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僕らが毎日やっている最強の読み方 : 新聞・雑誌・ネット・書籍から
総記＿若い人に贈る読書のすすめ2018
「知識と教養」を身につける70の極意

池上彰, 佐藤優著

東京 : 東洋経済新報社, 2016.12

002.7 ｲｹ

総記＿若い人に贈る読書のすすめ2018 人工知能の核心

羽生善治, NHKスペシャル取材班著

東京 : NHK出版, 2017.3

007.13 ﾊﾌ 新書

総記＿日経ベストセラー20180825

the four GAFA(ガーファ) : 四騎士が創り変えた世界

スコット・ギャロウェイ著 ; 渡会圭子訳

東京 : 東洋経済新報社, 2018.8

007.35 ｷﾔ

総記＿YA朝の読書2018

プログラミングバカ一代

清水亮, 後藤大喜著

東京 : 晶文社, 2015.7

007.35 ｼﾐ

図書館.図書館学＿YA朝の読書2018 バスラの図書館員 : イラクで本当にあった話

ジャネット・ウィンター絵と文 ; 長田弘訳 東京 : 晶文社, 2006.4

016.227 ｳｲ

図書館.図書館学＿YA朝の読書2018 世界一やさしい読書習慣定着メソッド

印南敦史著

東京 : 大和書房, 2017.3

019.12 ｲﾝ

amazon : 世界最先端の戦略がわかる

成毛眞著

東京 : ダイヤモンド社, 2018.8

024.067 ﾅﾙ

おおきく考えよう : 人生に役立つ哲学入門

ペーテル・エクベリ作 ; イェンス・アール
東京 : 晶文社, 2017.10
ボム絵 ; 枇谷玲子訳

100 ｴｸ

心理学＿若い人に贈る読書のすすめ2018 まねる力 : 模倣こそが創造である

齋藤孝著

東京 : 朝日新聞出版, 2017.8

141.3 ｻｲ 新書

心理学＿YA朝の読書2018

考える練習をしよう

マリリン・バーンズ著 ; マーサ・ウェスト
ン絵 ; 左京久代訳. -- 普及版

東京 : 晶文社, 2015.10

141.5 ﾊﾝ

倫理学.道徳＿YA朝の読書2018

あきらめない練習 : 何をやっても続かない自分を変える

植松努著

東京 : 大和書房, 2017.5

159 ｳｴ

倫理学.道徳＿YA朝の読書2018

行き抜いて、息抜いて、生き抜いて。 : 生きる答えが見つかる117の
メッセージ

しみずたいき著

東京 : 大和書房, 2017.8

159 ｼﾐ

倫理学.道徳＿朝日ベストセラー20170806

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと

西原理恵子著

東京 : KADOKAWA, 2017.6

159.6 ｻｲ

植松努著

東京 : PHPエディターズ・グループ ; 東京 :
PHP研究所 (発売), 2017.3

159.7 ｳｴ

図書.書誌学＿日経ベストセラー20180908

哲学＿YA朝の読書2018

倫理学.道徳＿若い人に贈る読書のすすめ2018

「どうせ無理」と思っている君へ : 本当の自信の増やしかた

倫理学.道徳＿若い人に贈る読書のすすめ2018

10年後、君に仕事はあるのか? = Is work still existing in you 10 years
藤原和博著
ahead of you? : 未来を生きるための「雇われる力」

東京 : ダイヤモンド社, 2017.2

159.7 ﾌｼ

伝記＿YA朝の読書2018

極 : 超一流の世界へようこそ!18組の対論

サンケイスポーツ編

東京 : 東京書籍, 2017.9

281 ｻﾝ

伝記＿YA朝の読書2018

世界に感動をあたえた日本人.上

[評論社編]

東京 : 評論社, 2017.4

281 ﾋﾖ 1

伝記＿若い人に贈る読書のすすめ2018 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう

山中伸弥, 羽生善治, 是枝裕和, 山極壽
東京 : 文藝春秋, 2017.2
一, 永田和宏著

281.04 ﾔﾏ 新書

伝記＿YA朝の読書2018

命のビザをいだ男 : 小辻節三とユダヤ難民

山田純大著

東京 : NHK出版, 2013.4

289.1 ｺﾂ

イクバル : 命をかけて闘った少年の夢

キアーラ・ロッサーニ文 ; ビンバ・ランド
マン絵 ; 関口英子訳

東京 : 西村書店東京出版編集部, 2017.9

289.2 ﾏｼ

小口良平著

東京 : 河出書房新社, 2017.5

290.9 ｵｸ

伝記＿YA朝の読書2018

地理.地誌.紀行＿YA朝の読書2018 スマイル! : 笑顔と出会った自転車地球一周157カ国、155,502km
社会科学＿朝日20171029

大人のための社会科 = Invitation to Social Sciences : 未来を語るた 井手英策, 宇野重規, 坂井豊貴, 松沢裕
東京 : 有斐閣, 2017.9
めに
作著

300 ｲﾃ

政治＿朝日広告20180908

アフター・ヨーロッパ : ポピュリズムという妖怪にどう向きあうか

政治＿若い人に贈る読書のすすめ2018 危機の現場に立つ

政治＿YA朝の読書2018

今、世界はあぶないのか?争いと戦争

経済＿YA朝の読書2018

お金の悪魔 : フェおばさんの経済学レクチャー

イワン・クラステフ[著] ; 庄司克宏監訳

東京 : 岩波書店, 2018.8

312.3 ｸﾗ

中満泉著

東京 : 講談社, 2017.7

319 ﾅｶ

ルイーズ・スピルズベリー文 ; ハナネ・カ
東京 : 評論社, 2017.10
イ絵 ; 大山泉訳
H・M・エンツェンスベルガー著 ; 丘沢静
東京 : 晶文社, 2017.5
也, 小野寺舞訳

319.8 ｽﾋ
331 ｴﾝ

経済＿若い人に贈る読書のすすめ2018 成功する人は偶然を味方にする : 運と成功の経済学

ロバート・H・フランク著 ; 月沢李歌子訳 東京 : 日本経済新聞出版社, 2017.3

331 ﾌﾗ

これを知らずに働けますか? : 学生と考える、労働問題ソボクな疑問
社会＿若い人に贈る読書のすすめ2018
30

竹信三恵子著

東京 : 筑摩書房, 2017.7

366.021 ﾀｹ 新書

社会＿YA朝の読書2018

名取寛人著

東京 : 理論社, 2017.8

367.98 ﾅﾄ

スカートはかなきゃダメですか? : ジャージで学校

教育＿若い人に贈る読書のすすめ2018 イラストで学ぶスタディスキル図鑑 : 自ら学習する力をつける

キャロル・ヴォーダマン ほか著 ; 山崎正
大阪 : 創元社, 2017.7
浩訳

379.7 ｳｵ

風俗習慣.民俗学.民族学＿YA朝の読書2018

目からうろこ!本当の意味いわれがわかる冠婚葬祭のことば

ことば舎編著

東京 : 評論社, 2017.1

385 ｺﾄ

風俗習慣.民俗学.民族学＿YA朝の読書2018

魔女学校の教科書 = Lehrbuch fr Hexenschule

西村佑子作

東京 : 静山社, 2017.7

387 ﾆｼ

数学＿YA朝の読書2018

数の悪魔 算数・数学が楽しくなる12夜

ハンス・マグヌス・エンツェンスベルガー
晶文社 1998
著 ロートラウト・ズザンネ・ベルナー 絵

410.4 ｴﾝ

生物科学.一般生物学＿毎日出版文化賞2018

性の進化史 : いまヒトの染色体で何が起きているのか

松田洋一著

467.3 ﾏﾂ

ちいさな虫のおおきな本

ユーヴァル・ゾマー著 ; バーバラ・テイ
ラー監修 ; 小松貴 日本語版監修 ; 神田 東京 : 東京書籍, 2017.9
由布子訳

486 ｿﾏ

動物学＿若い人に贈る読書のすすめ2018 バッタを倒しにアフリカへ

前野ウルド浩太郎著

東京 : 光文社, 2017.5

486.45 ﾏｴ 新書

動物学＿YA朝の読書2018

ひみつのゴマちゃん : ゴマダラチョウの不思議な生活

成瀬つばさ著 ; 新里達也監修

東京 : 晶文社, 2017.7

486.8 ﾅﾙ

動物学＿YA朝の読書2018

エナガの一生

松原卓二文 ; 萩岩睦美絵

東京 : 東京書籍, 2017.9

488.99 ﾏﾂ

動物学＿YA朝の読書2018

ツシマヤマネコ飼育員物語 : 動物園から野生復帰をめざして

キムファン著

東京 : くもん出版, 2017.10

489.53 ｷﾑ

医学.薬学＿YA朝の読書2018

元気な脳が君たちの未来をひらく : 脳科学が明かす「早寝早起き朝ご
川島隆太著
はん」と「学習」の大切さ

東京 : くもん出版, 2012.10

491.371 ｶﾜ

医学.薬学＿YA朝の読書2018

死体鑑定医の告白

上野正彦著

東京 : 東京書籍, 2017.7

498.94 ｳｴ

技術.工学＿朝日ベストセラー20180428 大予測次に来るキーテクノロジー.2018ｰ2019

城田真琴著

東京 : 日本経済新聞出版社, 2018.1

507 ｼﾛ

技術.工学＿YA朝の読書2018

開城工団の人々 : 毎日小さな統一が達成される奇跡の空間

キムジニャン, カンスンファン, イヨング,
キムセラ著 ; 塩田今日子訳

東京 : 地湧社, 2017.3

509.221 ｷﾑ

機械工学.原子力工学＿日経ベストセラー20180714

トヨタ現場の「オヤジ」たち

野地秩嘉著

東京 : 新潮社, 2018.6

537.067 ﾉｼ 新書

機械工学.原子力工学＿YA朝の読書2018

宇宙を仕事にしよう!

村沢譲著

東京 : 河出書房新社, 2016.11

538.9 ﾑﾗ

水力発電が日本を救う ; ふくしまチャレンジ編

竹村公太郎監修 ; 福島水力発電促進
会議編

東京 : 東洋経済新報社, 2018.8

543.3 ﾀｹ

本間義広著

東京 : 総合法令出版, 2018.5

588.97 ﾎﾝ

ホームライフ取材班編

東京 : 青春出版社, 2018.7

590 ﾎﾑ 新書

マキ著

東京 : 大和書房, 2017.5

590 ﾏｷ

山口路子著

東京 : 大和書房, 2017.10

593.3 ﾔﾏ 文庫

坂田阿希子著

動物学＿YA朝の読書2018

電気工学.電子工学＿朝日ベストセラー20180901

製造工業＿朝日ベストセラー20180602 ラーメンスープで世界を救う
家政学.生活科学＿日経ベストセラー20180714

日本人の9割がやっている残念な習慣

家政学.生活科学＿YA朝の読書2018 母から子に伝えたい持たない四季の暮らし
家政学.生活科学＿朝日ベストセラー20180421

ココ・シャネルの言葉

家政学.生活科学＿YA朝の読書2018 お弁当教本 = Bento Making

東京 : 新潮社, 2018.5

東京 : 東京書籍, 2017.2

596.4 ｻｶ

家政学.生活科学＿朝日ベストセラー20180304

面倒くさがりの自分を認めたら部屋がもっとキレイになりました : 三日
わたなべぽん著
坊主の後回し虫退治術

東京 : KADOKAWA, 2018.2

597.5 ﾜﾀ

産業＿YA朝の読書2018

目でみる単位の図鑑 = The Visual Guide to Units

丸山一彦監修 ; こどもくらぶ編

東京 : 東京書籍, 2014.8

609 ﾏﾙ

商業＿朝日ベストセラー20180512

小さくても勝てます

さかはらあつし著

東京 : ダイヤモンド社, 2017.12

673.96 ｻｶ

商業＿若い人に贈る読書のすすめ2018

商業＿日経ベストセラー20180630
通信事業＿YA朝の読書2018

マルカン大食堂の奇跡 : 岩手・花巻発!昭和なデパート大食堂復活ま
北山公路著
での市民とファンの1年間
マーケティングとは「組織革命」である。 : 個人も会社も劇的に成長す
森岡毅著
る森岡メソッド
11歳からの正しく怖がるインターネット : 大人もネットで失敗しなくなる
小木曽健著
本

東京 : 双葉社, 2017.5

673.97 ｷﾀ

[東京] : 日経BP社 ; 東京 : 日経BPマーケティ
675 ﾓﾘ
ング (発売), 2018.5
東京 : 晶文社, 2017.2

694.5 ｵｷ

芸術.美術＿YA朝の読書2018

美術ってなあに? : 'なぜ?'から広がるアートの世界

スージー・ホッジ著 ; 小林美幸訳

東京 : 河出書房新社, 2017.9

700 ﾎﾂ

芸術.美術＿YA朝の読書2018

すごいぞ!ニッポン美術

結城昌子文

東京 : 西村書店東京出版編集部, 2017.11

702.1 ﾕｳ

ヘザー・アレグザンダー文 ; メレディス・
ハミルトン絵 ; 千足伸行監訳 ; 野沢佳 東京 : 西村書店東京出版編集部, 2017.5
織訳
サム・タプリン文 ; マット・ダーバー, ヤス
ミン・フォークナー, ハンリ・ヴァン・ワイ
東京 : 東京書籍, 2017.7
ク, ステファニー・ジョーンズ絵 ;[神田由
布子][訳]

芸術.美術＿YA朝の読書2018

子どものための美術史 : 世界の偉大な絵画と彫刻

絵画.書道＿YA朝の読書2018

101のビジュアル・イリュージョン

絵画.書道＿YA朝の読書2018

江戸猫 : 浮世絵猫づくし

稲垣進一, 悳俊彦著

東京 : 東京書籍, 2010.5

721.8 ｲﾅ

絵画.書道＿YA朝の読書2018

毎日が楽しくなる手帳イラストが描ける本

坂本奈緒著

東京 : 大和書房, 2016.10

726.507 ｻｶ

絵画.書道＿YA朝の読書2018

キツネとねがいごと

カトリーン・シェーラー作 ; 松永美穂訳

東京 : 西村書店東京出版編集部, 2017.5

726.6 ｼｴ

絵画.書道＿YA朝の読書2018

ぼくたちが越してきた日からそいつはそこにいた

演劇.映画＿YA朝の読書2018

劇場ってどんなところ?

演劇.映画＿YA朝の読書2018

ネガティブに生きる。 : ヒロシの自虐的幸福論

ヒロシ著

東京 : 大和書房, 2016.12

779.14 ﾋﾛ

スポーツ.体育＿YA朝の読書2018

奇跡の夢ノート

石黒由美子著

東京 : 日本放送出版協会, 2010.8

785.26 ｲｼ

スポーツ.体育＿YA朝の読書2018

僕のジロ・デ・イタリア

山本元喜著

東京 : 東京書籍, 2017.7

786.5 ﾔﾏ

日本語＿YA朝の読書2018

学校では教えてくれないゆかいな日本語

今野真二著

東京 : 河出書房新社, 2016.8

810 ｺﾝ

日本語＿朝日ベストセラー20180414 大人の語彙力ノート : 誰からも「できる!」と思われる

齋藤孝著

東京 : SBクリエイティブ, 2017.9

814 ｻｲ

日本語＿YA朝の読書2018

目からうろこ!会話に役立つ故事ことわざ四字熟語

中村博英著

東京 : 評論社, 2017.2

814.4 ﾅｶ

英語＿朝日ベストセラー20180721

Jumpｰstart! : 英語は39日でうまくなる!

高山英士著

東京 : Linkage Club, 2017.9

830 ﾀｶ

英語＿朝日ベストセラー20180721

TOEIC L&R TEST出る単特急金のフレーズ

TEX加藤著

東京 : 朝日新聞出版, 2017.1

830.79 ﾃﾂ

英語＿朝日ベストセラー20180721

英単語の語源図鑑 : 見るだけで語彙が増える

東京 : かんき出版, 2018.5

834 ｼﾐ

英語＿朝日ベストセラー20180407

日本人の9割が知らない英語の常識181

ローダ・レヴィーン文 ; エドワード・ゴー
東京 : 河出書房新社, 2016.9
リー絵 ; 柴田元幸訳
フロランス・デュカトー文 ; シャンタル・ペ
タン絵 ; 岡室美奈子 日本語版監修 ; 野 東京 : 西村書店東京出版編集部, 2017.1
坂悦子訳

清水建二, すずきひろし著 ; 本間昭文
イラスト
キャサリン・A・クラフト著 ; 里中哲彦編
訳

702.8 ｱﾚ

720 ﾀﾌ

726.6 ﾚｳ
771 ﾃﾕ

東京 : 筑摩書房, 2018.3

837.8 ｸﾗ 新書

世界一簡単なフランス語の本 : すぐに読める、読めれば話せる、話せ
フランス語＿日経ベストセラー20180526
中条省平著
ば解る!

東京 : 幻冬舎, 2018.3

850 ﾁﾕ 新書

日本文学＿YA朝の読書2018

坂村真民 詩 ; 海野阿育絵

東京 : 鈴木出版, 1989.5

911.56 ｻｶ

日本文学＿朝日ベストセラー20121209 旅猫リポート

有川浩著

東京 : 文藝春秋, 2012.11

913.6 ｱﾘ

日本文学＿映画化原本2018

空飛ぶタイヤ

池井戸潤著

東京 : 実業之日本社, 2008.8

913.6 ｲｹ 2F情報ｾﾝﾀｰ書
庫

日本文学＿若い人に贈る読書のすすめ2018

走狗

伊東潤著

東京 : 中央公論新社, 2016.12

913.6 ｲﾄ

日本文学＿映画化原本2018

億男 = Million Dollar Man

川村元気著

東京 : マガジンハウス, 2014.10

913.6 ｶﾜ

日本文学＿朝日ベストセラー20160828 コーヒーが冷めないうちに

川口俊和著

東京 : サンマーク出版, 2015.12

913.6 ｶﾜ

日本文学＿日経ベストセラー20180721 万引き家族

是枝裕和著

東京 : 宝島社, 2018.6

913.6 ｺﾚ

日本文学＿直木賞2018

ファーストラヴ = FIRST LOVE

島本理生著

東京 : 文藝春秋, 2018.5

913.6 ｼﾏ

日本文学＿映画化原本2018

君の膵臓をたべたい

住野よる著

東京 : 双葉社, 2015.6

913.6 ｽﾐ

日本文学＿朝日ベストセラー20170402 か「」く「」し「」ご「」と「

住野よる著

東京 : 新潮社, 2017.3

913.6 ｽﾐ

日本文学＿芥川賞2018

送り火

高橋弘希著

東京 : 文藝春秋, 2018.7

913.6 ﾀｶ

日本文学＿本屋大賞2018

かがみの孤城 = THE SOLITARY CASTLE IN THE MIRROR

辻村深月著

東京 : ポプラ社, 2017.5

913.6 ﾂｼ

日本文学＿映画化原本2018

散り椿

葉室麟[著]

東京 : KADOKAWA, 2014.12

913.6 ﾊﾑ 文庫

日本文学＿日経ベストセラー20120411 ナミヤ雑貨店の奇蹟

東野圭吾著

東京 : 角川書店 ; 東京 : 角川グループパブ
リッシング (発売), 2012.3

913.6 ﾋｶ 2F情報ｾﾝﾀｰ書
庫

日本文学＿日経ベストセラー20180818 未来のミライ

細田守[著]

東京 : KADOKAWA, 2018.6

913.6 ﾎｿ 文庫

日本文学＿映画化原本2018

三上延 [著]

東京 : アスキー・メディアワークス, 2011.3

913.6 ﾐｶ 1 文庫

日本文学＿朝日ベストセラー20180421 羊と鋼の森

宮下奈都著

東京 : 文藝春秋, 2018.2

913.6 ﾐﾔ 文庫

日本文学＿映画化原本2018

孤狼の血

柚月裕子著

東京 : KADOKAWA, 2015.8

913.6 ﾕｽ

日本文学＿若い人に贈る読書のすすめ2018

孤独論 : 逃げよ、生きよ

田中慎弥著

東京 : 徳間書店, 2017.2

914.6 ﾀﾅ

日本文学＿YA朝の読書2018

言葉を使いこなして人生を変える

はあちゅう著

東京 : 大和書房, 2017.2

914.6 ﾊｱ

日本文学＿若い人に贈る読書のすすめ2018

知らなかった、ぼくらの戦争

アーサー・ビナード編著

東京 : 小学館, 2017.4

916 ﾋﾅ

日本文学＿YA朝の読書2018

そんな軽い命なら私にください : 余命ゼロいのちのメッセージ

渡部成俊著

東京 : 大和書房, 2007.8

916 ﾜﾀ

中国文学.その他の東洋文学＿YA朝の読書2018

ピンポン

パクミンギュ著 ; 斎藤真理子訳

東京 : 白水社, 2017.6

929.13 ﾊｸ

英米文学＿YA朝の読書2018

百万ポンド紙幣 : マーク・トウェインショートセレクション

マーク・トウェイン作 ; 堀川志野舞訳 ; ヨ
東京 : 理論社, 2017.2
シタケシンスケ絵

933.6 ﾄｳ

英米文学＿YA朝の読書2018

ぼくはO・C・ダニエル

ウェスリー・キング作 ; 大西昧訳

933.7 ｷﾝ

花一輪の宇宙

ビブリア古書堂の事件手帖 ; [1] [栞子さんと奇妙な客人たち]

英米文学＿YA朝の読書2018

楽しい川辺

英米文学＿YA朝の読書2018

タイガー・ボーイ

英米文学＿YA朝の読書2018

EVERYTHING,EVERYTHING : わたしと世界のあいだに

フランス文学＿YA朝の読書2018
フランス文学＿YA朝の読書2018

東京 : 鈴木出版, 2017.10

ケネス・グレアム作 ; ロバート・イングペ
東京 : 西村書店東京出版編集部, 2017.4
ン絵 ; 杉田七重訳
ミタリ・パーキンス作 ; ジェイミー・ホーガ
東京 : 鈴木出版, 2017.6
ン絵 ; 永瀬比奈訳
ニコラ・ユン著 ; 橋本恵訳

東京 : 静山社, 2017.5

怪盗ルパン謎の旅行者 = Arsne Lupin Le mystrieux voyageur : ルブ モーリス・ルブラン作 ; 平岡敦訳 ; ヨシタ
東京 : 理論社, 2016.12
ランショートセレクション
ケシンスケ絵
アントワーヌ・コンパニョン著 ; 山上浩嗣,
寝るまえ5分のモンテーニュ : 「エセー」入門
東京 : 白水社, 2014.11
宮下志朗訳

933.7 ｸﾚ
933.7 ﾊｷ
933.7 ﾕﾝ
953.7 ﾙﾌ
954.5 ｺﾝ

スペイン文学＿YA朝の読書2018

虹色のコーラス

リュイス・プラッツ著 ; 寺田真理子訳

東京 : 西村書店東京出版編集部, 2017.5

963 ﾌﾗ

イタリア文学＿YA朝の読書2018

不在の騎士 : 我々の祖先

イタロ・カルヴィーノ著 ; 米川良夫訳

東京 : 白水社, 2017.3

973 ｶﾙ

チェーホフ作 ; 小宮山俊平訳 ; ヨシタケ
東京 : 理論社, 2017.2
シンスケ絵

983 ﾁｴ

ロシア・ソヴィエト文学＿YA朝の読書2018 大きなかぶ : チェーホフショートセレクション

