小説―日本の作家

G A I D A I S E I ’ s
『図書館戦争』

有川浩著 ▮3F 913.6/A71

✍ままままま・英米✎本自体が分厚くて、その上４巻„＋スピ
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＠中宮図書館
≪完全版≫

関西外大のみなさんに
おすすめの本を聞きました！
実施期間：
2010.12-2011.1

図書館に寄せられた

アンケートの回答を
全部まとめて紹介します。
全コメント付きの完全版!!
気合いを入れてどうぞ▸▸▸

ンゝフ２巻‟の大長編なので、最初は読むのに若干抵抗があ
りますが、読み始めたら一気にハマってしまいます。全て買
うにはとてもお金がいるので是非図書館で！(笑)
✍短大✎主人公とそのまわりをとりまく人たちの個性的な
性格のおかげで、話の展開がすごくおもしろい。笑いの中に
もフゔンタジーがあるので、フゔンタジーものやコメデゖ、あ
と恋愛小説でもあるのでラブストーリーが好きな方にもおす
すめです。

『阪急電車』

有川浩著 ▮2F 文庫,3F 913.6/A71

✍ピーマン・短大✎来春映画化されます！話が全てつなが
っていて、読み終えると温かい気持ちになれました。
一駅ごとに区切られて読みやすかったです。いつも阪急電
車を利用している人も、そうでない人も電車に乗るのが楽し
くなる本です。

『地下鉄(メトロ)に乗って』
浅田次郎著 ▮2F 文庫 913.6/A81

✍テスコム・短大
✎ある地下鉄の駅からタムスリップするという非現実的な
内容ながら、最後には感動できる物語でした。

≫内容の見方
『本のタイトル』
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 英米＝外国語学部英米語学科
短大＝短期大学部

〈例〉⇒❙ 2F 文庫

配置場所

浅田次郎著 ▮2F 文庫 913.6/A81

✍みのむし✎古城ホテルをダブルブッキングしているセレブ
ツゕーと格安ツゕー客のドタバタ喜劇＋古城を舞台に小説家
がつむぐ美しくも壮大な歴史ロマンス。
笑いあり、涙あり、感動ありで、これはもう物語のフルコース
や～。フルコースのボリュームが気になる方には、季節ごと
のゕラゞルト、同著者の「プリズンホテル」はいかがでしょ？

『The manzai』

≫本の探し方
▮ 図書館での所在

『王妃の館』

あさのあつこ著 ▮2F 文庫 913.6/A87/1-5

✍まさす・英米✎漫才師を目指す高校生の青春ストーリー。
一度読み出したら止まりません‼

☜ココに注目
913.6/H55
請求記号

『人間失格』

≫もくじ
小説－日本の作家  p.1
小説－海外の作家  p.4
英語で楽しむ物語  p.6
学び－より深く知るために  p.6
人生－悩めるひとに  p.9

太宰治著 ▮2F 文庫,3F 913.6/D49

✍ユカスケ・英米✎難しくて、最初は読みづらいけど読んで
いくうちに太宰 World にいつのまにか引きこまれていってし
まう。人生について考えさせられます。ただ精神的に病んで
いる人は復活してから読んだ方がいい!
めっちゃ痛むから(笑)
✍短大✎情けない主人公の話です。こんな主人公にはなり
たくない。
✍K2・短大✎重い内容だけど、有名な文学作品だし、映画に
もなっているし、一度読んでみてほしい。良い経験になると
思う。

『江戸川乱歩短篇集』
図書館学術情報センター
〈2011.3〉

江戸川乱歩著 ▮2Ｆ文庫 913.6/Ｅ24

✍匿名希望・短大✎江戸川乱歩の有名な作品の１つで、次の
ページを読むのが待ちきれないくらいドキドキする本です。

2010 年度 外大生の 1 冊

『Romes 06』

『恋愛寫眞』－もうひとつの物語

五條瑛著 ▮2F 文庫 913.6/G58

✍ciu・短大✎空港で起きる様々な事件を成嶋が ROMES を使
って解決していくところが、ハラハラドキドキでおもしろいで
す。ドラマ化もしていたものです。是非読んでみてください。

市川拓司著 ▮2F 文庫,3F 913.6/I14

✍卑弥呼・英米✎純愛で一途で自分も恋がしたくなるよう
な小説です。泣ける小説です。

『カフーをまちわびて』

原田マハ ▮ 2F 文庫 913.6/H32

✍ぽん・英米✎おもしろいです。

『容疑者 X の献身』

▮2F 文庫,3F 913.6/H55

✍ぼん・英米✎ほっこりする好きな本。

✍カエル・英米✎映画とは少し違い、色々な人の感情が読め
ておもしろかった。人を愛する形。
✍こんにちは。・短大✎まさに献身!愛という言葉だけでは
片づけられない。

『容疑者 X の献身』『放課後』

『終末のフール』

▮2F 文庫 913.6/H55

✍はっちゃん②牛角・短大✎TV ドラマ“流星の絆”の作者東野
圭吾さんの作品です。ありきたりなサスペンスなんやけど、裏
側や人間心理がおもしろい‼どんどん謎がとけていくスリル
感がゝススメ ♡

『放課後』

✍プルート✎世界が終わる時自分はどう過ごすかを考えさ
せられる本。

『チルドレン』
▮2F 文庫 913.6/H55

▮2F 文庫 913.6/I68

✍うめ・英米✎主人公の陣内がとても人間らしく、かっこよく、
こんな男になりたいなと思わせるような、とても楽しくワク
ワクさせる短編集。

✍英米✎密室のトリックがすごい。

『流星の絆』

▮2F 文庫 913.6/I68

✍スヌーピー・英米
✎"生きるということを考えさせられる一冊です。
とても読みやすい本なので、ぜひ一度読んでみて下さい。

▮3F 913.6/H55

✍きむら・英米✎両親を殺した犯人を、兄弟３人で時効をむか
える前につきとめようとする話です。東野さんの作品はどれ
も夢中になれる話ばかりです。

『重力ピエロ』

『黒笑小説』

『オーデュボンの祈り』

▮2F 文庫 913.6/H55

✍A.A.・英米✎人の内面が表れていて、一味ちがった「笑い」
を楽しめます。

『白夜行』

▮2F 文庫 913.6/I68

✍Magnus・短大✎著者のデビュー作。私はあまり読書するの
が好きではないのですが、この本はとてもはまり込んで
読めた本でした。ジャンル的にはミステリーに近く、今と昔を
行き来する丌思議な話です。ぜひおすすめできる本です。

▮2F 文庫 913.6/H55

✍まんまみーあ・英米✎好きな人、愛する人への思いの強さ
がわかる。

『秘密』

▮2F 文庫 913.6/I68

✍英米✎とにかくおもしろい!
本を好きになったキッゞケの本‼

『うつくしい子ども』

石田衣良著 ▮2F 文庫 913.6/Ｉ72

✍短大✎自分の弟が殺人犯になってしまった男の子の話な
のですが、被害者家族ではなく加害者家族の事件後の描写
がとても印象的でした。マスコミや世間からの誹謗中傷に耐
える家族、真実を知ろうとする兄の心中など、とても考えさ
せられるお話です。

▮2Ｆ文庫 913.6/H55

✍消しごむさん ・短大✎志田未来さんと佐々木蔵之助さん
主演のドラマで話題になった小説です。事故によって妻が娘
の体で共に暮らしていく、というお話です。２人の奇妙な生活
とまさかのラストにハラハラドキドキします。

『もし高校野球の女子マネージャーが
ドラッカーの『マネジメント』を読んだら』

✍Saori・短大✎最後まで先が読めないおもしろいお話でし
た。最近、ドラマ化されて佐々木蔵之助と志田未来が主演で
したが、やはり原作を読んだ方がおもしろい。

岩崎夏海著 ▮3Ｆ 913.6/Ｉ96

✍ドラッカー✎私も高校野球をしていてとても近いものを感
じました。また、将来「経営者」という目線があるのでドラッゞ
ーの本はおすすめです！

✍M.K・短大✎最初から最後までドキドキハラハラ。途中で眠
くなることもなく、先が、結末が気になってしかたないです。
✍育美・英米✎東野圭吾ワールド炸裂の、切なくて、悫しくて、
それでも何か１つのことを支えに生きていく、主人公のとて
も感動する話。この１冊で東野圭吾にはまってくれれば…

✍短大✎昨年とても流行ったこの本ですが、内容も読みや
すく、分かりやすく、とても為になりました。経済ものに興味
はあるけど、どうも難しそう…って人にゝススメです。
✍みーちゃん ・短大 ✧感動,学び,人生

『パラレルワールド・ラブストーリー』
▮2F 文庫 913.6/H55

✍ぬぬぬ・短大✎東野圭吾さんの作品が好きなので、その中
の作品のひとつです。
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『星へ落ちる』

金原ひとみ著▮3Ｆ 913.6/Ｋａ52

✍ちぇりー・英米
✎とりあえず読んだらはまる。別世界なようで自分の世界に
もあることやから、ものすごく共感できます。

『水滸伝』

『ノルウェイの森』

北方謙三著 ▮2F 文庫 913.6/Ki65/1-19

✍サラサラ・英米✎学生運動が盛んな時代の一人の大学生
の恋愛や人生観を描いた作品。映画にもなったので、
ぜひ一度映画を見る前に読んでください。

✍短大✎歴史が好きな人におすすめです。

『告白』

▮2F 文庫,3Ｆ 913.6/Mu43

✍しろまるひめ・英米✎感動します‼村上春樹ワールド‼
学生時代に一度は読むべき‼

湊かなえ著 ▮2F 文庫,3F 913.6/Mi39

✍匿名希望・短大✎映画にもなっていると思うので、有名で、
本をあまりよまない私でも楽しくよめました。

✍こさっち・英米✎一日で読むことができた。
✍T.K.・英米✎人の命について考えさせられます。

『海辺のカフカ』

✍A・英米✎本が嫌いでも一気に読める一冊です。
✍短大✎少し長めの本ですが、内容がとてもおもしろいので
あっという間に読めます。映画化もされています。ぜひ読ん
でほしいです。

『カラフル』

▮2F 文庫,3F 913.6/Mu43

✍ふわふわの魚は海へ・英米✎謎の多さと、登場人物間の意
外な繋がりが、話をよりおもしろく、複雑にし、読者を惹きつ
けます。15 歳の主人公の成長や、考え方の変化の過程にも哲
学的なものを感じ、生きることについて深く考えることので
きる一冊です。

森絵都著 ▮2F 文庫,3F 913.6/Mo45

✍かな・英米✎内容も難しくなく、物語がとてもおもしろかっ
た。ラストでは本当に感動した。

『夜は短し歩けよ乙女』

『遥かなる水の音』

村山由佳 ▮なし

✍☆☆☆・短大✎色々な関わりのある男女がサハラ砂漠に
行って死んだ主人公の骨をまくという話ですが、この本を読
むと世界が広がるし、夢中になって読むことができます。
ぜひ読んで下さい。

▮2F 文庫,3F 913.6/Mo54

✍まき・英米✎笑える、かわいい(^w^)/♡"

『西の魔女が死んだ』

✍短大✎いろいろな珍事件がおきて、おもしろかったです。

✍いずみ・短大✎おばあちゃんと孫娘の話なんですが、
女の子に対するおばあちゃんの愛情が感じられて泣けます。

✍おっさん・短大✎ピュゕな恋愛フゔンタジーの物語です。
素直な恋の本を読みたい人にゝススメです。フゔンタジー
なのでありえないことばかりですが、楽しめる本です。

『神様のカルテ』

梨木香歩著 ▮2F 文庫,3F 913.6/N55

夏川草介著 ▮3F 913.6/N58

✍みー・短大✎天然な後輩の女の子に恋する「先輩」の話。
「先輩」はストーゞーっぽい行動をとるけれど、なんかかわい
くて読んでいて楽しい本です。

✍ゆかぴい・短大✎去年の本屋が選ぶ小説？で第２位に輝く
ほど、私が紹介しなくてもスバラシ作品です。大阪とはか
けはなれた田舎の病院で毎日、患者とたたかいつづける医
者の話です。患者さんから得られることや医療関係の仕事を
しているからこそわかる話もこまかく書かれていて、最後に
くる感動は最高です！今年の夏に映画化も決まっているの
でゼヒ読んでみてください

『太陽の塔』

『僕たちの戦争』

✍マロニー・英米✎とにかく文章表現がかわいい！
舞台が京都なので、読んだ後に京都に行きたくなる人が
多いかも(笑)

▮2F 文庫 913.6/Mo54

✍G・英米✎初めはストーゞーっぽくてすごく丌気味だけど、
だんだんとそんな主人公のことも好きになってくるし、
とてもほんわかした話です。最後まで爆笑です♡

『恋文の技術』

荻原浩著 ▮2F 文庫 913.6/O25

✍短大✎主人公が元いた世界と異なる時代に戸惑い、翻弄
されながら生きていく感じから、戦争のみにくさなどを知る
ことができる。

『ZOO』

▮3F 913.6/Mo54

乙一著 ▮2F 文庫,3F 913.6/O87

✍いずみ・短大✎短編集なんですが、なかでも“Seven rooms”
という作品が特におすすめです。話が進むにつれて、謎が解
けていき、クラマックスでは兄弟愛に感動します。

✍Chan・短大✎普通の小説とは違って、文通形式„それも全
部主人公が書いた手紙のみ‟になっていて、おもしろいです。
主人公が周囲の人々にいじられながらも結局はみんな主人
公を慕っているという、登場人物が素直になれない所もま
た、読んでいてほのぼのします。

『グミ・チョコレート・パイン』
大槻ケンヂ著 ▮2Ｆ文庫 913.6/Ｏ89

✍短大✎だれもが経験した„男子に限る‟青春の１ページが
つまっています。

『闇の子供たち』

梁石日著 ▮2F 文庫,3F 913.6/R96

✍やぎゅう・英米✎若者は山や谷のみならず、海を越え万物
を学び、万里を歩き、己をみやげに持ちかえれ。
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『幸福な食卓』

『チェンジ・ザ・ゲーム』

瀬尾まいこ著 ▮2F 文庫,3F 913.6/Se76

✍英米
✎読み返せば返すほど、毎回違うことを感じる本です。

『きよしこ』

タンジール著 ▮なし

✍ジャスミン・英米
✎ダメダメな男の子が、自分とは全く違った人たちと出会い、
いろんなことを吸収していく中で成長していく物語。

重松清著 ▮2F 文庫 913.6/Sh28

✍Hoｌmes・短大✎必ず感動すると思います。
一度読んでみて下さい。

『チョコ。』

後藤彩著 ▮なし

✍くりきんとん・短大✎親が子を虐待する話です。

『流星ワゴン』

重松清著 ▮2F 文庫 913.6/Sh28

『アイシールド 21』

✍［add-eco］・英米✎自分の人生ってなんだろなーって
ちょっと考えてみてください。

『ぼくらの七日間戦争』

稲垣理一郎原作, 村田雄介漫画 ▮なし

✍甘・英米✎努力と才能が描かれた奥深い漫画。

宗田理著▮ 2F 文庫 913.6/So15

『哲也』－雀聖と呼ばれた男

✍ホモサピエンス・短大✎記念すべきぼくらの～シリーズの
原点‼これをきっかけにぼくらの～シリーズを読もう。

『親指さがし』

星野泰視漫画 ▮なし

✍英米✎考え方がやわらかくなる。読んでいて楽しい。

山田悠介著 ▮2F 文庫 913.6/Y19

小説―海外の作家

✍トム アンド ジェリー・短大✎山田悠介や東野圭吾好きなら
きっとハマる作品です！

『スイッチを押すとき』

『クリスマス・キャロル』
山田悠介著 ▮2F 文庫 913.6/Y19

チャールズ・ディケンズ著 ▮2Ｆ文庫,3F 933/Ｄ72

✍赤ぼうず・短大✎人の命の尊さと、「生」の執着心、仲間の
大切さを実感できるほんと泣ける一冊！

✍ちびまる子・短大✎世界中で有名なデゖケンズの作品。
これを読まなきゃクリスマスは始まらない‼

『ジョーカー・ゲーム』

『シャーロック・ホームズ』 [シリーズ］

柳広司著 ▮3F 913.6/Y52

✍英米✎スパ同士の心理戦がテーマです。舞台は世界大
戦中の日本が主です。展開がなかなか読めず、次はどうな
るんだろう？と考えながら楽しんで読むことができました。

✍Sefilia・英米✎文の書き方などが上手く、とても楽しく
読めます!

『悪人』

『見えない人間』

アーサー・コナン・ドイル著 ▮2Ｆ文庫,3F 933/D89

吉田修一著 ▮2F 文庫,3F 913.6/Y86

✍短大✎読むうちに引き込まれていく感じ。切ないです。

『キッチン』

吉本ばなな著 ▮2Ｆ文庫,3F 913.6/Ｙ91

✍あや・短大✎身の回りの人がどれだけ大切か、また、いつ
失うかなんて分からないということを教えてくれる一冊で
す。読んだ後に暖かい気持ちになれるのでおすすめです。

『羊たちの沈黙』
『ＫＡＧＥＲＯＵ』

ラルフ・エリスン著 ▮3Ｆ 933/Ｅ48/1-2

✍みんなの私・短大✎この話しは、キング牧師の有名な演説
の約 10 年後くらいの話しで、主人公はある一人の黒人の学
生である。この本で、黒人差別の残酷さ、自由とは何か、社会
の実情が痛い程伝わってきて、この世界は本当にこれでい
いのかということを考えさせられます。
トマス・ハリス著 ▮2F 文庫 933/H33

✍短大✎実話を元に作られています。

齋藤智裕著 ▮穂谷 913.6/Ｓａ25

✍みっちゃん・英米✎ワドショーで話題になった俳優水嶋ヒ
ロの処女作。自殺志願者だった一人の男がある人物と出会
うことで命や愛について考える作品。とても読みやすく、
二時間程で読み終わる。

『魔法使いハウルと火の悪魔』
ﾀﾞｲｱﾅ･ｳｨﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ著 ▮3F 933/J72

✍タカヒロ・短大✎映画にもなっているので興味を持てる
内容だと思います。

✍S・Y・短大✎俳優が書いたものだと安易に読んでみたら
案外おもしろかったです。

『アルジャーノンに花束を』

✍T.K.・短大✎話題性が大きい小説です。スラスラと読め、
本を読むのが苦手な人にゝススメできる一冊。
天は二物を不えずと言いますが、この本の著者に関しては
例外だと思いました。

ダニエル・キイス著 ▮2F 文庫,3Ｆ 933/Ke67

✍N・英米✎古い本ですが、大学生になってから読むと、
また違った観点から見ることが出来る。
✍英米✎知的障害を持った主人公と、ネズミのゕルジャーノ
ンが知能を向上させる手術を受ける。その手術の末に得る物
と失う物とは。

✍N.K・短大✎俳優の水嶋ヒロさんが書かれた“KAGEROU”‼
展開が早くて読みやすく、ストーリーもおもしろいです。
テーマは『命』についてです。おすすめです♡

『Shopaholic』 [シリーズ]
『恋空』－切ナイ恋物語

美嘉著 ▮穂谷 913.6/Ｍｉ21/1,2

Sophie Kinsella 著 ▮2F Popular 933/Ki46//BEST

✍短大 ✧感動,人生,恋愛

✍英米✎映画化された本。映画には可愛い服がたくさん
出てくる。
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『トワイライト』 [シリーズ]

『ハリー・ポッターと死の秘宝』

ステファニー・メイヤー著
▮2F Popular 933/Me95（英語版） ▮2F 文庫 933/Me95（日本語版）

✍u・短大✎ハリーポッターシリーズの完結編です。主要キャ
ラクターの過去や謎が明らかになり、すっきりします！

✍かなパイナップル・英米✎今映画でも話題になっている吸
血鬼と人間の禁断の恋愛物語です‼美しいものが好きなあ
なた!「だまされた～‼」と思って一度読んでみて下さい。
ハマりますよ♡
※映画を見てない方が 100 倍楽しめますよ‼‼‼

✍ロン・ウィーズリー・短大
✎映画見てから読むと新しい発見あり！感動します。

『ライ麦畑でつかまえて』

✍短大✎まだ映画では公開されていない最終章。
ベラはヴゔンパゕになるのかならないのか、どうなるのか。
ヴ゜ルトーリとの関係など読み出したら止まらなくなる
ラブストーリーです。

サリンジャー著 ▮3F 933/Sa53

✍S･M・短大✎誮しもが知ってる。読まないと損!

『青空のむこう』

アレックス・シアラー著 ▮3F 933/Sh14

✍鈴木✎ゕメリゞの児童書です。死んでしまったハリーが
戻ってくる話。

✍ぴょん・短大✎純愛映画です‼゛ドワードの言葉にいつも
ドキドキしちゃいます。この本を読んだ女の子はきっとヴゔン
パゕと恋をしたくなります。

『13 ヵ月と 13 週と 13 日と満月の夜』
アレックス・シアラー著 ▮3Ｆ 933/Sh14

✍黒猫・短大✎非現実的な話なのに何故か夢中になって現
実にありそうと思えてしまう本です。読んだ人にしか分から
ない面白さがあります。

『Harry Potter』 [シリーズ]

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

✍Choa Keansuk♡・短大✎【英語版がおすすめ】英語のスペル
であったり、読みであったり英語を学びたい人にとっては良
い本であると思います。

『ソフィーの世界』－哲学者からの不思議な手紙
ヨースタイン・ゴルデル著 ▮3F 949.63/G11

✍英米✎びっくり！

✍ひこにゃん・英米
✎読んだ後に、魔法使いになりたいと思ってしまう本です。

『レ・ミゼラブル』－Les misérables
ヴィクトル・ユゴー著 ▮2Ｆ文庫,3F 953/H98

✍(^w^)・英米
✎おもしろいです(^o^)/
英語版も読んでみて下さい―

✍さくらもち・英米✎この本は、貧しさのあまり盗みを働いた
ために 19 年間牢屋に入っていた男の話です。男は、ある司教
との出会いをきっかけに心を入れ替え、貧しい人々に温かい
手を差し伸べていきます。本当の正義とは何かを考えさせら
れる話です。感動して泣けるほど良い話です。

『ハリー・ポッターと賢者の石』
✍ハーマイオニーグレンジャー・短大
✎ハリー・ポッターがよくわかる本となっております♡

『The little prince』

サンテグジュペリ著 ▮2Ｆ文庫,3F 953/Sa22

✍星の王子さま☆・短大✎今の歳になっても、読んでみると、
想像力が膨らみ、とても楽しい一冊だと思います。

『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』
✍ハリー・短大✎13 歳になったハリーは、まだ幼くて、頼りな
い感じやったけど、凶悪犯シリ゙ス・ブラックに命を狙われて
ハラハラドキドキした。最後にブラックこそは、ハリーの両親
を死に追いやった張本人でビックリした。

『グッドラック』
ｱﾚｯｸｽ･ﾛﾋﾞﾗ, ﾌｪﾙﾅﾝﾄﾞ･ﾄﾘｱｽ･ﾃﾞ･ﾍﾞｽ著 ▮3F 963/R76

✍短大✎いろいろと考えさせられる本です。思いつめた時、
悩んだ時、道に迷った時、背中を押してくれる本だと思いま
す。いい言葉もいっぱい書いてあるのでゝススメです。

✍よ CHi・短大✎たくさんわくわくする所があってすごく見
所がたくさんあります。時を戻す場面があるのですが、そこ
が私のおすすめです。ストーリーがすべてつながったって感
じが大好きです。

✍みほペンギン・英米✎一見、二人の登場人物の物語のよう
ですが、その二人の行動を比較して、どのように人生をより
良いものにしていくのかということを、伝えている本です。
私はちょうど受験生の時に読んだのですが、この本は私に
新しい考え方を不えてくれました。自分の進む未来や人生に
迷った時など、何度も読み返したくなる本です。

『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』
✍ちっち・短大✎とにかく面白い‼‼ハリーポッターシリーズの
中で一番ゝススメです♡♡日本語版で読んだことがある人は
英語版で読むことをゝススメします

『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』

『ハムレット』

✍短大✎ハリーポッターシリーズ第５弾‼
ハリーもロンもハーマゝニーもみんな成長して繰り広げら
れるから、ますます目が離せません!今年は最終巻“死の秘宝”
の映画 Part２も公開されるので、映画を見る前に今一度読み
返してみては!?ゝススメです

シェイクスピア著 ▮2Ｆ文庫,3F 932/Sh12/HAM

✍なか P・英米✎英米文学作品の最高峰。
✍ボブ・英米✎シ゚クスピゕの弱強五歩格や韻、言い回しが
学べて、中英語の成り立ちがわかり楽しい。
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『One piece』

英語で楽しむ物語
英語多読の本

▮2F Popular 830//1～6

✍y.i・短大✎いろんな種類のストーリーがあっておもしろい‼
英語に少し自信がなくても、レベルごとの自分にあった本が
あるのでおすすめ！

『Neon genesis Evangelion』
貞本義行作 ▮2F Popular 830/マンガ

✍まりりん☆・英米✎奥が深い‼聖書と照らし合わせて読んで
みても楽しいかもっ♡

『King Arthur and the Knights of the Round Table』
▮2F Popular 830//2 ほか

『はらぺこあおむし』

✍Yuka・英米✎レベル別に分かれている洋書なので、自分の
英語レベルを知ることもできるし、挑戦しやすい洋書です。
私はこの本を編入試験の勉強として利用してました。自分の
好きな分野を見つけて是非、読んでみて下さい。

『Babe』－pig in the city

『The snowman』
✍Kitkat

▮2F Popular 830//2

Martin Handford 著 ▮穂谷 4F Popular 726.5/H29

✍waldo・短大✎何も考えず、ただひたすら紅白のボーダー
シャツを探すだけ。

▮2F Popular 830//3 ほか

『スパイダーマン』

▮2F Popular 830//3, 933/G87//BEST

『BBC top gear magazine』

▮なし

✍STIG・英米✎ギリスの人気自動車番組「Top Gear」の月
刊雑誌。自動車をおもしろおかしく紹介していて、車に詳しく
ない人でも楽しく読むことができると思います。
その上、ブリテゖッシュングリッシュも学ぶことができます。

▮2F Popular 830//4

✍mimie・英米✎すごいなって思えます。

『Love actually』

サム・ライミ監督 ▮AVL・映画

✍RXXJJ・短大✎ストーリーがとてもおもしろいです。くも男
のことがもっと知りたくなります。

✍英米✎映画にもなっている作品で、ある男の青春の物語。
映画版の主演はトム・ハンクス。

『Women in business』

Raymond Briggs 著 ▮2F Popular 830/絵本

✧感動,フゔンタジー

『Where's Wally now』

✍ぴ～や・英米✎分かりやすい英語で読みやすいし、一冊は
そんなに長くないからゝススメ。Reading の授業の感想文で
読んだ。

『Forrest gump』

エリック・カール著 ▮2F Popular 830/絵本

✍☆☆☆☆・短大✎感動します。

✍Yong Hwa・短大✎ベブの行動がかわいかったり、
勇敢だったりして楽しかった。

『Dracula』

尾田栄一郎作 ▮2F Popular 830/マンガ

✍英米✎友情、あきらめないこと、守り抜くことの大切さを
教えてくれます。

学び

▮2F Popular 830//4

－より深く知るために－

✍みきお・英米
✎いろいろな人の恋愛の見方が描かれています。

『知っておきたい日本の神様』
『美女と野獣 = Beauty and the beast』

武光誠著 ▮2Ｆ文庫 172/Ta67

✍のい・英米✎みなさんは、神社にまいるとき、どんな神様に
おまいりしているか、考えた事がありますか？この本を読む
と、「日本の神様」についての基本的な知識がつき、神社参
拝も今までとは一味違ったものになると思います。

ザンティ・スミス・セラフィン著 ▮2F Popular 830//3, 830/注釈

✍しおぴー・短大✎Beast が最後にどうなるかを読むのがと
てもおもしろいです。

『The Notebook』

『日本人なら知っておきたい神道』

Nicholas Sparks 著 ▮2F Popular 830/注釈, 933/Sp2//BEST

－神道から日本の歴史を読む方法

✍A・英米✎映画にもなっている名作ですが、英語版の本で
読むことでニュゕンスも変わり、また、ラストが映画とはまっ
たくちがう終わりなので、映画を見て英語版の本を読むと、
またちがった愛の形を知ることができる作品でおもしろい
です。

武光誠著 ▮3F 170/Ta63

✍Miso・英米
✎日本人の習慣に深く根づいている神道について、
そのルーツから知ることができてとてもおすすめです!

✍ノア・短大✎英語の勉強にもなるし、とても感動する話だ
と思います。

『奇蹟の聖地ルルド』

『『くまのプーさん』を英語で読み直す』

✍eri・短大✎ベルナデッタという世界一美しい死体が安置さ
れている奇跡の町ルルドについての本です。

田中澄江文, 菅井日人写真 ▮3F 191.17/Ta84

ドミニク・チータム著 ▮3F 933/Mi28/C

✍リエ・英米✎プーの話を知らない人も詳しく知ることがで
きるし、内容は日本語なので非常に読みやすい。その当時の
出来事を知ることもできる。

『聖書と比喩』－メタファで旧約聖書の世界を知る
橋本功,八木橋宏勇著 ▮3F 193.09/H38

✍Funky・英米✎Reading の先生が出した本‼
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『ヘブライ語聖書対訳シリーズ』

『言い返さない日本人』

▮3F 193.1/Se19/1-

✍TU・短大✎聖書の原文がヘブラ語で、ヘブラ語と
日本語の聖書を比較すると面白いです。

山久瀬洋二著 ▮2F Popular 830/対訳

✍えり・短大✎日本人の特徴と、それに対する外国人の考え
がのっていて、両者の意見がきけるから勉強になり、さらに
考えさせられる内容の本です。

『カチンの森』－ポーランド指導階級の抹殺
ｳﾞｨｸﾄﾙ･ｻﾞｽﾗﾌｽｷｰ著 ▮3F 234.9/Z1

✍YU・英米✎ソ連軍の捕虜だったポーランド人が４年後、
ソ連西部の森で約４〃４００人の死体となって発見された事件
について。

『はだしのゲンはヒロシマを忘れない』

『オーストリア日記』－ドナウ河畔の田舎町で

『Viewpoints in law』

中沢啓治著 ▮3Ｆ 319.8/Ｎ46

✍ポッター・短大✎戦争に対する恐怖がわかる。
Richard Powell 著 ▮3F 320.7/P87

✍Z・英米

渡辺一男著 ▮3F 293.46/W46

✍eri・短大✎ゝーストリゕへ行きたい方はぜひ読んでみて
下さい。実際に土地へ行った方の詳しいお話です。

『それでもボクはやってない』
－日本の刑事裁判、まだまだ疑問あり!

『手にとるように中国のことがわかる本』

周防正行著 ▮3F 327.63/Su75

✍英米✎裁判がよくわかった。

－ホントとウソを見極める!
アジア太平洋政策研究会議編著 ▮3F 302.22/A27

✍ターボン・英米✎中国の実体が見え、日本とのつながりも
よくわかる。

『つっこみ力』

『そうだったのか!アメリカ』

✍暁月夜・英米✎斬新な語り口で日本の“ゝゞシ”所に
ツッコんでいく批評本。娯楽モノに近く読み易い。なのに濃密。
痛快な、時に辛辣な批評は笑える、為になる。

ﾊﾟｵﾛ･ﾏｯﾂｧﾘｰﾉ著 ▮3F 304/Ma99

池上彰著 ▮2F 文庫 302.53/Ｉ33

✍XYLISH・短大✎自分でもすごく理解できるぐらい、とても
分かりやすい説明をされていたので、すごくゝススメです。

『今日からできる！人に好かれる 100 の方法』
『アメリカ人の半分は
ニューヨークの場所を知らない』

植西聰著 ▮2F 文庫 159/U44

✍ＮＮ✎この本は、人と関わる時どんな風に接するのが良い
かを、著者の観点から 100 のテーマでわかりやすく解説して
くれています。この本全てが正しいというわけではないので
すが、「なるほど・・・」と思えるテーマがたくさんあり、著者の
身近な出来事からわかりやすく・おもしろく説明されている
点が、あまり読書をしないという人にも読みやすくなってい
るのではないかとお勧めしたい一冊です。

町山智浩著 ▮2F 指定図書 302.53/Ma19//岡田広一

✍みー・短大✎まずタトルが衝撃的だと思った。
宗教・戦争・経済・政治・メデゖゕのことについて「本当に!?」と
目を疑うようなことばかりの内容だった。

『アメリカ大統領と南部』－合衆国史の光と影
奥田暁代著 ▮3F 312.53/O54

『深く聴くための本』

✍英米 ✧学び

森川早苗著 ▮3F 361.5/Mo51

✍リラックマ・短大
✎人とコミュニケーションをとるために話をする方法がある
けれど、はたして相手の話はきちんと聴けているだろうか。
そんなことくらいできるって、思った人こそ読んでほしい。
習ったことのない聴くという事をこの本から学んでみませ
んか？

『1 テーマ 5 分でわかる
世界のニュースの基礎知識』
池上彰著 ▮3F 302/I33

✍短大✎本当に、世界各国で起こっている出来事の重要な
知識がたくさん載っているので、新聞などをあまり読む機会
がない人などにはいい本だと思う。

『友だちに「死にたい」といわれたとき、
きみにできること』－大切な人の自殺を食い止める方法

『世界がもし 100 人の村だったら』

ﾘﾁｬｰﾄﾞ･E.ﾈﾙｿﾝ, ｼﾞｭﾃﾞｨｽ･C.ｶﾞﾗｽ著

池田香代子著 ▮2Ｆ文庫,3Ｆ 304/Ｉ32

▮3F 368.3/N63

✍まさと・英米✎本の題からして、重いと感じるかもしれない
ですが、筆者の率直な言葉が読者の心に訴えます。人の命を
救いたいという人だけでなく、今、何か悩みを抱えている人
にも薦めたいと思います。自殺についての話はご法度であ
る社会だと自分自身は考えますが、大切なことだと思いま
す。現在、十代での自殺が多いと感じます。この本は人を助
けるための方法や知識を授けてくれます。すべての学生に
この本を薦めたいと思います。

✍ＮＮ✎今、平和に暮らせてることが本当に幸せなことだな
と思ったし、世界中にはいろんな人がいるんやって思った。
✍こんぶちゃん☆☆✎この本を読んだら、今、生きていると
いうことに幸せを感じます。
✍boof♡・短大✎自分がどれだけ今幸せであるかを実感させ
られる一冊です。
✍C.M.K・短大✎岡田先生の指定図書で知りました。短いん
ですが内容がつまってます。特別なことは書いてないんで
すが、なぜか心に響く一冊です‼ゝススメ☆

『セックスボランティア』
河合香織著 ▮2F 文庫,3F 369.27/Ka93

✍やぎゅう・英米✎タブーにせまる一冊。

✍短大✎感動‼
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『人のオトコを奪る方法』－自己責任恋愛論
島田佳奈著 ▮なし

『日本人の知らない日本語』

✍外大生・英米✎生きていく上で本当に大切なことがわか
る一冊です。常識に左右されない作者の視点が、とてもおも
しろいです。

蛇蔵, 海野凪子著 ▮2F 指定図書 810.4/H51/1,2/阿部奈南

✍あや・短大✎ドラマ化もされてるものだし、とても読みやす
く私たち日本人が改めて日本語を学ぶことができます。

『わたしたちを忘れないで』－ドイツ平和村より

『The making of English』

東ちづる著 ▮3F 369.37/A99

Henry Bradley 著 ▮3F 830.2/B71ｍ

✍arata・短大✎人のために何かしたいが、何をしたらいいの
かわからない…そんな人の背中を優しく押してくれる…
そんな本だと思いました。

✍たに・英米✎本物の英語にふれられます。
✍たにー・英米✎Reading の授業で使いました。内容はむず
かしいですが、世界史の勉強をしているみたいでたのしいで
す。ぜひ読んでね!

✍PH・短大✎驚く事実を知ったり感動したり、色んな場面が
あって夢中になれる。戦争という恐ろしいものを現実に受け
止めようと思う。

『グーグル・ジャパンで働く 11 人の英語勉強法』
EnglishZone 編集部取材班編 ▮2Ｆ指定図書 830.7/E61//岡田広一

『いじめ』－のりこえるにはどうするか

✍短大✎参考になる英語の勉強法がたくさん載っています。
この本を読んで実践してみると良いと思います。

詫摩武俊著 ▮3F 371.4/Ta74

✍T.M.・英米✎主に小学校や中学校、高校でおこるいじめに
ついて書かれている。教師を目指している人や、いじめにつ
いて気になる人におすすめの一冊。

『これを英語で言えますか?デラックス』
講談社インターナショナル編 ▮3F 834/Ko19 ✍まなみ・短大

『Dreams』

大脇崇写真・文 ▮3F 371.45/O93

『Meaning and the English verb』

✍みい・短大✎世界中の子どもの夢がいっぱいのフ゜トブッ
クです。自分が本当に叴えたい夢を考えさせられます。

Geoffrey Leech 著 ▮3F 835.5/L51

✍英米✎中学校で習ったのとは全然ちがう文法の用法があ
ったりと、とても文法の勉強になる本です。

『留学で人生を棒に振る日本人』
－“英語コンプレックス”が生み出す悲劇

『Twitter で英語をつぶやいてみる』

栄陽子著 ▮2F 留学, 3F 377.6/Sa27

石原真弓著 ▮3Ｆ 836/I74

✍きゃんきゃん・英米✎外大生にとってはちょっと違うけど、
留学を考える人にはいいかも。

✍ぶたさん・短大✎今流行りのツッターで使える、日常生活
でありそうなユーモゕあふれる短文が紹介されている。

『化粧にみる日本文化』－だれのためによそおうのか?

✍短大✎日常的な表現を英語で表現されているので、
すぐ使える英語を学ぶことができる。

平松隆円著 ▮2Ｆ指定図書 383.56/Ｈ65//平松隆円

✍短大✎とても化粧が好きな女の子におすすめの一冊です。
化粧をする理由がわかるのでとても興味深いです。

『驚くほど身につく英会話』
ブライアン・ペック監修 ▮3F 837.8/O17

『トイレはどこですか?』

✍いちご・短大✎説明や解説がわかりやすかった。

小屋一平著 ▮2Ｆ指定図書 383.9/Ko96//岡田広一

✍短大✎世界のトレを見ることができるのが楽しいです。

『英検 2 級 daily20 日間集中ゼミ』－英検一次試験対策
旺文社編 ▮AVL 資格試験

『ペット虐待列島』－動物たちの異議申し立て

✍Karusho・短大✎20 日で学べるし、復習もできるし時間が
なくても 2 級英検を学ぶことができる。短期間講座でとても
使いやすかった。

成田青央著 ▮3Ｆ 480.79/Ｎ52

✍S☆・短大✎知っているようで知らないペット虐待。動物た
ちの叫び声を聞いてみて下さい。日本人が知っていないと
いけない現状です。辛いですが、自分の考えが変わります。

『英語耳』－発音ができるとリスニングができる
松澤喜好著 ▮3F 831.1/Ma93, AVL 語学英語

『トコトンやさしいミサイルの本』

✍A・英米✎自分の発音に革命を起こした一冊。発音をキレ
にしたいなら、まずはその音をしっかり耳と口で覚えること。
そうすることで発音はもちろんリスニングもばっちりになる。
知らない音はきくことも発音することも無理と教えてくれた
一冊。

久保田浪之介著 ▮3F 559.5/Ku14 ✍英米

『スターバックス成功物語』
ﾊﾜｰﾄﾞ･ｼｭﾙﾂ, ﾄﾞﾘｰ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ･ﾔﾝｸﾞ著 ▮3F 673.9/Sc8

✍スターバックス・短大 ✧感動,学び,人生,勇気

『世界遺産 = World heritage』（ポプラディア情報館）
▮3F 709/Se22

✍ゆいりん・短大✎世界のことが色々知れてゝススメ。
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『お金でなく、人のご縁ででっかく生きろ!』

人生

中村文昭著 ▮3F 159/N37

－悩めるひとに－

✍ひらかたのまりん・英米✎人のために生きるとはどういうこ
とか教えてくれる本です。成功のヒケツがたくさんつまって
います。生の講演がおすすめ‼

『人生の短さについて』
セネカ著 ▮2F 指定図書 131.56/Se61//Otamendi,V

✍Positive・短大
✎今、就職や進路で悩んでいる方にゝススメ！
読めば、今自分の置かれている立場や、状況を改めて
考えさせてくれる。

『20 歳のときに知っておきたかったこと』
－スタンフォード大学集中講義
ティナ・シーリグ著 ▮3F 159/Se15

✍SHUN・短大✎今まで私が抱いていた固定観念がなくなり、
視野の広い見方„考え方‟に変わった。今の我々の世代に必
要なことは、自分自身に許可を不え何でも挑戦することだ。

『超訳ニーチェの言葉』
ﾌﾘｰﾄﾞﾘﾋ･ｳﾞｨﾙﾍﾙﾑ・ﾆｰﾁｪ著

▮3F 134.922/N71

✍マー・英米✎いわゆる名言集です。ストレートですし、前向
きになれます。トレ本的な感覚で、適当に開いて読むとい
いです。

『マイクロソフトでは出会えなかった天職』

『思考の整理学』

✍みーちゃん・英米✎一人の人の人生を知るにはとてもいい
作品です。

－ぼくはこうして社会起業家になった
ジョン・ウッド著 ▮3F 372.25/W86

外山滋比古著 ▮3F・2F 文庫 002/To79

✍T.K.・短大✎とてもメジャーな一冊。1983 年に出版された
もので 20 年以上たった今も読まれている作品です。読んで
良かったと思える作品だと僕は思います。

『本当にあった!世界一簡単に夢を実現する宝地図』
－「幸せのチャンス」が 1000 倍！
望月俊孝著 ▮なし

『すごい！勉強法』－とにかくやる気を引き出す

✍あっつ～・短大✎本当の人生の生き方や夢の叴え方をレク
チャーしてくれる本です。

内藤誼人著 ▮3F 379.6/N29

✍ERIPU-・短大✎この本は、普段なかなか勉強や物事に集
中出来ない人、自分の心の中にある“やる気”を引き出す方
法が詳しく書かれていて、自分に合った勉強 style✐を探し
てみませんか??^^

『夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だ。』
高橋歩著 ▮3F 159/Ta33

『「心の専門家」はいらない』

✍ストロングポット・英米✎あつくなれます。高橋歩先生最高‼

小沢牧子著 ▮3F 146.8/O97

✍せんぱい・英米✎心理学のクーデターの話。
非常に興味深いです！

✍ろなうじーにょ・英米✎高橋歩さんの本で、刺激される一冊
です。この本以外にも良い本がある。

『ザ・シークレット』

『アドベンチャー・ライフ』

ロンダ・バーン著 ▮3F 159/B99

✍Pom・短大✎読むと自分の世界観や価値観が変わると
思います。

高橋歩著 ▮3F 289.1/Ta33

✍あぐねす・英米✎自分が今一番やりたいことに向かってが
んばることがどれくらい大事なんか教えてくれる作品です。
作者の高橋歩さんは高校中退したのですが漫画の影響で大
学に進み、その後バーを友達と経営して成功して、今は海外
で働いています。

『バルタザール・グラシアンの賢人の知恵』
ﾊﾞﾙﾀｻﾞｰﾙ･ｸﾞﾗｼｱﾝ著 ▮穂谷

✍大和八木・短大✎悩んでいる時や、くじけそうになってい
る時に読むと励まされる。

『思考は現実化する』
ナポレオン・ヒル著 ▮3F 159/H58

✍A・英米✎この本は、自分の夢や願望をどのように叴えて
いくか知るためのヒントがのっている本です。当たり前のこ
とを書いてあるように思えても、普段自分ができていない
ことが多いので、ぜひ読んで、自分の行動を見直し、夢を叴
えて下さい。

『金持ち父さん貧乏父さん』
－アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学
ﾛﾊﾞｰﾄ･ｷﾖｻｷ, ｼｬﾛﾝ･ﾚｸﾀｰ著 ▮3F 159/Ki91

✍短大✎この本は自身の将来設計について、深く考えさせ
てくれます。お金持ちになれる方法は書いていませんが
モチベーションをあげたい方にはおすすめです。
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『覚悟のすすめ』

『外大生の１冊』おまけ

金本知憲著 ▮なし

✍トラ・短大✎プロ野球選手である阪神の金本選手が書いた
本です。人生に役立つ言葉や行動が書いてあります。

『一勝九敗』

～ とっておきのお楽しみ ～

柳井正著 ▮3F 673.7/Y54

✍英米✎ビジネス面はもちろん、人生観も勉強になる。

『英語で読む源氏物語』
『学校で教えない大事なこと』

グレン・サリバン著 ▮2F Popular 830/対訳, AVL 語学英語

✍Tomoki・短大✎あたり前にあきたら読んでみよう！
てかもうそれがあたり前のレールに乗ってるね！

✎世界に誇れる日本文学、源氏物語。
英語で読んでみると、また違った趣を感じられるかも。
中の挿絵も淡くてきれい。„A‟

『生きかた上手』

『アメリ』

佐竹大心インタビュー ▮3F 281.04/Sa83

日野原重明著 ▮2F 文庫,3F 490.4/H61

ｼﾞｬﾝ・ﾋﾟｴｰﾙ・ｼﾞｭﾈ監督 ▮AVL 映画

✍英米✎９０歳になっても現役の医者として頑張っている作
者が出会った患者さんのことなど描かれています。人生とは
何かを、知ることができると思いますよ。

『あるがままに生きる』

✎フランスはモンマルトルを舞台に、空想の中で生きること
が大好きなゕメリの大人への成長と、彼女の周りにいる
ちょっとヘンテコな人々の幸せを描いたとびっきりキュート
な作品。„O‟

大原健士郎著 ▮3F 493.72/O27

✍ともっぺ・英米✎丌安のない人間はなく、人生にはあらゆ
る困難や悩みがあって当然である。だからといって、ただ悩
んで苦しんだだけではその人の心は癒されない。„あるがま
まに生きたからと言って心が癒されるわけでもないが、支え
にはなるはずだ。‟あるがままに生きることはできないこと
ではない。この本を読んであるがままに生きるとはどんなに
素晴らしいことかを感じて欲しいです。今の人生に悩みや丌
安がある方にゝススメです(*´∀`*)

『ダーリンは外国人』

小栗左多里著 ▮2F 留学 830.4/O26

✎ダーリン„トニーさん‟の「抜かれるなら度肝がいいよね」
は名言!„M‟

『本当はちがうんだ日記』

穂村弘著 ▮2F 文庫 914.6/H33

✎うっすら笑える゛ッセ。
本当は読書人としてもっと高度な本を読み、教養を高めるは
ずなのに…本当はちがうんだ!„Q‟

『みじかい命を抱きしめて』
ロリー・ヘギ著 ▮2F 文庫 936/H51

『天帝妖狐』

✍N.I.・英米✎プロジ゚リゕという病気を持ってた女の子の
母親が書いた本です。内容は、母親の人生と、女の子との葛
藤を描いたものです。本を読まない私でも、２日で読んでし
まうほどでした。自分の人生とかいろいろ考えさせられまし
た。

『ふたり』

乙一著 ▮2F 文庫 913.6/Ｏ87

✎人の触れることのぬくもりをこんなにも貴重に思ったこと
はありません。一瞬のぬくもりを永遠に変えて、彷徨う魂は
これからも生き続けます。当たり前に生きられることにここ
ろから感謝できる一冊です。(Y)

唐沢寿明著 ▮穂谷

✍英米✎俳優の唐沢寿明が一流になるまでの苦労が描かれ
ています。

『胸懐』

お気に入りの一冊は
見つかりましたか？

TAKURO 著 ▮なし

✍dth・英米✎自分の好きなゕーテゖストの゛ッセです！
彼の人生がこれでわかる！！

－アンケートにご協力ありがとうございました－

❏人気作家ランキング
著者名

◎東野圭吾
『秘密』 『容疑者 X の献身』 他

❏人気作品ランキング
回答数

タイトル

回答数

◎『ハリー・ポッター[シリーズ]』

12

◦ 『夜は短し歩けよ乙女』

森見登美彦著

9
5

◦ 森見登美彦

7

◦ 伊坂幸太郎

5

◦ 村上春樹

4

◦ 『告白』

湊かなえ著

4

◦ 高橋歩

3

◦ 『秘密』

東野圭吾著

4

◦ 『世界がもし 100 人の村だったら』
池田香代子著

10
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