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関西外大のみなさんにおすすめの本を聞きました！

外大生の
回答総数

人気作家(日本)ランキング

2014 年度

著者名

1. 東野圭吾
2.
3.

小説―日本の作家

171 件 ご協力ありがとうございました！

冊

回答数

11

百田尚樹
湊かなえ

6
4

『地獄変 ; 偸盗』

芥川龍之介著 ❚2F 文庫 913.6/A39

✍ルイ・スペイン
✎ちょっとホラーみたいな場面があるので、ホラーや不気味
な感じが苦手な人は読まない方がいいかな…？でも、好き
な人にはおすすめ！！読んでいるうちに不思議とその話の
世界にいるような気分になれる！！！人生というか、人間
というものを見つめ直す本という感じがします。

『ハッピーバースデー』
青木和雄, 吉富多美作著 ❚3F 一般図書,書庫 913.6/A53

『The giver』シリーズ Lois Lowry 著

5

『Harry Potter』シリーズ J.K. Rowling 著

4

✍ペンネーム・英米
✎小学校時代に本屋さんに通っては立ち読みした児童書で
すが、いまだに感動したことを覚えています。はじめは心の
叫びを誰にも打ち明けられず、孤独だった主人公が日々強
くなってゆく姿を通して、自分を見つめ直すことが出来てい
るのではないでしょうか。いじめが問題となっている今にぜ
ひ読むべき一冊です。

『永遠の 0(ゼロ)』 百田尚樹著

4

『書店ガール』

注目作品ランキング
タイトル

回答数

『The last lecture』

Randy Pausch 著

18

碧野圭著 ❚2F 文庫 913.6/A55/1, 2,3

内容の見方

✍くきもつ・スペイン
✎本屋さんの日常に起こる様々な出来事が面白く、詳しくド
ラマチックに描かれており読んでいてとても楽しい一冊でし
た。

『本のタイトル』

『阪急電車』

著者 ❙図書館での所蔵

✍アンケートを書いてくれた人・所属*
✎おすすめコメント
（おすすめコメントは原文を尊重して掲載しています）

*) 所属 英語キャリア＝英語キャリア学部
英米＝外国語学部英米語学科
スペイン＝外国語学部スペイン語学科
短大＝短期大学部

本の探し方
▮ 図書館での所在

☜ココに注目

〈例〉⇒❙ 2F 文庫

配置場所

図書館学術情報センター
＜2015.3＞

913.6/H55
請求記号

有川浩著 ❚2F 文庫 913.6/A71

✍・スペイン
✎学年・年齢・性別関係なく全ての人が楽しめる本だと思い
ます。小説が苦手な人でも夢中になって読める本だと思い
ます。本のタイトルにある通り阪急電車に乗っている人達・そ
の沿線に住んでいる人達のいろいろなストーリーです。自分
の身に置き換えて読めるので読んでいて楽しいです。阪急
電車は利用している外大生も多いのでとても親近感を持っ
て読めると思います。
✍さんぱら・キャリア
✎関西に住んでいる人、特に阪急電車を利用している人に
読んで欲しいです。色んな人が主人公で話がリレーのように
バトンタッチされていきます。これを読んでから阪急電車に
乗って実際に見に行くのもオススメです！

2015 年 外大生の 1 冊

『命の後で咲いた花』

綾崎 隼著❚発注中

✍ハルナ・キャリア
✎大きく第一部・第二部に分かれており、所々に引かれた伏
線を全て綺麗に回収し読後にスッキリできます。恋愛ですが
「どうして」や「なぜ」と少しミステリーっぽいのでさくさく読
めます。

『アコギなのかリッパなのか

Pick Up!

『永遠の 0(ゼロ)』百田尚樹著
❚2F 文庫,3F 一般図書 913.6/H99

✍もりたん・英米
✎百田さんのデビュー作で昨年映画が公開されました。はじ
めはつまらないと思うかもしれませんが読み進むにつれて
涙があふれてきます。

佐倉聖の事件簿』

畠中恵著 ❚2F 文庫 913.6/H41

✎苦労人で少しお人良しの主人公が様々な事件にまきこま
れていく。推理物だけどテンポよく軽く読める。日常の思い
込みなどを少し皮肉的につついていく。自分の周りは？と見
直すきっかけになるかも。（ならないかもしれない…（笑））

Pick Up!

✍・スペイン
✎今、恋人がいるまた、好きな人がいる人に読んでもらいた
いです（男女問わず）。そうでない人もぜひ読んで下さい！
✍ぴー・キャリア
✎家族や友達、周りの人の大切さに改めて気付くことが出
来る本です！

東野圭吾作品

『パラドックス１３』

百田尚樹作品

東野圭吾著

『モンスター』

❚2F 文庫 913.6/H55

百田尚樹著 ❚2F 文庫 913.6/H99

✍A・キャリア
✎生と死について考えさせられる本です。危機的状況下で
の様々な選択、境遇の違う人々との関わりなど、最後までド
キドキが止まらない作品です。刺激の欲しい人はぜひ読んで
みて下さい。

✍・スペイン
✎次の展開が気になってすぐに読んでしまいました。

『手紙』

『花の鎖』

Pick Up!

東野圭吾著❚2F 文庫 913.6/H55

湊かなえ作品
湊かなえ著❚2F 文庫 913.6/Mi39

✍・スペイン
✎年齢・性別関係なく、どんな人にでも読んでほしい。東野さ
んの作品はいったん読み始めるととまらないです。家族の大
切さ、犯罪について考えなおせます。ラストシーンを想像する
とすごくむなしいです。

✍からあげ棒・英米
✎湊かなえさんの他の作品である「告白」や「贖罪」などの
ような復讐系の話とは全く雰囲気の違うストーリーです。ラ
ストにすべてがつながるところがすっきりするのでぜひ読ん
でみてください。

✍・スペイン
✎加害者家族が主人公の話。いろんな人との出会いが家族
のせいでこわれていく。その中でも一緒に戦ってくれる人に
も出会い、考え方を正してくれる人にも出会う。人の考え方
を客観的に考えたい人におすすめ

『少女』

『秘密』

✍さゆちゃん・キャリア
✎ドラマを観ていて、おもしろくて読みました。日常でもおこ
りそうなことが事件になるので、ハラハラする！

湊かなえ著❚2F 文庫 913.6/Mi39

✍あやちゃん・キャリア
✎告白（湊かなえ）の本や映画を見た人におすすめです。ラ
ストまで一気に読み進めてしまうほどスリルがあります。

『夜行観覧車』

東野圭吾著 ❚2F 文庫 913.6/H55

✍DJ KOO・キャリア
✎色んな人生があると夢をみれるものだ。とても夢がある。
本当にあれば、自分がどうするか。答えのないものなので、
色んな人が楽しんで読めると思います。

『N のために』

湊かなえ著 ❚2F 文庫 913.6/Mi39

湊かなえ著❚2F 文庫

913.6/Mi39

✍りかこす・英米
✎映像化される前に本を読み、今、ドラマ化もされています。
ミステリーというよりは、人間関係や人の心理など、奥深く
てよかったです。

✍Minami・スペイン
✎すごい感動するしおもしろいので本が苦手な人も読みや
すいと思います。苦手やけどちょっとよんでみようかなーと
思う人におすすめ。

『妖怪アパートの幽雅な日常』

『容疑者 X の献身』

香月日輪著❚2F 文庫 913.6/Ko99

東野圭吾著 ❚2F 文庫,3F 一般図書 913.6/H55

✍akafukuroh・スペイン
✎１人の少年の高校生活を描いた内容ではあるが学校での
生活はあまりなく、彼の住むアパートでのシーンが印象的。
多くの”大人”たちが登場し、今の大人が言ってくれない、教
えてくれない、けれどとても大切なことを伝える、そんな作
品です！

✍姫路城・英米
✎ミステリーだけど、感動する結末で、とてもおもしろかった。
人生とは何か、人の命というものを考えさせられる作品だっ
たと思う。
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『しあわせのパン』

『東京バンドワゴン』

三島有紀子著 ❚2F 文庫 913.6/Mi53

✍ペペペペンタゴン・スペイン
✎同じ人たちおなじ場所の話だが、短編になっているのでス
ラスラ読める。僕はつかれたときに読んで気持ちが和んだ。
せかせかした毎日の僕にはとてもうらやましく、またリラック
スできる作品であった。一つ一つのエピソードに感動もある
ので大好きな作品です。

『ブレイブ・ストーリー』

小路幸也著 ❚2F 文庫 913.6/Sh96

✍たいきさとう・英米
✎この本には色々な人生の教訓がつまっています！どんな
教訓だったかは忘れてしまったんですけど、とても役に立つ
ものだったはずです！本当に個性的なキャラクターたちが
出てきてあきずに読むことができる上に人生について考え
させてくれるとても良い本だと思います！

宮部みゆき著 ❚2F 文庫 913.6/Mi71

✍木津 拓真・スペイン
✎本当にたいせつな物が何か分かります。

『夢をかなえるゾウ』

2015 年
映画化!

『悼む人』

天童荒太著
❚2F 文庫,3F 一般図書 913.6/Te35

水野敬也著 ❚2F 文庫 913.6/Mi96

✍ゾウ・英米
✎今の自分を変えたいと思っている人や、何か人と違うこと
がしたい、と思っている人にぜひ読んでほしいです。

✍REIJI.・キャリア
✎死について改めて深く考えさせられる。実際に主人公のよ
うな人物がいるのだろうか？本の表紙から大きなインパクト
があり、また表紙と内容がどのようにリンクしているか考え
てみるのもおもしろいと思う。

『星に願いを、月に祈りを』中村航著
❚2F 文庫 913.6/N37

✍Kyotonootome・スペイン
✎ぜったい読むべき！！だれがよんでも感動します！！！
最後にすべての話がむすびつきます！！！！！

『村上海賊の娘』

和田竜著
❚3F 一般図書 913.6/W12/1,2

✍KSK・キャリア
✎歴史小説なら絶対に読むべき一冊。時間を忘れて、読んで
しまうこと間違いなしです!!

『西の魔女が死んだ』梨木香歩著
❚2F 文庫,3F 一般図書 913.6/N55

✍アガテちゃん・英米
✎西の魔女が死ぬシーンは涙が止まりませんでした。役立つ
ことも多いので、ぜひ読んでほしいです。

『スイッチを押すとき』

✍じゃこ・キャリア
✎最初の１，２ページで「こわい」という印象をもち、読むのを
やめようかと思いましたが、少し読みすすめると、もう読む
のを途中でやめられなくなるほど夢中になります。普段、滅
多に本を読まない私が、最後まで読めたほど、おもしろかっ
たのでぜひたくさんの方に読んでほしいという思いから、こ
の本を選びました。

✍あーこ・キャリア
✎「ニシノマジョカラ ヒガシノマジョヘ オバアチャンノタ
マシイ、ダッシュツ、セイコウ」という言葉が読んだ人にしか
理解出来ない奥深さがあって、とても印象に残っている。お
ばあちゃんが危篤になる２年前、まいは入学したてで不登校
になり、イギリス人の魔法使いのおばあちゃんの元で魔女に
なるための修行をすることになったが、その修業は"何でも
自分で決める"ということだった。まいとおばあちゃんが繰り
広げる日常が最終的にとても感動できるものとなる。

『文鳥 ; 夢十夜』

『キッチン』

吉本ばなな著 ❚2F 文庫 913.6/Y91

✍K.T.・英米
✎登場人物が皆温かく、読んでいてとてもほっこりします。
恋愛や人生についての話ですが、恋愛ものが苦手な人でも
読めるような内容です。

夏目漱石著 ❚2F 文庫 913.6/N58

✍unknown・スペイン
✎十夜に区切って夢の内容を描写的に書いた本です。後半
に行くにつれて少し言葉の言い回しがきつくなっていきます
が、短く区切られているのでとても読み易いです。

『博士の愛した数式』

山田悠介著

❚2F 文庫 913.6/Y19

『瓶詰の地獄』

夢野久作著 ❚2F 文庫 913.6/Y97

✍あまこ♡・スペイン
✎３通の手紙により明らかになった兄妹の無人島 LIFE!!
結末に鳥肌。

小川洋子著❚2F 文庫 913.6/O24

✍P ち・スペイン
✎「僕の記憶は８０分しかもたない」この言葉が持つ意味に
驚きや感動を与えられます。読みはじめも、読んでいる途中
も、読後も、優しい気持ちになれます。博士のこどもに対する
愛情がとてもあたたかく、発する言葉の１つ１つに重みがあり、
自分もこの人のようにやさしく人に接したいと思いました。
命について考えさせられる。感動します！
✍みほちん・キャリア
✎読んでいくと自然と心が温まり、他人にも優しさをもって
接することがどれほど大切なのかを教えてくれる一冊です。
この本は、なかなか人に素直になれない人や、大切にしたい
と思える人がいる人に特に読んで頂きたいです。
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『忘れられた花園』

小説―海外の作家

ケイト・モートン著 ❚3F 一般図書 933/Mo79/1, 2

✍咲子・スペイン
✎女性向きだと思います。ハードの上下巻なので最初は少し
重いかな？と思いますが、読み始めると気にならなくなるく
らい世界に入ることができるので初見であきらめず読んで
ほしいです。

『ロミオとジュリエット』
シェイクスピア著 ❚2F 文庫 932/Sh12/ROM

✍Josephine♡♡・英米
✎恋愛劇といえば『ロミオとジュリエット』というほど有名な
ので、一度は読んでおくべき本だと思います！２人の出会い
のシーンのソネットやバルコニーでの愛の告白は、シェイクス
ピアの素晴らしい詩とともに気持ちが入りこんできてとても
感動します。若さゆえの危ない感じの恋愛感がとてもステキ
で、悲しいです。悲劇と分かっていながら、二人のピュアな気
持ちに触れるので何とも言えない悲しい気持ちになります。
世界的に有名な最高の恋愛を是非読んで下さい。

『Divergent』

Pick Up!

『銀河ヒッチハイク・ガイド』

933/R74//BEST

Harry Potter

『ハリー・ポッター』【シリーズ】

J.K.ローリング著
❚2F Popular, 文庫, 3F 一般図書 933/R78

ダグラス・アダムス著 ❚2F 文庫 933/A16

✍el mono・スペイン
✎使える魔法がたくさんのってます！USJ のハリーポッター
エリアに行くなら、まずは、ハリー・ポッターの本を読んで、ハ
リー・ポッターの世界を知ってから行った方がたのしめます！

✍Den-Jiro・英米
✎言い回しが、いかにも英国人の作家だなぁと思わせる作
品です。いたる所で見られるブリティッシュジョークがニヒル
な笑いを誘います。僕がこの作品でおもしろいと感じた設定
の一つに“地球人は自分達が一番地球でかしこいと思ってい
るが、実は３番目で２番目はイルカ”というのがあります。こ
んな感じの変わった視点に魅かれる人にオススメです！！

『天使と悪魔』

Veronica Roth 著 ❚ 2F Popular

✍smores・キャリア
✎I liked the book Divergent and I want to read the sequel.

✍・英米
✎映画と違うところも少しあって、とても面白いと思います。
英語の本に憧れるという意味でも良いと思います。

ダン・ブラウン著 ❚2F 文庫 933/B71

✍・スペイン
✎歴史や美術とか好きな人に読んでほしいです。ミステリー
で、すごく面白いです。

✍HAPPY・スペイン
✎1～7 巻まであるけど、それが１つ１つ繋がっていて、細かい
設定がしっかりしている。映画だけじゃなくて本も読んでほし
い。映画では飛ばされている大事なこともいっぱいある。

『The hunger games』
Suzanne Collins 著❚2F Popular 933/C84//BEST

✍おっきー・スペイン
✎英語の教材としてこの本を知りました。長くて少し難しい
ですが、読めば読むほど話の内容がつかめます。はらはらし
たり、たまに恋愛があったり、老若男女、誰でも楽しめる本に
なっています。

✍ラララ・キャリア
✎映画も本もとてもおもしろいです。まだ知らない人は、リス
ニングの練習だと思って映画から見始めてみるのもいいで
すよ。私自身も中学生の頃に映画を見て、英語を学び始めま
した。本も映画には出ていない部分もたくさんあるので楽し
めます。

『チーズはどこへ消えた？』
スペンサー・ジョンソン著 ❚3F 一般図書 933/J64

✍はっちゃん・英米
✎これから就活していくうえで悩んでくるとき、将来のこと
で悩んでいる人におすすめです。小人とネズミというかわい
らしいお話ですがとても深く、人生についてのヒントを与え
てくれます。

『キャッチャー・イン・ザ・ライ』
J.D.サリンジャー著 ❚3F 一般図書 933/Sa53

✍宅和久瑠未・スペイン
✎最初私はこの本を英語で読みとても興味深く日本語を読
みたいと思い読み始めました。英語と日本語の違いなども
おもしろく勉強にもなります。この本の主人公の性格は少し
気難しく筆者の表現方法なども見所があります。様々な登場
人物が出てくる中で、主人公とどう関わるのかも興味深い
です。

『Gone with the wind』
Margaret Mitchell 著 ❚2F Popular,3F 一般図書 933/Mi59

✍タカギ・英米
✎Gone With the Wind は映画化もされているので、とても有
名です。わがままな主人公スカーレットの人生を描いた作品
で、予期せぬ話の展開に早く続きを読みたくなります。南北
戦争時代の話なので、歴史などが好きな人にもオススメで
す。

『Dear John』

Nicholas Sparks 著 ❚ 発注中

✍woodstock・英米
✎この本は洋書ですが、とても読みやすく、どんどん読み進
められます。読みはじめから、１つ１つのワードのチョイスがと
ても素敵で英語っていいなと改めて感じさせてくれる本で
す。映画にもなっているので、先に映画を見てから読むのも
いいと思います。感動したい方、キュンとしたい方におすすめ
です。
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『The devil wears Prada』

『アルケミスト

夢を旅した少年』
パウロ・コエーリョ著 ❚2F 文庫 969/C83

Lauren Weisberger 著 ❚2F Popular 933/W55//BEST

✍LT・英米
✎I want everyone to read this book who are having hard
time finding their dreams or future.

『The book of awesome

✍Na・スペイン
✎将来に悩んでいる人や、毎日ぼんやりと過ごしている人
におすすめです！人生について考え直すことが出来ると思
います。また、「夢を追いもとめることの大切さ」についてと
ても考えさせられます。そこまで分厚い本ではなくすぐに読
めると思います。

（心に雨が降った日に開く本）』

Neil Pasricha 著 ❚ 発注中

✍Kana・キャリア
✎It's a book about awesome stuff and each one is short
and not hard to read even through you are not fluent in
English. I recommend to all KGU students. But it's a littile
bit thick book.

『Les misérables』

Victor Hugo 著 ❚2F Popular 830/6

✍あ。・英米
✎兄弟愛（？）が描かれている感動話です。英語好きな方に
はオススメだと思います。

『アシュリー

all about Ashley』
アシュリー・ヘギ著 ❚3F 一般図書 936/H51

Pick Up!

✍ぺんぺらポー・英米
✎「早期老化症」という難病と戦う女の子の話で、感動した
いときにおすすめです。

ロイス・ローリー著
❚2F Popular, 3F 一般図書 933/L95

✍そうけんびちゃ・キャリア
✎現実ではなく想像の世界にひたりたい人はぜひ読んでみ
て下さい！少し難しい単語もありますが、勉強になります。

シャーロット・ブロンテ著
❚2F Popular, 文庫, 3F 一般図書 933/B75

✍ちかさん・スペイン
✎授業で読んだ本ですが、ジェーンが成長がしていく上で、
いろいろな問題にぶつかりながら、のりこえていくとてもス
テキな話です。英語文学に興味のある人はぜひ！

✍みそ・キャリア
✎英語の本なのでもちろん英語の勉強にもなります！フィク
ションですが本の世界に夢中になります！読みすすめたい
気持ちがどんどん強くなるので辞書をひきながらよんでみ
て下さい。

ミヒャエル・エンデ著 ❚3F 一般図書 943/E59

✍NO.・スペイン
✎日々忙しく生活しているなかで、あまり意識していない
「時間」の大切さを改めて感じられると思います。

『レ・ミゼラブル』

✍メロンパン・キャリア
✎現実を離れたい人にオススメ！！映画も作成されたので、
ぜひ見てほしいです。テイラースウィフト出てます。

ヴィクトル・ユゴー著 ❚2F 文庫 953/H98

✍現代っ子・英米
✎とても悲しい話です。さまざまな人の辛く悲惨な体験が描
かれていて、その生活のなかで愛について考えさせられる
内容です。私はあまり本を読むのは得意ではないですが、楽
しく（？）読み終えられました。有名な作品なので興味のある
方はぜひ読んでみてください！！

『赤と黒』

2014 年
映画化!

『The giver』

『Jane Eyre』

『モモ』

The Giver

✍なんとなくクリスタル・キャリア
✎ハマればとことん読める。読み始めは、少し難しいので我
慢して読めばあとから面白くなる。

『Son』

Lois Lowry 著 ❚ 2F Popular 933/L95

✍ギヴァ～・英米
✎『Son』は『Giver』シリーズの最終刊です。このシリーズは全
てで４冊あるのでできたら図書館にそろえてほしいと思いま
す。子供向けの英書ですが、とても読み応えがあり、おもしろ
いのでオススメです。

スタンダール著 ❚2F 文庫 953/St4/2

✍ゆっきー・スペイン
✎上下２冊にわたる長編です。主人公のジュリヤンがとにか
くかっこいいです。レナール夫人の愛情の深さにも感動しま
す。あまりウキウキしたりするような内容ではないので落ち
こんでいる時には読まないでください 私は”愛とは何か？”
というテーマで探してこの本にたどりつきました。

『Extremely loud & incredibly close』
Jonathan Safran Foer 著 ❚2F Popular 933/F36

『Love story』

✍HK・英米
✎Great book which has a film adaptaion. A tale of a young
boy who lose his father in search of answers. Quite
torching.

Erich Segal 著 ❚2F Popular 830//3

✍Chai・英米
✎「ある愛の詩」という映画の話で、恋人間の愛と親子間の
愛の両方に感動します。純粋な恋愛ものを読みたいときにお
すすめです。

『The fault in our stars』
John Green 著
❚2F Popular 933/G82//BEST

2014 年
映画化!

✍外大のプーさん・スペイン
✎最近、泣きたいけど泣いていない人。泣いてスッキリして感
動したい人、 人生で何が大切か、自分が今ある環境や状態
のありがたさなどがこの一冊で感じれます。映画もあるので、
ぜひ読んで下さい。
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語

『マイ・ドリーム

バラク・オバマ自伝』
バラク・オバマ著 ❚2F 指定図書 289.3/O11//松原陽子

学

『中国語は英語と比べて学ぼう!

✍James・英米
✎自伝なんてどれも主観ばかりで面白くないですが、オバ
マ氏に興味があるのであれば多少は楽しんで読めるのでは
ないでしょうか。面白いかどうかは置いておいて、役には立
ちます。大統領の人生が読めるわけですから、少なくとも得
る物はあるし、アメリカにおける人種差別の問題等、教育にも
よろしいかと思われます。あと、教員指定図書ですので、もし
かしたらレポートでお世話になるかも…読んでおいて損は無
いと思います。

文法 80 の比較ポイント』

船田秀佳著 ❚3F 一般図書 825/F89

✍副部長・英米
✎ある程度英語を理解している外大生にとっては、第３言語
として中国語を学ぶ際、他の文法書とセットで学ぶのにオス
スメです。

『英語は逆から学べ! 最新の脳科学でわかった!世界一簡単な
外国語勉強法』 苫米地英人著 ❚3F 一般図書 830.7/To49

『ルポ貧困大国アメリカ』

✍Zuck・スペイン
✎私はこの本を読んで、英語に対する考え方が変わりまし
た。

堤未果著 ❚3F 一般図書 302.53/Ts94

✍arce・スペイン
✎アメリカには、貧困を理由に苦しんでいる人が多いことが
よくわかります。大きな国だけれど、抱える問題もこんなに
あるのか、と高校の授業で読んで思いました。アメリカへ留
学に行く人へおすすめです。

『これならわかる TOEFL ITP テスト本番模試』
田中真紀子著 ❚AVL 資格試験 TOEFL/模試

✍しろくま・キャリア
✎TOEFL を初めて受ける人が、TOEFL の仕組みや対策を学
ぶことが出来る。詳しい解説とともにレベルアップできるは
ず。

『ドラえもん』

『世界がもし 100 人の村だったら』
池田香代子再話 ; C. ダグラス・ラミス対訳著
❚3F 一般図書 304/I32

✍M・スペイン
✎今の自分たちの生活がどれほど幸せなことか気づけると
思います。今自分が不幸と思っている人や今の生活に文句
を言っている人に読んでほしいです。難しい本ではなく、絵
本みたいなかんじで文字もとても少ないので、本がきらいな
人でも読むことができます。

藤子・F.不二雄著 ❚2F Popular 830/マンガ

✍たっくん・キャリア
✎英語の日常会話などを勉強しながらドラえもんの楽しい物
語の世界にはいることができる。普段使えそうな英語が多
いのでオススメです。

教

『現代イギリスの人種問題 有色移民と白系イギリス人の多様
な人種関係』 巻口勇次著 ❚3F 一般図書 316.833/Ma34

養

✍谷本善高・スペイン
✎最近、イギリス人の講師から、人種関係の講義を受けまし
た。日本人は人種に対する差別用語に対する認識が甘いと
のことでした。この本はイギリスの人種問題を詳しく書いて
います。なぜイギリスの人達がこの問題に真剣に向き合って
いる意味がなんとなく理解できました。

『男脳と女脳

人間関係がうまくいく脳の活用術』
茂木健一郎著 ❚ 3F 一般図書 143.1/Mo16

✍あ・あ・英米
✎「男ってよくわからない～」「女ってよくわからない～」
それらの疑問が多くてたいてい人間関係がうまくいかない
のだ。この本を読むことで少しでもお互い理解できるのかも
♪♪♪

『世界最高のプレゼン術』
ウィリアム・リード著著 ❚３F 一般図書 336.4/R23

✍ラッキー・パーソン・英米
✎プレゼンのやり方が学べる。これを読めばあなたも世界最
高のプレゼンターになれるかもしれない。この本で学んだ技
術をぜひとも、実際に、プレゼンテーションで使ってみてくだ
さい。

『愛するということ』
エーリッヒ・フロム著 ❚3F 一般図書 158/F48aS

✍・英米
✎少し難しいですが、何度もくり返し読むことができる本で
す。また読むたびに考え方が変わることがおもしろいと思い
ます。

『「教え方」の教科書

コーチング以前の上司の常識』

古川裕倫著❚ 発注中

『ラス・カサス伝

新世界征服の審問者』
染田秀藤著 ❚3F 一般図書 289.3/L33/S

✍はしもと・英米
✎仕事を教える際にどんなことをすれば部下が仕事できる
ようになるか、とか将来でも活用できるし、アルバイトでも活
用できる。

✍ぺんてる・スペイン
✎スペイン語学科生へ。ラテンアメリカの重要な歴史が分か
ります
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『世界で損ばかりしている日本人』

『犠牲 (サクリファイス)

わが息子・脳死の 11 日』
柳田邦男著 ❚2F 文庫 916/Y53

関本ゆりえ著 ❚2F 指定図書 361.6/Se33//教職

✍タクタク・スペイン
✎この本は教職の推薦図書にもなっているので、教職を取っ
ている人はもちろん、その他の人でもこの本を通じて楽しみ、
学べると思います。この本の著者は世界銀行や国際労働機
関などの数々の国際機関で勤務し、実際に感じた日本人が
世界で「損」をしている状況にあるのではないかということ
をいくつか主張しています。私は英語を学び、教員になるこ
とを目標としていますが、著者の主張にいくつも共感するこ
とができ、納得しました。著者の実際の経験、体験談が載って
あるので、英語やスペイン語を学び、将来多語を使って働き
たいと思っている私たちには興味が持てる本だと思いま
す。

✍名なし・英米
✎臓器移植の提供者の親族の葛藤 臓器提供を受ける側に
焦点おからがちであるが、提供側の心情にふれることがで
きる本。

『Rabbit-Proof Fence』

Doris Pilkington Garimara 著
❚2F Popular 933/P65//BEST

✍わかもん・キャリア
✎授業の一環でこの一冊を読みました。オーストラリアのア
ボリジニの歴史を学ぶ一冊です。同じ歴史を繰り返してはい
けないことを教えてくれます。

『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』

生き方

坪田信貴著 ❚3F 一般図書 376.87/Ts19

✍りさぴん・キャリア
✎教職をとっている方に読んでもらいたいです。どのように
その高校生の気持ちを変え、どのように関わったのか、たく
さんの方法がのっています。この話は塾での話ですが、学校
でも役立つことまちがいなし！

『Free

『On the shortness of life(人生の短さについて）』
セネカ著 ❚2F 文庫, 3F 一般図書 131.56/Se61bM

✍てるやかずき・キャリア
✎大学生活の４年間という限られた時間を有意義に過ごし
てほしいというのが今回の選書理由です。日々の生活に余
裕がないと感じている人、毎日忙しくて何が大切かが分から
なくなってしまった人、人生をもっとシンプルに生きたいと考
えている人、特にオススメです。Time is more than money!!

the future of a radical price

「無料」からお金を生みだす新戦略）』
クリス・アンダーソン著 ❚3F 一般図書 675/A46

（ フリー

『ゼロ秒思考

頭がよくなる世界一シンプルなトレーニング』
赤羽雄二著 ❚3F 一般図書 141.5/A28

✍八坂神社・英米
✎Markers などこの時代のビジネスをクリティカルな目線で
切っています。卒業までもその後も、確実に役立つ本で tip
がいっぱいです。私にとっては、必読本です。

✍EZ DO DANCE・キャリア
✎論理的思考力をつけたい、話し上手になりたい、グループ
内で切り札の様な存在になりたいと思っている人におすす
めです。

『ディズニー

感動を生み続ける３７のルール』
濱名均著 ❚３F 一般図書 688.4/H25

『自分の小さな「箱」から脱出する方法
ンを変えれば、うまくいく!』

✍・英米
✎この本は将来接客業をしようと思っている人に読んでほ
しい。ディズニーは日本で最もホスピタリティが優れている
といわれている企業である。キャストがどのようにどんなこ
とを思い働いているのかを知れば私たちの接客に対する考
え方や普段の生活でもホスピタリティを発揮して住ごせるだ
ろう。

人間関係のパター

アービンジャー インスティチュート著 ❚3F 一般図書 159/A67

✍まふらー大好き・英米
✎考え方を見直せる。どうやって人と関わったらよいか、人
の目を気にしすぎず、自由に生きるための手助けになる。

『観光入門

『上京物語

僕の人生を変えた、父の五つの教え』
喜田川泰著❚3F 一般図書 159/Ki63

✍森・英米
✎観光学に興味のある人と留学先で観光学を学びたい人。

✍・英米
✎大学生の間、なるべく若い間に読んでおくべき！大学生
活の考え方が変わりました。

『グローバル化した日本のマンガとアニメ』

『デール・カーネギー

観光の仕事・学習・研究をつなぐ』
青木義英, 廣岡裕一, 神田孝治編著 ❚3F 一般図書 688/Ka56

人の心を動かすプロの教え』
デール・カーネギー著 ❚3F 一般図書 159/C19

白石さや著 ❚3F 一般図書 726.1/Sh82

✍70・英米
✎ホスピタリティの先生にすすめられてこの本を買ったけど、
最初は自己啓発本ということもあり、難しいかなと思ってい
ました。でも読み始めてみると、とてもためになったし、心に
刺る名言が色々とでてきてておもしろかったです。大学生の
うちに一度は読んでおいたほうがいいと思います！！とっ
てもオススメです！！

✍アンドゥー・キャリア
✎この本は分かりやすい例を使って説明しているので、分か
りやすく、日本と海外のマンガやアニメを通しての国際関係
を知ることができるから。
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Pick Up!

『夜と霧』

The last lecture

ヴィクトール・E・フランクル著
❚2F 指定図書 329.6/F44//村井淳

✍MI.G.Y・スペイン
✎第２次世界大戦の中、収容所を生きのびたユダヤ人の精
神科医の方の本です。収容所での人々の行動、心情を被害
者ではなく医者や学者的な立場で書かれているのが印象的
です。テーマがテーマなだけに人によっては心が落ちこん
でしまうような場面もあります。しかし、地獄のような生活の
中でそれでも生きようとするわずかな希望と光、運命や人
生の意味にきっと心を打たれることでしょう。ほのぼの度は
皆無ですが人生観を深めることができるため、非常におす
すめです。

『The last lecture』
『最後の授業 ぼくの命があるうちに』
Randy Pausch and Jeffrey Zaslow 著
❚2F Popular , 3F 一般図書 289.3/P28

ランキング
１位！

✍みき・スペイン
✎人生を頑張れない人などに読んでほしい。生きる気力が
生まれる。きっと感動するはず。ラストに感動。命の大切さが
分からなくなった人が読むべき。
✍おしる・スペイン
✎教材として使った本で、とても読みやすく、自分の教養を
高めるのに優れた一冊だと思うから。

『ふたりのママから、きみたちへ』
東小雪, 増原裕子著 ❚2F Reserved 367.6/H55//Hester,J

✍・英米
✎ジェンダー・LGBT・マイノリティについて少しでも学んだこ
とのある人にはぜひ読んでほしいです。一時期少し話題に
なったディズニーリゾートで結婚式をあげたレズビアンのカ
ップルが、子どもを育てようと考えた時、どのように２人の関
係とそれをとりまく社会の環境を説明するのか、を中心にマ
イノリティ・家族のあり方・自由などについてかかれています。
世界が広く見えます。

✍C・スペイン
✎どんな人が読んでも役立つ本だと思います。ランディが彼
の最後の講義に込めた思い、彼が様々な経験を通して学ん
だことを読み取って欲しいです。たくさんの話が含まれてい
るので最後まで楽しく読めると思います。
✍たけし・スペイン
✎癌により余命数ヶ月と宣告されたランディが、妻や子ども
たちのために"最後の授業"を行います。感謝の気持ちや仕
事に対する姿勢など、人生において大切なことがぎゅっとつ
まった一冊です。

『夜回り先生の卒業証書

冬来たりなば春遠からじ』
水谷修著 ❚3F 一般図書 371.4/Mi97

✍朝食はご飯派・英米
✎夜回り先生で有名な水谷修先生が書いた一冊です。水谷
先生が今まで出会ってきた生徒達の苦しみや悲しみ、そして
それに立ち向かう水谷先生の姿が描かれています。どんな
生徒であっても絶対に否定しない姿、最後まで諦めない姿
も描かれています。私は教師を目指している者ですが、同じ
ように教師を目指している方にも読んでほしい一冊です。自
分の将来のためにもなる一冊だと思います。

✍わっちっち・スペイン
✎この本を読んだら、いろんな事を学べます。又、説得力も
あり、役立ちます。人生っておもしろいと思えるし、大切にし
ようと思えました。みんなにこの本を読んで欲しいです。
✍ひーやん・スペイン
✎私が今、もし余命宣告をされたら・・・。やりたいことは一体
なんだろうか、あと人生にどれだけの時間が残されている
のだろうか、と考えさせられた１冊です。"今、この学校生活の
１日１日を自分が思うままにやりたいようにのびのびと生き
ていこう"そう前向きに思えるようになりました。これからど
うしよう、将来何かしたいのか迷ってる方々にぜひ読んで頂
きたいです。

『心を整える。

勝利をたぐり寄せるための 56 の習慣』
長谷部誠著 ❚3F 一般図書 783.47/H35

✍Sue・英米
✎ワールドカップ日本代表のキャプテンを務めた長谷部選手
の自伝です。大切な試合前や疲れている時にに実践してい
るという心の整え方、努力を重ねて日本代表にまで登りつ
めた彼のメッセージが盛りだくさんです。スポーツをする人
はもちろん、忙しくて疲れが溜まっていると感じる人に読ん
でいただきたいです。心を整えるためのヒントを得られるか
も？！

『これからの「正義」の話をしよう いまを生き延びるための哲
学』 マイケル・サンデル著 ❚2F 文庫 311.1/Sa62

『日本男児』

✍ビリー兄貴・英米
✎哲学的に「正義」を見ていく本。選択することはできても
どちらが正しいとは言えないことを教えてくれる。人生にお
いて正しい選択など無いと言われいて、正しいと思ってもそ
れは結果論であるからであることを考えさせられる。アッー
と頭に残る歪みない一冊。

長友佑都著 ❚2F 文庫 783.47/N24

✍ryusuke・キャリア
✎長友のそうぜつな人生が語られている何かアクションを
起こすことの大切さ、あきらめない大切さなど、とても身に
なることが多く書かれている。スポーツが好きな人はぜひ
読んでみてください。

お気に入りの１冊は見つかりましたか？

アンケートにご協力
ありがとうございました!
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