小説―日本の作家
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✍あいろん♡・英米
✎読んでいて楽しく、続きが読みたくなるよ
うな小説です。映画化していて DVD もあるの
でぜひ借りてください。
✍zion・英米
✎この本は映画化もされて、とてもおもしろいです！
ぜひ、阪急電車を使ってる人に読んで欲しいです！
✍ま・英米
✎登場人物がたくさん出てきておもしろい。実際の駅名が出
てきたりして、阪急電車を利用している人におすすめ。

『レインツリーの国』

著者 ❙図書館での所蔵

▮ 図書館での所在

❚2F 文庫,3F 913.6/A71

『阪急電車』

関西外大のみなさんに
おすすめの本を聞きました！
図書館に寄せられた

我孫子武丸著 ❚2F 文庫 913.6/A13

✍I.M・英米
✎最後の一行で全てがはっきりする、どんでん返し小説の最
高峰です。だまされない人はいない、必ず読み返したくなる
ミステリーです。あなたは結末を見破ることができますか？
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✍H.M.・英米
✎阪急電車の作者、有川浩さんの恋愛小説です。Facebook
や mixi などネットを通して友達ができることが当たり前にな
ってきた現在の日本で、ブログで知り吅った女の子と男の子
の話です。さらっと読めるので、本が苦手な人にもオススメ
です。

『海の底』
✍Holmes・短大✎自衛隊が”ある生物”と戦う話なんですが、
それだけでなく登場人物たちの人間模様も面白いです。少
し分厚めですが、読みはじめると止まりません。ぜひ一度手
にとって読んでみてください☆きっと他の有川作品も読み
たくなるはずです。

『図書館戦争』
✍くい・英米
✎恋愛あり、戦争あり、笑いあり！
番外編もあるので、
読み応えもあり！
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『プリズンホテル』

浅田次郎著 ❚2F 文庫 913.6/A81/1-4

✍みきはうす！・スペイン
✎作家である主人公と、やくざであるおじさんや、その周り
の人それぞれの生き方やストーリーがとてもおもしろいで
す！たまにギャグだったり、感動だったりと、読んでいてあき
ません！

2011 年度 外大生の 1 冊

『No.6』

『謎解きはディナーのあとで』

あさのあつこ著 ❚2F 文庫 913.6/A87/1-6

『十角館の殺人』

『ダイナー』

平山夢明著 ❚3F 913.6/H69

✍No name・短大
✎この作品の魅力としては、旨そうな料理の描写、カれた
殺し屋たちの個性的なこと、拷問や殺しのシーンのむかつく
ばかりの凄惨さ。生きる意味を本能的に提示しているようで
す。何とも言えない読後感。とても面白いので一気に走り読
みできます。

綾辻行人著 ❚2F 文庫 913.6/A98

✍KOBATO・英米
✎綾辻行人の十角館の殺人という本は、推理小説です。私が
読んだ中で一番おもしろかったです。ゕガサ・クリステゖーの
『そして誮もいなくなった』が原作になっているのですが、原
作を読んでいてもいなくても楽しめます。

『人間失格』

東川篤哉著 ❚3F 913.6/H55

✍M.T・短大✎事件を解決していく推理小説ですが、笑える
シーンもあり、とてもおもしろいです。

✍とりのうみ・短大
✎近未来仮想 SF 的な本です„笑‟
児童向けですが大人でも充分楽しめる面白い内容で、色々
考えさせられることもあります。一人の優等生と、スラムから
の一人の男の子が主人公で、謎の“ウルス”をめぐって物語
が進んでいきます。

『ブランコのむこうで』星新一著

❚2F 文庫 913.6/H92

✍短大✎とても読みやすい本です。物語の中のいろんな登
場人物との出会いや会話が印象的です。読んでいてほっこ
りする内容です。

太宰治著 ❚2F 文庫,3F 913.6/D49

✍ゴルゴンゾーラ石橋・英米✎最近読んだので。

『宇宙の声, にぎやかな部屋』
『カフーを待ちわびて』

星新一著 ❚2F 文庫 913.6/H92

原田マハ著 ❚2F 文庫 913.6/H32

✍yukidarusan9・英米✎SF の短編でとても読みやすいです。

✍まあ・短大✎沖縄の小さな島のおはなしです。とてもほっ
こりして自分まで幸せな気持ちになれます。ぜひ読んでい
ただきたいです。

『九つの、物語』

橋本紡著 ❚2F 文庫 913.6/H38

✍めいこ・英米
✎死んだはずの兄が妹に伝え忘れたことを伝えるために妹
の前にあらわれ普通に生活し始めた。兄が妹の前から消える
時が一番感動の瞬間です。果たして兄の伝えたかったことと
は何なのか。ラストは必見です。

□ 東野圭吾作品

❚2F 文庫 913.6/H55

『白夜行』

『容疑者 X の献身』

✍Ｎ．Ｋ・英米✎人間について、深く考えることができる作
品。人間の感情の動き方がよく学べる。

✍トモダチ・英米✎ドラマや映画にもなっているので、楽しん
で読むことができます。

✍O.S48・短大
✎ドラマや映画でも放送されたので、内容を知っている人も
多いはずです！人の心を失った人たちの悲劇を、变事詩的
スケールで描いています。主人公の底辺からのし上がろうと
する姿は、恐ろしいほど怖いです。

『手紙』
✍あやこりあん・短大
✎兄によって丌運な人生を送らなければならない弟の社会
性や恋愛の日々をえがいていて、今まで読んだ東野圩吾の
作品の中で１番よかったと思ったからこの本を選びました。

✍世界一の美女・英米✎東野圩吾ハマル

『秘密』
✍G2・英米
✎東野圩吾さんの一冊。エンデゖングは悲しみもあり、驚きも
あり。小説を読みはじめたい人に読んでほしいです。

『夜明けの街で』
✍ジョジョ・英米
✎映画化もされたこの作品。東野圩吾さんの作品が好きな
方はぜひ読んで頂きたい。丌倫におぼれるサラリーマンの
心情、丌倫相手の驚きの真実も注目。

『流星の絆』
✍Katsumata・英米
✎３兄姉の絆の強さが色んなところに表れてきます。

『真夏の方程式』
✍神セブン☺・短大
✎東野圩吾さんの作品で、最初に犯人は予想出来るのです
が、最後に「まさか!?」と思わされます。感動もあって、読み
だすと止まりません！☆

『宿命』
✍ねこ・英米✎東野圩吾さんの作品は、どれもおすすめです
けど、これが一番のおすすめです。
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『永遠の 0(ゼロ)』

『フライ,ダディ,フライ』

百田尚樹著 ❚2F 文庫 913.6/H99

✍エンジニア・英米
✎歴史に興味がある人にぜひ、読んでほしい！戦時中に起
こった衝撃的な出来事にはおどろかされますが、人と人との
絆には涙が止まりませんでした。少し厚めではありますが、
読む価値ありです。是非！

金城一紀著 ❚2F 文庫,3F 913.6/Ka54

✍じりん・英米

『Slayers（スレイヤーズ）』
神坂一著 ❚2FAsian 913.6/Ka59/1-3

✍9010・短大
✎魔法系フゔンタジー。ぶっとんでいておもしろいです。

✍フリッピー・英米
✎神風特攻隊の”リゕル”が知れた気がします。戦争モノには
あまり興味のない人にこそ読んで知ってもらいたいです。
作中に出てくる「死ぬのはいつでもできる。生きるために
努力すべきだ」という言葉が好きです。泣けます！

『古都』

川端康成著 ❚2F 文庫 913.6/Ka91

✍S.H・英米
✎若いうちに読んでいなければならない本といっても過言
ではない。「日本の心」を表した最高傑作の一冊。

『いま、会いにゆきます』

『悪夢のエレベーター』

市川拓司著 ❚2F 文庫,3F 913.6/I14

✍神セブン♡♡・短大
✎読んでいくと「こうきたか！」と裏をとられるような感覚
になるとてもわくわくする本です。最近わくわく、ドキドキが
丌足している人に特に読んでほしいです。

✍れい・英米✎ドラマや映画化もされた本で、家族の大切さ
が感じられる、感動する本です。

『重力ピエロ』

伊坂幸太郎著 ❚2F 文庫 913.6/I68

✍SJ・英米
✎この本は家族について考えさせられる深い本だと思いま
す。家族の定義とは一体何なのだろうか？血が繋がってい
るから家族なのか、一緒に暮らしているから家族なのか、ま
たお互いを信頼し吅い、家族であると認識しているから家族
なのか、この本を通して本当の家族の在り方というものが学
べると思います。また、家族の大事さについても再確認する
機会を不えてくれる本だと思うので、家族と最近うまくいっ
ていないという人にぜひ読んでもらいたい一冊だと思って
います。

『プリンセス・トヨトミ』

✍ぺんぎん・英米
✎映画とは少し違う設定で原作の方が絶対おもしろい！

『天国の本屋 恋火』

松久淳,田中渉著 ❚2F 文庫 913.6/Ma76

✍ｙｙｙ・短大✎読んだ後に、すごくほっとする本です。
疲れている人に読んでほしいです。

伊坂幸太郎著 ❚2F 文庫,3F 913.6/I68

✍なかじ・英米
✎映画化もされ、話題になった作品です。現実を思い出を交
錯させて描いているところが面白いです。映画とあわせて
読んでみると、内容がわかりやすくなります。

『砂の器』

松本清張著 ❚2F 文庫,3F 913.6/Ma81

✍梅田・短大✎松本清張の作品です。小説です。何度も映像
化されているので知っている人も多いと思いますが一度読
んでみてください。

『陽気なギャングが地球を回す』-長編サスペンス
伊坂幸太郎著 ❚2F 文庫 913.6/I68

『ミッキーマウスの憂鬱』

✍ksm・短大
✎伊坂さんの言葉の使い方がとても面白いです。日々の生
活に疲れている人！スカッとしたい人にオススメです。

『薄闇シルエット』

万城目学著 ❚2F 文庫 913.6/Ma34

✍I・短大
✎映画にもなっていますが、家族の大切さを感じる一冊です。
お父さんの言葉ってすごいんだ！って感じる事が出来ます。
お父さん、お母さんが嫌いだって思う人、大阪に住んでいる
人に是非読んで欲しいです！

『ゴールデンスランバー』

松岡圭祐著 ❚2F 文庫 913.6/Ma86

✍すぬーぴー・英米
✎デゖズニーランドで働く 21 歳のフリーターが主人公の話で
す。舞台はデゖズニーランドだけど裏側のネ
タばらし本とかではなくて読むと、スタッフの
人がどんな気持ちで仕事をしているかがわ
かってデゖズニーランドがもっと好きになる
と思います。デゖズニーランドに行ったことが
ある人もない人も楽しめると思います。

角田光代著 ❚2F 文庫 913.6/Ka28

✍はる・英米
✎ちゃんとした会社に就職すること、結婚して子育てをする
こと、このまっとうな幸せに「なんかつまんねぇ」と反発して
しまう人は一度読んでみてほしい。周りから取り残されたく
ない、でも受け入れられない…迷いの中で幸せとは何かに
気付かされる一冊。

『王様ゲーム』

木下半太著 ❚2F 文庫 913.6/Ki46

『向日葵の咲かない夏』

道尾秀介著 ❚2F 文庫 913.6/Mi13

✍S・英米
✎ミステリー小説で、読んでいるとどんどん次が気になる。

金沢伸明著 ❚2F 文庫 913.6/Ka48

✍宇治茶らすく・短大✎リゕルな高校生活の中で起こる事件
がとてもスリルがあります。話の中に引きこまれて怖い事件
が起こるのに先が知りたくなります。読みやすいので色んな
人が面白いと感じると思います。

『恋空』-切ナイ恋物語

美嘉著 ❚穂谷 913.6/Mi21/1,2

✍短大✎映画にもなった有名な小説です。感動するので
ぜひ読んでください。
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『告白』

『夜は短し歩けよ乙女』

湊かなえ著 ❚2F 文庫,3F 913.6/Mi39

✍野々村・英米
✎話がよく出来ていて、すごくひきこまれる。続きが気にな
ってすぐ読んでしまいたくなる本。いろんな種類の人間の心
理がかかれている。

森見登美彦著 ❚2F 文庫,3F 913.6/Mo54

✍偽電気ブラシ✎読み始めは、「何この小説」といった感じで
苦手だと思いました。読むのをやめようかなって思いました。
でも進めば進むうちにどんどん森見ワールドに吸い込まれ
ていって、想像しながら読むのがとても楽しかったです。読
みながらニヤニヤ。

✍英米✎展開がおもしろく、続きが気になり一気に読んでし
まう作品です。

『有頂天家族』
✍FUJI・短大
✎私は映画見てから読んだけど、読んでから映画見るのもい
いかもしれません。

『倒立する塔の殺人』

森見登美彦著 ❚2F 文庫 913.6/Mo54

✍赤玉ポートワイン・英米
✎人間とタヌキと天狗の話。
森見登見彦さん特有のカワキャラク
ター達と奇想天外さが炸裂していてどん
どん続きを読みたくなるお話です。

皆川博子著 ❚2F 文庫 913.6/Mi36

✍長谷・英米
✎戦中、戦後のミッションスクールが舞台のお話です。話中に
登場人物が書いた物語や手記がはさんであり、それがとあ
る少女の殺人事件に関わっていて面白いです。独特の世界
観なのでよくある作品にあきた方はぜひ。

『孟嘗君』

『祈祷師の娘』

中脇初枝作, 卯月みゆき画 ❚3F 913.6/N43

✍スペイン✎本を好きになったきっかけの本です。挫折したと
きや落ち込んだとき読むとがんばろうと思えます。

宮城谷昌光著 ❚3F 913.6/Mi73m/1-5

『神様のカルテ』

✍R.K・英米✎世の中を動かしたい人やリーダーになりたい
人におすすめ。

夏川草介著 ❚2F 文庫,3F 913.6/N58

✍Mickey・英米✎命について考えさせられる。感動します！

『こころ』

夏目漱石著 ❚2F 文庫,3F 913.6/N58

✍トム子・英米✎人間のこころの深さについて考える。

□ 村上春樹作品

❚2F 文庫,3F 913.6/Mu43
日本に限らず、海外でも人気が高い。英語版にも挑戦してみては。

『洪水はわが魂に及び』
『ノルウェイの森』

大江健三郎著 ❚2F 文庫 913.6/O18k ✍英米

✍Eri・英米✎悲しい内容だけど複雑な内容になっているか
らおもしろい。主人公の人生について細かく書かれている。

『食堂かたつむり』

小川糸著 ❚2F 文庫 913.6/O24

✍おでんでん。・英米
✎この本には、母と娘の確執がありつつも溝をうめていく話
です。命のすばらしさを味わえます。

✍Ｔ・英米✎映画にもなり、とても面白いです。

『海辺のカフカ 』
✍Doo Hee・短大
✎東京の 15 才の中学生が、家出をして香川県の高松市に行
くという設定なのですが、主人公が高松市内を巡る場面が
多くあり、旅行をしている気分になれるのでおすすめです。

『博士の愛した数式』

『1Q84』

『GOTH (ゴス)』

✍きょん・英米
✎ベストセラー!止まりません。時間がある人はぜひ―!

✍PoPo・英米✎好き嫌いは分かれるかもしれませんが、世界
観が素晴らしい一冊だと思います。GOTH だけでなく、乙一さ
んの作品はどれも良い作品ばかりなのでオススメします！

小川洋子著 ❚2F 文庫,3F 913.6/O24

✍如月・英米✎映画化もされている、とても感動できる一冊。
最後には少し心温まります。泣きたいものを読みたい人は
一度読んでみて下さい。
乙一 著 ❚2F 文庫,3F 913.6/O87

『アントキノイノチ』

さだまさし著 ❚2F 文庫 913.6/Sa13

✍M・英米✎よかった。命について考えさせられる。

『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない』
日本語版

桜庭一樹著 ❚2F 文庫 913.6/Sa46

英語版

✍S・英米
✎日本海側の田舎町が舞台のジュブナル小説。ある程度
スタンダードを踏襲しつつも桜庭一樹独特の表現で物語が
進んでいきます。「好きって絶望だよね」という言葉にこの物
語が凝縮されていると思います。痛みを抱える人にぜひ。

『おいしいコーヒーのいれ方』[シリーズ]
村山由佳著 ❚2F 文庫 913.6/Mu62

✍☆リラン☆・短大✎話の展開が分かりやすく、読むのに夢中
になります。恋愛系の本が読みたい人におすすめです。
4
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『虹の女神―Ｒａｉｎｂｏｗ Ｓｏｎｇ』

『放課後の音符(キイノート)』

桜井亜美著 ❚2F 文庫 913.6/Sa47

山田詠美著 ❚2F 文庫 913.6/Y19

✍あ✎感動します。泣けます。

✍瀬尾まいこさんラブ・英米
✎とても重い設定なのに、登場するキャラクター達のほのぼ
のさや、瀬尾さんの優しい感じが文体にもあふれていて、家
族の大切さを実感できます。電車の中で読んでめっちゃ泣き
ました。

✍カマンベール・英米
✎ことばの言い回しが少し古めかしかったり寒いと感じたり
するかもしれませんが„笑‟そんなことは苦痛にならないで
す。友情とか恋愛とか、「こんな関係性って良いなあ。」と思
いながら読んでいました。「理想」の形を見つけられるかもし
れません。なんとなーく「女子力上げたい。」なんて思ってい
る人にはとてもいい本だと思います。１つ１つの話も短編なの
でとっつきやすいです。

『卵の緒』

『ぼくは勉強ができない』

『幸福な食卓』

瀬尾まいこ著 ❚2F 文庫,3F 913.6/Se76

瀬尾まいこ著 ❚2F 文庫 913.6/Se76

『燃えよ剣』

司馬遼太郎著 ❚2F 文庫 913.6/Sh15/1,2

✍いぬ・短大✎新撰組土方歳三の人柄などがよくわかります。
歴史が好きな人に読んでほしいです。

『坂の上の雲』

『レンタル・チルドレン』

山田悠介著 ❚2F 文庫 913.6/Y19

✍ダース・ベイダー・英米
✎ホラー苦手な人(かくいう自分もそうですが・・・)は家で一
人で読まないほうがいいです。ホントに恐いので借りるより
は図書館で読んでください。
(ネタバレ注意)このレンタル・チルドレンはクローン人間でした・・・

司馬遼太郎著 ❚2F 文庫 913.6/Sh15/1-8 ほか

✍kotona・英米✎今の日本からは想像できない明治時代の
日本の外国に対する態度がすごい。日本人のプラドを知る
ことができる。
✍英米✎日本の歴史に興味がある人は、ぜひ読んでほしい。
明治時代になってからの日本が、近代国家の仲間になって
いくためにどのように、日清、日露を生きのこったのだろう
か。秋山兄弟と正岡子規を中心に描かれている。

『流星ワゴン』

山田詠美著 ❚2F 文庫 913.6/Y19

✍ちゃお・英米
✎全体主義的なこの日本の中で人知れず息苦しさを感じて
いる人はどれほど存在することでしょうか。多分、それほど
少なくないはずです。既成概念に束縛される人、あるいは個
性を圧迫する世の中の主流に疑問を抱いている人たちの肩
の荷を軽くしてくれる一冊です。

✍僕は捨て子だ・英米
✎絶対的な母親の愛。こんな母親に私もなりたいなぁ。相変
わらずの瀬尾さん独特の優しい雰囲気の話。

『スイッチを押すとき』

山田悠介著 ❚2F 文庫 913.6/Y19

やまのかみ・短大
✎山田悠介さんの書いた本です。現代の子どもの"自殺″を
テーマに現実ではありえない設定で物語が進んでいきます。
最後は全てがつながったときに感動します。

重松清著 ❚2F 文庫 913.6/Sh28

✍T・英米✎人生で何か辛いことがあったときの乗り越え方
がわかります。

✍おもち・英米✎泣けます。

『季節風』

✍S．Ｏ・英米✎一度読みだしたら最後まで
一気に読みたくなる本です。

重松清著 ❚2F 文庫 913.6/Sh28

✍さき・英米
✎短編小説集なので読みやすいです。等身大の自分と重な
る部分と、親や他人の考えていることもわかる。なんとなく
ほっこりするものが多いです。表現もわかりやすいです。

『青い鳥』

✍MAGNUM・短大✎人生を見つめなおし
たいとき、辛いときに読んでほしい。

『トーキョー・プリズン』

重松清著 ❚2F 文庫,3F 913.6/Sh28

✍Ｊｈｏｎｅ・英米
✎国語教員なのに吃音を持つ先生の一番大切な仕事は、
ただ「そばにいること」。何かを見つけられるはず。

『ドグラ・マグラ』

夢野久作著 ❚2F 文庫 913.6/Y97/1,2

✍ＫＮＹ・大学院✎夢野久作の名作です。読んでいるうちに
解き明される主人公の謎が、何とも言えずゾクゾクします。
当時の時代背景も感じられる一冊です。

『下妻物語』-ヤンキーちゃんとロリータちゃん
嶽本野ばら著 ❚2F 文庫 913.6/Ta63

✍イヌイエビゾウ・英米✎冷めていて自己中なロリータ少女と、
原チャにしかのれない高校デビューのヤンキー少女が主人
公で、2 人のかけ吅いがおもしろい。映画化もされていて、そ
っちもとても面白いです。本は続編の「下妻物語・完」もあり
ます。そっちも笑えるけどちょっと将来のことを考えさせられ
ます。とにかく笑えます。

『キッチン』

吉本ばなな著 ❚2F 文庫,3F 913.6/Y91

✍Yen-J♡・英米✎自分の人生について、もう一度見つめるこ
とができます。丌思議な気分になります。

『Tugumi』
『Fate/Zero』

柳広司著 ❚2F 文庫 913.6/Y52

✍英米✎人と人との絡みあいの中ででてくるうらやましさ
と嫉妬心がよく描かれている本です。

吉本ばなな著 ❚2F 文庫,3F 913.6/Y91

✍ピッチ・短大✎病弱にも関わらず、意圪っ張りで、ずる賢く、
口の達者なつぐみの生き様がとても魅力的です。最後は涙
がとまりませんでした。

虚淵玄著 ❚2F 文庫 913.6/U86

✍ヒロ＠ツイッター民・英米
✎ゕニメで見たことがある人にはオススメの小説です。
5
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『こまったさんのスパゲティ』ほか
『わかったさんのクッキー』ほか

『ヒストリエ』

岩明均著 ❚なし

✍眼鏡の向こうがわ・英米✎話の着眼点や斬新な展開などが
とてもおもしろいです。あらすじは、ゕレクサンドロス大王の
側近、エウメネスの人生を描いたマンガです。このマンガを
描いている岩明均さんは他にも「寄生獣」などがあり、この
作品もとてもおもしろいです。

寺村輝夫著 ❚なし

✍神セブン☆・短大✎1 度は絶対にはまります♡
料理にすごーく興味をもてます！

『Happy Death Day』-自殺屋ヨミジと殺人鬼ドリアン
望公太著 ❚なし

✍ドリアン・短大
✎とにかくおもしろい。終わり方がすごくいい。

『純愛』

生き方

稲森遥香著 ❚なし

『死ぬかと思った』

✍A・英米✎すごく感動します。大切な人を思い出します。

林雄司(Web やぎの目)編 ❚2F 文庫 049/H48/1,2

『Deep Love』

✍ペンタゴン・英米✎めっちゃ笑えます。いろんな人のくだら
ない話がたくさん書いてあります。

Yoshi 著 ❚なし

✍のりピー・英米✎恋をしている女の子に読んでほしいです。

＜雑誌＞
『月刊エアステージ』

『超訳ニーチェの言葉』
ニーチェ著, 白取春彦編訳 ❚3F 134.922/N71

❚2F 軽雑誌

✍intel・英米✎ニーチェの言葉が難しくなく短く、
わかりやすく表現されているので読みやすいです。

✍ペンギン・英米
✎航空関係に興味がある人にオススメです。

『non-no』

✍短大✎昔の人の考えを知ると何だか勉強になるし、刺激
をもらえる。哲学に興味にある人。

集英社編 ❚なし

✍ペゴパー・英米✎フゔッションの参考になります。

『GOSSIPS』

✍みーちゃん・短大✎恋愛、人生、色んな面において勉強に
なります。ポジテゖブになることができます。

オウトグラフ社編 ❚なし

✍Ｎ・英米✎海外セレブや歌手などの私服やゴシップがのっ
てて、とにかく「かわいい～」ってなるし、その中から好きな
海外セレブがふえて英語を話せるようになりたいという気
持ちもＵＰ！そして、「こんな風になりたい」という憧れから
美意識もＵＰ！

＜コミック＞
『HUNTER×HUNTER』

『ザ・シークレット』
ロンダ・バーン著 ❚3F 159/B99

✍みいちゃん・英米✎幸せになりたい人に読んでほしい。
強く望めば、願いはかなうことを教えてくれて、実際にそれ
を実行してほしいから。信じるか信じないかは自分次第だけ
れど、希望が持てるはず！

冨樫義博著 ❚なし

✍はる✎少年マンガだけど女の子も楽しめます♪有名やか
ら知ってる人も多いと思うけどドキドキハラハラが楽しめる
のでおすすめです！

✍ユチョン・短大✎読んでいたらプラス思考になれると思い
ます。何かに悩んでいる人に読んでほしいです。

『元祖！浦安鉄筋家族』

『ずっとやりたかったことを、やりなさい。』

浜岡賢次著 ❚なし

✍SOS・英米✎くだらなくて面白い。

ジュリア・キャメロン著 ❚3F 159/C14

『漂流教室』

✍夢は国際結婚!!・英米✎変わらない毎日の繰り返しに埋も
れた自分を起こしていく本です。きっとあなたも忘れた夢を
取り戻すことができるはず。

楳図かずお著 ❚なし

✍コウヘイ（26）・英米✎内容が衝撃的すぎる。小さい時に読
んだら大人を信用できなくなるけど、友だちと協力すること
の大切さを学べる。昔読んだことのある人は今読んでみる
と違う感想を持つと思う。

『10 代にしておきたい 17 のこと,
20 代にしておきたい 17 のこと』
本田健著 ❚2F 文庫 159/H84

『７ＳＥＥＤＳ』

✍H.R・英米✎人生に迷っている人‼
背中をおしてくれて元気が出るし、自分のためになる。

田村由美著 ❚なし

✍しのすけのすけ・英米
✎少女マンガとして連載されていますが、少女マンガとは思
えないスケール、リゕリテゖで描かれています。物語の舞台
は未来の廃墟と化した日本で、「種」として送り込まれた若者
達が周りの環境と戦いながらも順応して力強く生きていく
様を描いています。その姿は読む度に元気づけられ、生きる
力を私たちにあたえてくれます。現在も連載中ですが、最新
巻の発売が待ち遠しいです。

『「20 代」でやっておきたいこと』
川北義則著 ❚3F 159/Ka94

✍Sayuri・英米✎これから就活を始める方、とくにこれから社
会人になる方に是非読んでほしい。仕事に対する取り組み方
や見方が大いに変わり必ずプラスになると思う。
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『死ぬときに後悔すること 25』

『夜と霧』

大津秀一著 ❚3F 159/O87

『建築家安藤忠雄』

安藤忠雄著 ❚3F 523.1/A47

✍Gigi・短大✎人間として尊敬することが出来る人です。
「美しい心が美しいものをつくる」安藤忠雄さんのこの言葉、
好きです。

『今日からできる!人に好かれる 100 の方法』
植西聰著 ❚2F 文庫 159/U49

✍ぽこ・英米
✎社会に出ると一人では生きていけません。自分を他人を
好きになって良い人間関係を作りたい人におすすめ！

『ちなつの歩き方』

若槻千夏著 ❚なし

✍谷氏・英米✎若槻千夏がブランド WC をはじめる前、芸能活
動を休止し、一年間世界中を旅し、それを日記風にまとめた
一冊！！笑いあり、涙あり、笑いすぎ注意の海外が大好きに
なる一冊！！外大に入って留学をめざす人、ただ外国に興
味がある人、読んでみて下さい。

『感情の整理ができる女(ひと)は、うまくいく』
有川真由美著 ❚3F 159.6/A71

✍おくま・英米✎前向きでいられるようになります。落ち込ん
でいるときの感情の持ちかたがわかってきます。

『ホームレス中学生』

『就活は 3 年生からでは遅すぎる!』
-内定を勝ち取るための、大学 1〜2 年生の過ごし方
田宮寛之著 ❚2F 就職 307///E

ヴィクトール・E・フランクル著 ❚3F 329.6/F44

✍にゃあ・英米✎もう一度人種差別について考え直す機会
を不えてくれるため。

✍ケロ・英米
✎人によって感じ方は様々だと思いますが、悩んでいる人の
背中を押してくれるような、そんな一冊だと思います。
ぜひ。

田村裕著 ❚3F 779.14/Ta82

✍(^o^)丿・短大✎芸人キリンの田村の人生。人並外れた中学
生活にすごく興味やおもしろさを感じる。

✍英米

『夢をかなえる。』
『やる気スイッチ』-ダメージをパワーに変える

澤穂希著 ❚3F 783.47/Sa93

✍まいたけ・英米✎女子 W 杯で優勝し、世界最優秀選手にな
った彼女だからこそ伝えられるゕドバスや気持ちの持ち方
などが書かれていて、夢を追う学生にとってとても良い影
響を不えてくれると思う。

鈴木丈織著 ❚3F 336/Su96

✍OO・英米✎やる気が出ない時に読んで欲しい。

『スノーボール ウォーレン・バフェット伝』
シュローダー・アリス著 ❚3F 289.3/B85/S#1,2

『No limit』-自分を超える方法

✍ウォーレン・スペイン✎世界で 2 番目にお金持ちの人の半生
がかかれた本で、その人の幼少期に考えていた事や青年期
にやっていたことなどあまり普通の人がやらない事をやっ
ていたりして、とても興味深い本だった為。

栗城史多著 ❚3F 786.1/Ku62

✍tyxetegezb・短大✎今までの自分を振り返って考えさせて
くれたり、夢に向かって一生懸命努力する素晴らしさを教え
てくれたりする本です。

『ロケットボーイズ』

『甲子園だけが高校野球ではない』

ホーマー・ヒッカム・ジュニア著 ❚3F 289.3/H54/1,2

岩崎夏海 監修 ❚3F 783.7/Ko84

✍Mariko・英米✎青年がロケットをとばそうとロケットを自分
で手作りして飛ばす話。著者が実際に若い時の話を書いて
いるのでおもしろい。著者は NASA のエンジニゕになった。

✍K.M・英米✎私は高校野球が好きであるが、この本を読ん
で今まで甲子園に出場している球児しか見てこなかったが、
それに至るまでのストーリーを知れた。高校野球を超えた熱
いものが伝わってくる一冊である

『スティーブ・ジョブズ』
ウォルター・アイザックソン著 ❚3F 289.3/J56/I#1,2

『1 歳から 100 歳の夢』

✍うん・英米✎生き方がすばらしい。

日本ドリームプロジェクト編 ❚3F 816.8/N71

✍英米✎去年とても話題になった人だから。

✍♡・英米✎夢は一生持ち続けると、人生が豊かになるもの
だということをあらためて学ぶことができる。
元気をもらえるよ♡

✍まじかわしま・英米
✎英語版『Steve Jobs』もしっかり時間をかけて読めば理解
できる英語で書かれていると思います。スキルゕップの為に
読むべきです。

『夢をかなえるゾウ』水野敬也著

❚2F 文庫,3F 913.6/Mi96

✍N・英米✎ためになる‼
✍アイドル☆・英米✎ンドにいきたくなります。

『スティーブ・ジョブズ驚異のプレゼン』

『大河の一滴』

-人々を惹きつける 18 の法則
カーマイン・ガロ著 ❚2F 指定 336.4/G17//山森靖人

五木寛之著 ❚3F 914.6/I91

✍外大生・英米✎最初の段落から衝撃を受けました。
人生観変わります！

✍上田・英米✎Steve Jobs のプレゼンの仕方、
話し方など、ためになることが学べる。とにかく
読んでほしい。
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『見えない人間』

小説―海外の作家
『ロミオとジュリエット』
シェイクスピア著 ❚2F 文庫,3F 932/Sh12

✍A・短大
✎セリフを一部知っているということはあっても、全体的な
話の内容や流れを知らないという人は、夢中になってすぐ
読みきれると思います!それくらいおもしろい内容でした!

『グレート・ギャツビー』
スコット・フィッツジェラルド著 ❚2F 文庫,3F 933/F29

✍IMO・英米✎夢中になる。ロマンチックだけど最後にはロマ
ンスに終わりがやってくる。そこに妙にハマってしまった。

✍G1a・英米✎シェクスピゕ作品は一度は読むべきです!
ロミオとジュリエットは名作♡詩的なセリフがすてき!

『賢者の贈り物』

オーカソン・キム・フォップス文, エリクソン・エヴァ絵 ❚3F 726.5/A11

✍TOMOMILEY・英米✎高校の時、図書館で泣きました。
かなしいときや辛いときに読んでほしい絵本です。

『武器よさらば』
ジョン・ボイン著 ❚3F 933/B69

ヘミングウェイ著 ❚2F 文庫,3F 933/H52

✍ヘミングウェイ・短大✎生き方について考えることができる。
戦争について考えられる。また恋愛小説でもある。

✍うめしゃん・英米✎ユダヤ人の強制収容所の中にいる男の
子と外にいる男の子の友情の物語。強制収容所の様子もわ
かる。ラストはすごく衝撃です。

『アルジャーノンに花束を』

『Wuthering Heights（嵐が丘）』

ダニエル・キイス著 ❚2F 文庫,3F 933/Ke67

エミリー・ブロンテ著 ❚3F,2F Popular 933/B75

✍アルジャーノン・英語キャリア
✎頭に障害を持っている為に大人になっても
幼稚園児並の IQ しかない男が、手術を受ける
事によって天才になるという内容です。
この本の面白い所は、男が賢くなっていくにつれて、知能だ
けではなく、批判精神・闘争心、そして欲望までもが高まって、
性格も変わり大切な物を失っていく所にあります。「賢くなり
たい」「天才がうらやましい」と思っている人または思った事
がある人は、一度手に持ってみて下さい。

✍ぽつねん・英米
✎従来の恋愛小説に飽きている人におすすめです。
昼ドラよりドロドロした愛憎劇ですが、読むととまりません。

『プリンセス・ダイアリー』
メグ・キャボット著 ❚2F 文庫,3F 933/C11

✍ヘアー・英米
✎とにかくきゅんきゅんします!ゕメリカで有名なテゖーン小
説家、メグ・キャボットの代表作の一つであるこのシリーズは
ほんまにたくさんの人々がときめいている一冊だと思いま
す。主人公のダゕリー形式で進んでいく本はかなり主人公
を身近に感じられて、どんどん本に入りこんじゃいますよ☺

『ナルニア国ものがたり』[シリーズ]
C.S.ルイス作 ❚3F 933/L59

✍acter・短大
✎シリーズで読んでいただくのがベストです。普通のフゔンタ
ジーのような続き方をしていないのが一つの魅力でもあり
ます。そのため１つの章だけを楽しむことができます。しかし、
シリーズで読むことによって、いつの間にかナルニゕの世界
に夢中になることができると思います。フゔンタジーが好き
な方は、ぜひ読んでみてください。

↓英語版にも挑戦！

『The princess diaries』
Meg Cabot

オー・ヘンリー著 ❚2F 文庫 933/H52

✍ねこ・短大
✎お金より大切な物が生きている上では必ずあります。生き
る上で「お金より大切なものがある！」と自信を持って主張
できる人生にしてほしいです。

『おじいちゃんがおばけになったわけ』

『縞模様のパジャマの少年』

ラルフ・エリスン著 ❚3F 933/E48/1,2

✍関西のマラドーナ・短大✎この本を読むことによって、黒人
の人種差別の実態を知ることができます。主人公が辛い思
いをするたびに心がしめつけられました。ゕメリカの文学を
学ぶ上では、ぜひおすすめします。

❚2F Popular 830//3, 933/C11//BEST

✍なちょ・短大✎日記みたいな感じでよみやすかった。

『オリバー・ツイスト』
チャールズ・ディケンズ著 ❚2F 文庫 933/D72

『アーサー王の死』

✍キム・ジェウク・英米✎ハラハラすることが多かったけど、と
ても感動しました。ためになる本だと思います。映画も見て
みたらいいと思います。

T.マロリー著 ❚2F 文庫 933/Ma39mK

✍ほうじ茶・短大✎読んでみてください

『トワイライト』
ステファニー・メイヤー著 ❚2F 文庫 933/Me95/1-4

『シャーロック・ホームズ』[シリーズ]

✍み・英米✎ヴゔンパゕと人間の女の子が恋に落ちる話。
ロマンチックな話が好きな人にオススメ。

コナン・ドイル著 ❚2F 文庫,3F 933/D89

✍マルクス・アウレリウス・アントニウス・短大
✎推理好きな人におすすめ

『Animal farm』-a fairy story
ジョージ・オーウェル著 ❚3F,2F Popular 933/O71

『バスカヴィル家の犬』

✍こねこ・短大
✎フゔンタジーのようだけれど考えさせられる本。

コナン・ドイル著 ❚2F 文庫,3F 933/D89

✍ウエ・英米✎話がこんでいて、一つ一つ解けていくところ
が爽快。ホームズ好きの人に。
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□ 『ハリー・ポッター』［シリーズ］

『Gossip Girl(ゴシップガール)』

日本語版／英語版
J.K.ローリング著 ❚3F,2F Popular 933/R78/1-7

セシリー・V.Z 著 ❚2F Popular, 2F 文庫 933/V89//BEST ほか

✍英米✎英語で書かれているので、勉強にもなるし内容も
すごくおもしろくて“海外セレブ”や“恋愛”に興味がある人は
読んだほうがいいと思います。

✍ちょっちゃん＠神７☆・短大✎ハリーが様々な困難を乗り
こえる所がおもしろい。魔法が使いたくなるー。
✍ももこ✎
ギリスの歴史でも英語でも活用できると思います。

『モモ』

ミヒャエル・エンデ著 ❚3F 943/E59

✍時の旅人・英米
✎灰色の男たちに時間をうばわれて、せかせか生きている
大人達。そんな大人達を昔のような優しくてキキとした
人に戻すために、モモは灰色の男たちと立ち向かいます。
現代のせっかちでおこりっぽい人達を象徴する本です。この
本で、子どもの頃のようなゆったりした時間を取り戻すこと
ができます。

✍ちっち・短大✎とにかく読んでいてワクワクする大好きな
本。英語で書かれているものを読むのもオススメ！
✍安富・英米✎映画でみているから英語でも読みやすい！
✍エマ・ワトソン・英米
✎What a wonderful story. You'd better read it！
It can help you, maybe. 読むべき。

『ゴドーを待ちながら』

✍風に消えないで・英米
✎英語の勉強にもなるし、ストーリーもめちゃくちゃおもしろ
いです。夢を見たい人におすすめです。

『怪盗紳士』

モリス・ルブラン著 ❚3F 953/L49

✍英米✎これは、怪盗ルパンがいろいろな人物に自在に変
装して、凄腕の刑事をもだまして財宝を盗むという話です。
推理小説が好きな人にはオススメです。

✍あゆみ・英米
✎映画も面白くて、長いけれど引きこまれていくので、本を
あまり読まない人にもおすすめです。

『星の王子さま 』

✍しいたけ！！・英米
✎原書のほうには日本語訳とはちがう楽しさ、
面白さがあると聞いたから♡ぜひ☆

✍りぼん・英米
✎丌思議な世界観で、あまり本を読んだことのない人でも、
すらすら読むことができると思います。

『ハリー・ポッターVol.1 が英語で読める本』
❚3F 933/R78/B#1

✍カヨン・短大
✎『ハリー・ポッターと死の秘宝』はシリーズの最終章で、ヴォ
ルデモ―トとハリーがどうつながっているのか謎が解けると
思います。

『十五少年漂流記』
ジュール・ヴェルヌ著 ❚2F 文庫,3F 953/V62

✍中宮東・英米✎読書感想文の宿題が出てしまった人へ。

『海底二万里』

ジュール・ヴェルヌ著 ❚2F 文庫,3F 953/V62

✍海底・英米✎緊迫感のあるところが読み応えあり。

アレックス・シアラー著 ❚3F 933/Sh14

✍Ａ・短大✎後悔している人へ。

『スターガール』

サン・テグジュペリ著 ❚3F 953/Sa22

✍ＲＮ・英米
✎話は丌思議だけど、登場人物たちの感情や気持ちが
分かりやすくて読み終えると素直な気持ちになれます。

英語版に挑戦する人にはこんな本もあります→

『青空のむこう』

サミュエル・ベケット著 ❚3F 952/B31/1

✍Ｔ．Ｔ・大学院✎文学に興味がある人注目です！！目から
ウロコが落ちます(゜゜)！人生が変わる一冊になるかもしれ
ません‥‥。

『タンタンの冒険旅行［Les aventures de Tintin］』
エルジェ著 ❚2F Popular 850/テキスト

ジェリー・スピネッリ著 ❚2F 文庫 933/Sp5

✍だーすー・短大✎映画もおもしろいですが、小説も読み応
えがあるので、ぜひ一度読んでほしいです。

✍ウミウシんてぃうす✎とにかく読んでほしい！10 代のうちに
よんでほしい。„女子に！‟言葉で言いあらわせない魅力が
ある。自分らしく、女の子らしく生きられるようになる。

『グッドラック』
アレックス・ロビラ，フェルナンド・トリアス・デ・ベス著 ❚3F 963/R76

『The devil wears Prada（プラダを着た悪魔）』

✍ｉ Phone 初心者・英米✎読んでいてとてもほのぼのします。
とても丌思議な気持ちになってその世界に入っていきます。
オススメ♡

ローレン・ワイズバーガー著 ❚2F Popular, 2F 文庫 933/W55

✍りんごちゃん・英米
✎女の子なら一度は読んでみてほしい一冊!仕事、恋愛、人
間関係につまずいたら見てみて!この本から何か答えが見つ
かると思います!映画を見てから読んでみてもいいと思うよ!
とてもフゔッショナブルだし、女の子なら夢中になるはず!

『罪と罰』

ドストエフスキー著 ❚2F 文庫 983/D88

✍エートースルアー・英米✎貧困の中自らを犠牲にする妹、そ
れを拒む兄、家族のために身を売る娘、病気の母、どうしよう
もない父、残酷な現実を前にそれでも生きる強さがこの本
から見出すことができるし、主人公の性格も面白い。

✍kitty ちゃん・英米✎フゔッションやブランドに興味のある人
にぜひ読んでほしい。
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＃英訳コミック
『Naruto』

英語で楽しむ物語
＃Level 1
『Tom Cruise』

Masashi Kishimoto ❚2F Popular 830/マンガ

✍つじゆ・英米✎話が後で続いていって、驚くことも多くて
すごく楽しい。主人公の言葉には重みがあることがあって、
涙したり、勇気づけられる。日本語で読んだことがあると、英
語版も理解できるし、英語の表現がおもしろいときもあるの
でぜひ読んでください。

❚2F Popular 830//1

✍英米✎トムクルーズが好きな人におすすめ。単語も文自体
もすごく簡単に書かれているから読みやすいと思います。

＃Level 2
『Dracula』

❚2F Popular 830//2

『One piece』Eiichirō Oda

✍GMO・英米✎とりあえず一度読んでみて下さい。

＃Level 3
『Pirates of Caribbean』

❚2F Popular 830//2,830//3

✍W・短大✎日本語で読むのと違って英語を読んでストーリ
ーを理解していって、そのストーリーが分かると、うれしい。

『Forrest gump』

✍英米✎冒険好き、かなり感動する場吅ゕリ。

Winston Groom ❚2F Pop 830//3

✍GIⅡ・英米✎とにかくすばらしい‼図書館に英語版もある
ので、楽しめて英語の勉強もできて一石二鳥。

✍ミリオンセラー・英米✎展開が多くておもしろい。色んな単
語がでてきてためになる。

『Notting Hill』

❚2F Popular 830/マンガ

✍サラダ屋・英米✎60 何巻まで出ているが、作者は 100 何巻
までの構想が頭にできており、全ての巻がつながっている。
たくさんの伏線や、隠された暗号は本当に作者の頭の良さ
を表わす。マンガなのに深い。本当に読んでほしい。

『Slam dunk』

Richard Curtis ❚2F Popular 830//3

Takehiko Inoue ❚2F Popular 830/マンガ

✍あさだまお・英米✎信じることで愛は叶う。
✍Matti・英米✎恋したくなる。

✍匿名希望・英米✎私は本を読むのが大嫌いでしたが、この
本を初めて読んで感動しました。バスケ好きも OK ですが、マ
ンガとして読むのもいいと思います。

『Love story』

『Vagabond』

Erich Segal

❚2F Popular 830//3

✍じぇしか・英米✎愛は大切ということがよく分かる。

『The secret garden』

Burnett

Takehiko Inoue ❚2F Popular 830/マンガ

✍スノボしたい・英米
✎マンガを読みながら英語をできるので勉強の息抜きに。

❚2F Popular 830//3

✍nawave・英米✎自然がすきな人。

✍Adam・英米✎めっちゃおもろい‼すばらしいよ‼

＃Level 4
『About a boy』

『Nana』
Nick Hornby ❚2F Popular 830//4

✍ともこ・英米✎授業でつかいました。おもしろいですよ。

『Love actually』

Ai Yazawa ❚2F Popular 830/マンガ

✍英米✎有名な日本の漫画の英語版。会話や意外と難しい
表現、感情の動きなどを英語で再確認できるのでいいと思
います‼

Richard Curtis ❚2F Popular 830//4

✍まっちー・英米✎様々な人たちの恋愛模様が描かれており、
誮にでも楽しめる作品です。

『Nodame cantabile（のだめカンタービレ）』
Tomoko Ninomiya ❚2F Popular 830/マンガ

✍@zoo・英米✎いろいろな恋愛のかたちがあり、それぞれの
幸せをつかむラストがとても印象的です。

✍スヌーピー・英米✎日本語の本を読んだことある人やドラ
マを見たことがある人でも、また違った文になっているので、
読む価値はあると思います。

英語多読にはこんな本もオススメ！→
『英語多読完全ブックガイド』

＃英語絵本
『Guri and Gura』

❚2F Popular 019/E37//BEST

中川李枝子, 山脇百合子著❚2F Popular 830/絵本

✍神セブン・短大
✎ぐりとぐらがとても可愛くて、いやされる。

＃シナリオ対訳
『トレインスポッティング』

＃洋雑誌
『Time』-the weekly newsmagazine

アーヴィン・ウェルシュ著 ❚2F Popular 830/シナリオ

✍Mar.・短大✎とにかく最高。

＃映画
『僕はラジオ』

❚2F 軽雑誌

✍しゃなぎ・短大✎外大生ならば、一度は読んでおかないと
いけない雑誌。これを読まずして中宮図書館は語れない。

マイク・トーリン監督 ❚中宮 AVL 映画

✍まーちん・英米✎ゕメリカのとある町で起こった実話で、人
と人とのつながりは大事だなと感じさせられた。
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教

『Begat』-the King James Bible and the English language

養

David Crystal 著 ❚3F 193.08/C94

✍G1,Ⅳ・英米✎聖書や昔と今とを比べたスラングなど今ま
で知らなかったことが深く知れます。ゕダムとヴについて
など、オススメです☆

『長井健司を覚えていますか』
-ミャンマーに散ったジャーナリストの軌跡
明石昇二郎著 ❚3F 070.16/A32

✍フミヤ・英米✎ミャンマー取材中に撃たれて亡くなったジャ
ーナリストの長井健司さんの生前の様子や想いなどを書い
た一冊です。ジャーナリズムに興味のある学生に読んでもら
いたい本です。

✍G1(Ⅲ)・英米✎人間・言葉・リンゴについて
知るための本。
✍begad・英米✎たいへん難しいですが、聖書
とか学べます。

『佐藤一斎「人の上に立つ人」の勉強』
✍HASHIMOTO DISEASE・英米
✎橋本先生の授業を受けたい人。ゕダムとヴに興味があ
る人。Let there be BEGAT?

佐藤一斎著 ❚3F 121.5/Sa85

✍N.K・英米✎人の上に立つということを、少しでも考えるこ
とで今まで見てきた世界観を変えることができ、今後、社会
に出た時に役立つと思う。

『西洋哲学史』

✍まっちゃん・大学院
✎かなり難しめの本ですが、デゖオムについての新しい見
方ができるかも―。聖書の知識が必須スキルです。

シュヴェーグラー著 ❚2F 文庫 130.2/Sc8/1,2

✍止揚の赤・英米✎留学先での専攻が決まらなくとも文系
の一般教養としては読んでおいて損はない。難しい言葉も
出てくるが辞書を片手に文脈を辽りながら読めばよく、完全
に理解する必要もない。しかし考える力はつく。私はまた、こ
の本のおかげで倫理学に興味を持てた。

『臨死体験』

『メキシコの大地に消えた侍たち』
-伊達藩士・福地蔵人とその一族の盛衰
大泉光一著 ❚3F 210.52/O35

✍まま・短大✎日本の歴史について深く学べる。歴史に興味
のある人は読んで欲しい。

立花隆著 ❚3F 147/Ta13r/1,2

✍ラオコーン・英米✎死後の世界を見た人の体験談で、様々
な体験がある中にも共通点とかあって、すごく興味深い。

『アメリカの地名』-由来と史的背景
木村正史著 ❚3F 295.3/Ki39

『人を動かす』

✍Suzy's Zoo・短大
✎今まで知らなかったことが知れてマメ知識になります
よ！！ぜひ読んでみてください＼(^O^)／✧✧

D・カーネギー著 ❚2F 指定 159/C19//Otamendi,V

✍有岡翔星・英米✎世界の偉業を成し遂げた人々の行動や
考え方がわかりやすく解説されていて、今後の人生に影響
をうけやすい本です。

『平和ってなんだろう』-「軍隊をすてた国」コスタリカから考える
足立力也著 ❚3F 302.576/A16

『金持ち父さん貧乏父さん』

✍人間戦車・英米✎先進国で丌足がない生活を送っている
若者全てに読んでほしいと思います。内容は簡潔に言うと、
争いを避けるために武器を捨てたコスタリカという国につい
て書かれた本です。ぜひ、読んでみて下さい。

-アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学
ロバート・キヨサキ, シャロン・レクター著 ❚3F 159/Ki91

✍テケテケ・英米✎お金との接し方を考えるようになった。

『20 歳のときに知っておきたかったこと』
『世界がもし 100 人の村だったら』

-スタンフォード大学集中講義
ティナ・シーリグ著 ❚3F 159/Se15

池田香代子著 ❚3F 304/I32

✍g6・英米✎10 代の人にぜひ読んでほしい!
✍G2・英米
✎すごく考えさせられる。テレビもみてほし
いです。

『ギリシア神話』
アポロドーロス著 ❚2F 文庫,3F 162.31/A59 ほか

✍ウルエル・英米
✎文学作品にはよくギリシゕ神話の神や登場人物が登場す
る。ゲーテなどはそれが際立っている。また欧米人は太陽を
ヘリオス、月をゕルテミスなどと表現することで一種のエス
プリを見せようとする。それを理解して言葉で遊ぶのも面白
いと思います。あと聖書も創世の書くらいは読んでおいてい
いと思います。

✍にゃあ‼・短大✎世界のことを知りたいひとに読んでもらい
たいです╲(^o^)╱

『池上彰の経済のニュースが面白いほどわかる本』
池上彰著 ❚2F 文庫 332.106/I33

✍Aya・英米✎ニュースでよく耳にする難しい経済用語が図
と共にわかりやすく解説されており、１つの Keyword ごとに短
くまとめられ、易しい言葉が使われているので、とても分か
りやすく、為になる本です。

11

2011 年度 外大生の 1 冊

『アメリカと日本の「チガイ」のたのしみかた』

『社会人として大切なことは
みんなディズニーランドで教わった』

-アメリカ人として暮らす日本女性がみた
マナス貴美子著 ❚3F 361.6/Ma43

香取貴信著 ❚3F 688.4/Ka86/1,2

✍エリカさま・英米✎いろいろなトピックでゕメリカと日本の違
いをズバリと述べていて、ただ読む本としてもおもしろい。
これからゕメリカへ行く人やゕメリカ人の友達と会うという
人にオススメします。

✍オルサ・英米
✎社会人として大切なことや、社会の生き方を教えてくれる
一冊です。就活に悩んでいる人や、デゖズニーランドで働き
たいと思っている人におすすめです。

『日本のポップパワー』-世界を変えるコンテンツの実像

『リッツ・カールトンで学んだ仕事でいちばん大事なこと』

中村伊知哉, 小野打恵編著 ❚3F 361.6/N37

林田正光著 ❚3F 688.8/H48

✍バナナ・英米
✎日本のあらゆる面から働くいろんな力を知れるから。

✍AJ ・短大✎接客業をするときに重要なことを学ぶことが
できます。サービス業の奥深さを知ることもできるので、読
んでおくと役に立つと思います。

『世界の貧困』-1 日 1 ドルで暮らす人びと
ジェレミー・シーブルック著 ❚3F 368.2/Se11

『スラムダンク勝利学』

✍A・英米✎1 ドル未満で世界には暮らしている人がたくさん
いる。その人達のことについて書かれている。この本を読め
ば視野が広がると思う。

『先生になりたいあなたへ』

辻秀一著 ❚3F 780.4/Ts41

✍TDC・英米✎多くの事がこの本から学べます。僕の人生の
バブルです。

藤岡達也著 ❚3F 373.7/F65

『科学する麻雀』

✍るーじゅら・英米✎先生になりたい人にぜひ読んでもらい
たいです。

『教えるということ』

とつげき東北著 ❚3F 797.5/To73

✍S.O・英米✎頭の回転がかなりはやくなるよ。

『"It (それ)"と呼ばれた子』
大村はま著 ❚2F 指定 374.3/O64//教職

デイヴ・ペルザー著 ❚2F 文庫,3F 936/P36

✍KAWASHIMA・英米
✎先生を目指している人にはおすすめです。

✍M・英米✎この本は知っている人も多いと思います。これ
は虐待について生々しく、真っ直ぐに書かれています。心が
痛くなりますが、とても考えさせられる本です。こういう子も
いるということを知っていただきたいです。

『99・9%は仮説』-思いこみで判断しないための考え方
竹内薫著 ❚3F 404/Ta67

✍K.Y.・英米✎読み進めていくうちに、次々に内容を知りた
くなっていき、とまらなくなります。私は中学生のころからこ
の本が好きです。

『死の雑学』

語
『ピーター流外国語習得術』

上野正彦著 ❚3F 498.94/U45

✍凶王・短大✎日常の死亡事故の原因から映画等の死の演
出の仕方の真相等多種多様な死の雑学を約 2～3 ページ程
の量で分かりやすく解説しています。

『されど“服”で人生は変わる』

学

ピーター・フランクル著 ❚2F 指定 807/F44//岡田広一

✍珠トマト・短大✎外国語を学ぶ際にどんなことに気をつけ
たらよいかや、色んな人々とコミュニケーションをとること
はどんなに楽しいかを教えてくれる一冊です！

齋藤薫著 ❚3F 589.21/Sa25

『日本人の知らない日本語』

✍まにぬ・短大✎女の子によんでほしいです。女性としての
意識が高まります。

-なるほど〜×爆笑!の日本語"再発見"コミックエッセイ
蛇蔵, 海野凪子著 ❚2F 指定 810.4/H51/1/阿部奈南

✍まり・短大✎マンガ形式で読めるからおもしろい。外国人が
日本語をどうやって覚えているか分かったし、自分の知らな
かった日本語の文法なども勉強できるから役に立つ。

『空の上で本当にあった心温まる物語』
三枝理枝子著 ❚3F 687/Sa14

✍ヘキサゴン・英米
✎CA になりたい人にはオススメ!他にもサービス業につきた
い人は読んでほしいです。短編集なので読みやすい。

『日本人の英語』
マーク・ピーターセン著 ❚2F 指定 835/P45//福島一彦

✍pooh・短大✎日本人が間違えやすいところなどが例をつ
かって書かれています。ぜひ読んでみて下さい。

✍もも・英米
✎航空業界を目指している人に特に読んでほしいです。業界
で働いている人や乗客の心温まるストーリーは本当に感動
で泣けます。是非読んであったかい気持ちになって下さい。

『大空を翔ける』

『英語史入門』

橋本功著 ❚3F 830.2/H38

✍S.O・英米✎これは英語学概論の時にすすめてもらった本
です。概論を勉強する上で基本的なことがわかりやすく書
いてある本です。この本の著者は本学の教授である橋本功
先生が書いた本なので読んでください。

岩原祐希著 ❚3F 687.3/I92

✍Satsuki・英米
✎客室乗務員をめざす人に読んでほしい。接客の素晴らしさ
がわかるし、ＣＡの仕事にかける思いが伝わった。
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『ダーリンは外国人』

『速読速聴・英単語』

小栗左多里著 ❚2F 留学 830.4/O26/1,2

✍食パンマン・英米
✎リーデゖングも単語も音読もこの一冊でできます。

✍ダーリンは日本人・英米
✎外大生なら必ず外国人と接したりすると思いますが、その
時に文化の違いや考え方の違いがあると思います。
この本は夫が外国人の作者が描く読みやすいマンガでおも
しろくて、一度は読んでおきたい本です。

『Duo 3.0』

松本茂 [ほか] 著 ❚3F 834/So32

鈴木陽一企画・著 ❚AVL 語学英語

✍DYA・英米✎受験勉強におすすめ！例文がおもしろいの
で自然と単語が身に付く！発音がカタカナで書かれている
ので分かりやすい。

←もっと読みたい人にオススメ！
『ダーリンの頭ン中』

『現代英文法講義』

❚2F 留学 830.4/O26/1,2

安藤貞雄著 ❚3F 835/A47

✍S‘liebe,・英米✎奥深い。
✍エース・大学院✎「英文法極めたい！」「英文法学びた
い！」という英文法に情熱を注いでいる方にこの一冊をお
すすめします！

『グーグル・ジャパンで働く 11 人の英語勉強法』
-グローバルに活躍できる日本人になる!
English Zone 編集部取材班編 ❚2F 指定 830.7/E61//岡田広一

『Meaning and the English Verb』

✍KANNA・短大✎グーグル・ジャパンの人たちは、みんなエ
リートで、昔から成績優秀なメージをもちがちですが、み
なさん、就職してから英語を勉強した人たちばかりでした。
今、もし勉強をしているけれど、成績が思うようにのびない、
これから留学に行くけれど、準備が分からないという人にと
ってピッタリな本だと思います。

Geoffrey Leech 著 ❚3F 835.5/L51

『イングリッシュ・モンスターの最強英語術』

✍K.O・英米✎基本が知りたい人！

✍honoka・大学院✎意味論分野での勉強を志す人すべてへ。

『英語の前置詞』

小西友七著 ❚3F 835.64/Ko75

✍S.O・英米✎授業で文法を詳しく調べる誯題が出たとき、
この本を使いました！とても良かったです。

菊池健彦著 ❚2F 指定 830.7/Ki24//岡田広一

『モダリティ』

✍Duffy・短大✎TOEFL の勉強法や、英語の勉強法など、
TOEFL で満点を２４回取った人の勉強術がたくさんのってい
ます。英語の勉強をするには役に立つと思います。

澤田治美著 ❚2F 指定 835.9/Sa93//澤田治美

✍アンパンマン将軍・英米
✎文に潜んでいる真意・気持ちを汲み取るに
はどうすればいいのか、この一冊があれば
全て解決できる!?将来先生を目指している
人にオススメします。

✍鳥籠ちゃん・英米✎英語がもっと出来るようになりたくて、
でもヤル気が無くて、海外にも行ったことなくて!そんな私を
ヤル気にしてくれました。

『英語は絶対、勉強するな!』[シリーズ]

『耳から覚える英会話 2000 フレーズ』-とっさの一言!

鄭讃容著 ❚3F,2F 指定 830.7/Te21

小池直己著 ❚3F 837.8/Ko31

✍Pooh・短大✎「まずは辞書を使わず、英語を聞きまくれ!」
英語を喋れるようになるための方法が書いてある本です。
外大に通っている限り、この本に書いてあることをきちんと
出来る自信はありませんが、読んでみる価値は充分にある
と思います！

✍ばぶゅーぱみゅぱみゅ・英米
✎英会話を伸ばしたい人へおすすめしまーす☺♡

『ネイティブが使う英語使わない英語』
デイビッド・A・セイン, 小池信孝著 ❚3F 837.8/Th1

✍しょう・英米✎今まで普通だと思って、使っていた英語が失
礼だったり、間違っていたりすることに気づける。留学生が
多い外大で使ってみようと思える一冊。

✍イタリアの村娘・短大
✎韓国 No.1 ベストセラー！ＴＯＥＩＣ最低の日本人よ、天才の学
習法により、落ちこぼれ仲間の秘策を盗め。

『失礼な英語丁寧な英語』-カタコト英語矯正トレーニング
デイビッド・A.セイン著 ❚3F 837.8/Th1

✍N・英米✎ネテゖブがよく会話で使っている重要なワー
ドが紹介されていて、また、使う状況によって相手にとってと
ても失礼な表現になってしまう意外なワードがあって、実際
に外国人と話す時に役立った。
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＜TOEFL 対策＞
『はじめての TOEFL ITP 文法』

❚AVL

旅

TOEFL/文法

✍ガリ勉Ⓡ・英米✎TOEFL の得点を上げたい人。

『世界の空港』

ピーピーエス通信社写真 ❚2F 留学 290.8/Se22

✍ヨウコ・英米
✎写真集です。世界のいろいろな空港の写真がのっている
本で、将来航空関係に興味がある人にもおすすめです。
どれも魅力的なものばかりで、飽きずに見ていられます。

『Longman preparation course for the TOEFL test』
Deborah Phillips 著 ❚AVL TOEFL/洋書

✍Y・英米✎TOEFL の基礎知識を固めるのに最適の本です。
これを勉強して半年でスコゕが 80 点もあがったのでこれは
やるべきです！

『地球の歩き方』

❚2F 留学 290.9/C44/A-E

『TOEFL Test ITP 文法問題対策満点マニュアル』

✎旅好き必読‼

-パワフルコードであなたの弱点がハッキリ見えてくる
林功著 ❚AVL TOEFL/文法

『ここ以外のどこかへ! 旅の指さし会話帳』

✍CHIKAKO・英米✎わかりやすい解説が載っています！

❚2F 留学 801.7/Ta12/1-

✍みかみ・英米✎とりあえず、文法がのびる!先輩から代々
伝わっています。

✍みにー・英米
✎英語、台湾、韓国、フランス、スペンとにかくたくさんの
言語があります。「指さし」シリーズは海外旅行にオススメ！
言語だけでなくその国の食事や習慣も詳しく載ってますよ
(^o^)丿

『TOEFL テスト完全攻略リスニング』

『World journey』-The guide of a journey with love & free

✍F.Y・英米✎嫌にならない。やる気になる。わかりやすい！

❚AVL

TOEFL/iBT

✍iPone4S・英米✎わかりやすくてためになる。

高橋歩編著 ❚2F 留学 290.9/Ta33

✍西尾一男・短大
✎世界一周本気で考えている人に是非読んでほしいです。

『モロッコで断食』

お気に入りの一冊は
見つかりましたか？

たかのてるこ著 ❚2F 指定 294.34/Ta47//岡田広一

✍Jackie・短大✎ラマダーンが何なのかわかりました。
異文化を学びたい人におすすめです。

－アンケートにご協力ありがとうございました－

『ことりっぷ海外版』－ニューヨーク
❚2F 留学 295.321/N99

❏回答総数 320 件

✍（＾o＾）・英米✎かわいい。持ち歩き可能。わかりやすい。

❏人気作家ランキング
著者名

『ビッグマックプリーズ!!』

回答数

◎東野圭吾
『秘密』 『容疑者 X の献身』 他

小屋一平著 ❚2F 指定 383.8/Ko96//岡田広一

✍ぽっちゃん＠オセロ・短大
✎世界のフゔストフードのビッグマックのお話で各国によって
違って興味津々になります。
ぜひフゔストフード好きのあなたに・・・。
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◦ 有川 浩

8

◦ 山田悠介

5

◦ 伊坂幸太郎

4

◦ 村上春樹

4

『トイレはどこですか?』
小屋一平著 ❚2F 指定 383.9/Ko96//岡田広一

✍Mrs.おかだ・短大✎読みやすいです。いかに日本のトレ
がきれいかわかりました。

❏注目作品ランキング
タイトル

◎『ハリー・ポッター』[シリーズ]

7

◦ 『阪急電車』

5

有川浩著

4

湊かなえ著

◦ 『スイッチを押すとき』

山田悠介著

沢木耕太郎著 ❚2F 文庫,3F 915.6/Sa94

✍Azuki・英米
✎筆者が実際に行った日本からロンドンまでの
旅の様子を書いた本。旅に出たいなぁって少し
でも思う人は、そのきっかけにこの本を読んで
みては。

15

◦ 『Love actually』

◦ 『告白』

『深夜特急』

回答数

✍RON・短大
✎一人の男が体一つで世界中を旅するストーリー。これを読
めば、きっと旅に出たくなるはず！止まらなくなります。

4
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