを見出し、活かす
マーカス・バッキンガムほか

6 岡本　泰弘 先生 宮本武蔵 吉川 英治

7 フェルマーの最終定理 サイモン・シン

8 八日目の蝉 角田 光代

9 感情的にならない気持ちの整理術 和田 秀樹 

10 「国家英雄」が映すインドネシア 山口 裕子ほか編著

11 野村再生工場 : 叱り方、褒め方、教え方 野村 克也 

12 川村　高歩 先生 働くひとのためのキャリア・デザイン 金井 壽宏 

13 岸本　秀一 先生 高慢と偏見 上・下 ジェーン・オースティン

14 木村　正信 先生 わたしを離さないで カズオ・イシグロ

15 佐々木　達也 先生 残心 : Jリーガー中村憲剛の挑戦と挫折の1700日 飯尾 篤史

16 風の谷のナウシカ 宮崎 駿

17 数字のモノサシ : 絵で見る数字の感じ方 寄藤 文平

18 断片的なものの社会学 岸政彦

19 曽我　千春 先生 高齢期社会保障改革を読み解く 社会保障政策研究会編

20 Life Shift (ライフシフト) : 100年時代の人生戦略 リンダ・グラットンほか

21
Lean in (リーン・イン)

 : 女性、仕事、リーダーへの意欲
シェリル・サンドバーグ

坂野　光俊 理事

上ノ山　賢一 先生

川島　哲 先生

佐々木　康成 先生

辰島　裕美 先生
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22 張　淼 先生 バカの壁 養老 孟司

23 中村　朱美 先生 星の王子さま サン=テグジュペリ

24 中本　義徳 先生 攻めるロングセラー : パインアメ「中の人」の心得 係長マッキー

25 花田　真一 先生 ゲド戦記 ル=グウィン作

26 花田　真一 先生 サムエルソン 経済学 上・下 P.サムエルソンほか

27 馬場　治 先生 華岡青洲の妻 有吉 佐和子

28 藤井　浩明 先生 日本を捨てた男たち : フィリピンに生きる「困窮邦人」 水谷 竹秀

29 連　桃季恵 先生 人は皮膚から癒される 山口 創

30 本康　宏史 先生 岩波新書の歴史 鹿野 政直

31 伊藤　暢洋 さん 夢をかなえるゾウ 水野 敬也 

32 受川　七枝 さん 一日江戸人 杉浦 日向子

33 奥村　克司 さん 三毛猫ホームズの推理 赤川 次郎

34 鹿渡　三千代 さん 十角館の殺人 綾辻 行人

35 子どもの心に光を灯す : 父母と教師はいま何をなすべきか 東井 義雄

36 繁栄の法則 : 戸が笑う 北川 八郎

37 髙村　知美 さん サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福 上・下 ユヴァル・ノア・ハラリ

38 田辺　栄 さん 午後には陽のあたる場所 菊池 桃子

39 中道　美那 さん みをつくし料理帖 高田 郁

40 福田　俊成 さん 数の悪魔 : 算数・数学が楽しくなる12夜 普及版
ハンス・マグヌス

エンツェンスベルガー

41 エッジ 上・下 鈴木光司

42
人は自分が期待するほど、自分を見ていてはくれないが、

がっかりするほど見ていなくはない
見城徹ほか

43 百津　優里さん 本日は、お日柄もよく 原田マハ

44 若林　慶吾さん アイデアのつくり方 ジェームス・W・ヤング

45 H・T さん 劒岳 : 点の記 新版 新田 次郎原作

46 M・H さん Q人生って? よしもと ばなな

47 一冊でわかる百人一首 吉海 直人監修

48 マンガでわかる乳がん : 乳がんと診断されたとき 山内　英子監修

49 出村　久美子 僕とおじいちゃんと魔法の塔 香月 日輪

50 役山　千尋 今日もていねいに。 : 暮らしのなかの工夫と発見ノート 松浦 弥太郎

村上　勝 さん

N さん

小山　裕之 さん

本と素敵な出会いを


