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あの人が、もう一度読みたい本。書籍リスト
※リストには絶版、品切れのものも含まれます。ご了承願います。
※複数の人が推薦しているものは、同じ書籍が複数登場する場合もございます。

私が、もう一度読みたい本。 高山なおみ　綿矢りさ　皆川明　桐島かれん　落合恵子　菊池亜希子 木村草太　岡尾美代子　河瀬直美　美村里恵　石内都
書籍名 著者 出版社 書籍名 著者 出版社

本を愛しなさい 長田弘 みすず書房 泣かない女はいない 長嶋有 河出文庫

ゴールディーのお人形 M・B・ゴフスタイン 現代企画室 とかげ 吉本ばなな 新潮文庫

私の猫たち許してほしい 佐野洋子 ちくま文庫 ルドルフとイッパイアッテナ 斉藤洋著　杉浦範茂絵 講談社

アカシア・からたち・麦畑 佐野洋子 ちくま文庫 古道具　中野商店 川上弘美 新潮文庫

富士日記 上・中・下 武田百合子 中公文庫 それからはスープのことばかり考えて暮らした 吉田篤弘 中公文庫

新版 犬が星見た ロシア旅行 武田百合子 中公文庫 ザボンの花 庄野潤三 みすず書房

ことばの食卓 武田百合子 ちくま文庫 雪沼とその周辺 堀江敏幸 新潮文庫

大きな鳥にさらわれないよう 川上弘美 講談社 おじいさんの思い出 トルーマン・カポーティ 文藝春秋

博士の愛した数式 小川洋子 新潮文庫 蝶々の纏足・風葬の教室 山田詠美 新潮文庫

薬屋のタバサ 東直子 新潮社 河童のスケッチブック 妹尾河童 文藝春秋

すべての見えない光 アンソニー・ドーア 新潮クレスト・ブックス 万物観察記 岡本信也、岡本靖子 情報センター出版局

パパとわたし マリア・ウェレニケ 光村教育図書 ナンセンス・カタログ 谷川俊太郎、和田誠 ちくま文庫

なずな 堀江敏幸 集英社 住宅巡礼 中村好文 新潮社

ことり 小川洋子 朝日文庫 新版　指輪物語　全9巻 Ｊ・Ｒ・Ｒ・トールキン 評論社文庫

わたしのおじさん 湯本香樹実 偕成社 たんぽぽ娘 ロバート・Ｆ・ヤング 河出文庫

パレード 川上弘美 新潮文庫 航路　上・下 コニー・ウィリス ハヤカワ文庫

ソーネチカ リュドミラ・ウリツカヤ 新潮クレスト・ブックス ドクター・スリープ　上・下 スティーヴン・キング 文春文庫

おわりの雪 ユーベル・マンガレリ 白水Uブックス 地球移動作戦 山本弘 早川書房

絵描きの植田さん いしいしんじ ポプラ社 蓬萊学園の犯罪！　上・下 新城十馬 富士見ファンタジア文庫

少女ソフィアの夏 トーベ・ヤンソン 講談社 あたまをつかった小さなおばあさん ホープ・ニューウェル著　山脇百合子絵 福音館書店

砂浜 佐藤雅彦 紀伊國屋書店 カンガルー日和 村上春樹 講談社文庫

卍（まんじ） 谷崎潤一郎 新潮文庫 長い道 宮崎かづゑ みすず書房

禁色 三島由紀夫 新潮文庫 働けＥＣＤ　わたしの育児混沌記 植本一子 ミュージックマガジン

日毎の美女 田辺聖子 講談社文庫 彼の娘 飴屋法水 文藝春秋

吹上奇譚　第一話 ミミとこだち　第二話 どんぶり 吉本ばなな 幻冬舎 博士の愛した数式 小川洋子 新潮社

人生は美しいことだけ憶えていればいい 佐藤愛子 PHP研究所 火宅の人 檀一雄 新潮社

谷川俊太郎詩集 谷川俊太郎 思潮社 かがみの孤城 辻村深月 ポプラ社

智恵子抄 高村光太郎 龍星閣 センセイの鞄 川上弘美 文春文庫

智恵子の紙繪 高村光太郎 社会思想社 マチネの終わりに 平野啓一郎 毎日新聞出版

意味への意思 ヴィクトール・Ｅ・フランクル 春秋社 ダレン・シャン　全12巻 ダレン・シャン 小学館

夜と霧　新版 ヴィクトール・Ｅ・フランクル みすず書房 アニマの鳥 石牟礼道子 筑摩書房

魯山人の料理王国 北大路魯山人 文化出版局 新装版　父の詫び状 向田邦子 文春文庫

なしくずしの死 上・下 Ｌ・Ｆ・セリーヌ 河出文庫 世界は「使われなかった人生」であふれてる 沢木耕太郎 幻冬舎文庫

百年の孤独 Ｇ・ガルシア＝マルケス 新潮社 どもるどだっく 高山なおみ著　中野真典絵 ブロンズ新社

オウエンのために祈りを 上・下 ジョン・アーヴィング 新潮文庫 女の足指と電話機 虫明亜呂無 中公文庫

不滅 ミラン・クンデラ 集英社文庫 新版　近藤聡乃エッセイ集　不思議というには地味な話 近藤聡乃 ナナロク社

石垣りん詩集 石垣りん 思潮社 湿地 アーナルデュル・インドリダソン 創元推理文庫

ハーズ　’80年代に女が考えたこと ナンシー・ニューハウス編 文藝春秋 蜂工場 イアン・バンクス 集英社文庫

センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン 新潮社 ムーミン（新装版）セット　全9巻 トーベ・ヤンソン 講談社青い鳥文庫

オレゴンの旅 ラスカル著　ルイ・ジョス絵 らんか社 沈黙の春 レイチェル・カーソン 新潮文庫

はなのすきなうし マンロー・リーフ著　ロバート・ローソン絵 岩波書店 新装版　苦海浄土　わが水俣病 石牟礼道子 講談社文庫

長くつ下のピッピ リンドグレーン 岩波書店 第七官界彷徨 尾崎翠 河出文庫

わが愛と叛逆 遺稿・ある東大女子学生と―青春の群像― 所美都子 前衛社 氷の涯 夢野久作 現代教養文庫

独り居の日記 メイ・サートン みすず書房 人間失格 太宰治 新潮文庫

世界の果てでダンス アーシュラ・Ｋ・ル＝グウィン 白水社 ＯＵＴ 桐野夏生 講談社

モモ ミヒャエル・エンデ 岩波書店 誰にも出来る殺人／棺の中の悦楽 山田風太郎 角川文庫

ことばの食卓 武田百合子 作品社 わたしを離さないで カズオ・イシグロ ハヤカワepi文庫

言い寄る 田辺聖子 講談社文庫 何が私をこうさせたか　―獄中手記 金子文子 岩波文庫

私的生活 田辺聖子 講談社文庫 神州纐纈城 国枝史郎 講談社

苺をつぶしながら 田辺聖子 講談社 シャボテン幻想 龍膽寺 雄 ちくま学芸文庫



世代を超えて読み継がれる、20世紀の良書。 捨てられない、雑誌。　　青柳文子　山崎まどか　平野紗季子　森本千絵 ほか
書籍名 著者 出版社 誌名
夜と霧　新版 ヴィクトール・Ｅ・フランクル みすず書房 BRUTUS
悲しき熱帯　Ⅰ、Ⅱ レヴィ＝ストロース 中公クラシックス 八画文化会館
センス・オブ・ワンダー レイチェル・カーソン 新潮社 Ｈ
ホーキング、宇宙を語る　ビッグバンからブラックホールまで スティーヴン・Ｗ・ホーキング 早川書房 domino
普及版　考える練習をしよう マリリン・バーンズ著　マーサ・ウェストン絵晶文社 Martha Stewart kids
禅とは何か 鈴木大拙 角川ソフィア文庫 Ｖｉｎｇｔａｉｎｅ

Olive

「大人になった今だからわかる本」座談会。 宇多丸　しまおまほ　古川耕 暮しの手帖

書籍名 著者 出版社 vikka
沈黙 遠藤周作 新潮文庫 Union
野火 大岡昇平 新潮文庫 花椿
それから 夏目漱石 新潮文庫 NO．MAGAZINE
星の王子様 サン＝テグジュペリ 新潮文庫 Ｈ
もうすぐですね―初潮のほん 文/佐藤滋子　絵/田屋英子　監修/堀口雅子自由企画・出版 vesta
競売ナンバー49の叫び トマス・ピンチョン サンリオ文庫 GINZA
めざめれば魔女 マーガレット・マーヒー 岩波少年文庫 広告批評
暗闇のスキャナー フィリップ・Ｋ・ディック 創元ＳＦ文庫 Coyote
月光 編/南原企画 東京デガド社 SWITCH
アイドルを探せ 吉田まゆみ 講談社 ガロ
孤独な夜のココア 田辺聖子 新潮文庫
死の棘 島尾敏雄 新潮文庫

ときめきたいときに、このマンガを読み返します。 栗山千明　光浦靖子　宇垣美里　角田光代 ほか キッチンで読み返したい、料理の図鑑。
書籍名 著者 出版社 書籍名 著者 出版社
ぼくの地球を守って 日渡早紀 白泉社 料理の科学大図鑑 スチュアート・ファリモンド著　辻静雄料理教育研究所監修河出書房新社
ふらいんぐうぃっち 石塚千尋 講談社 イラスト授業シリーズ　ひと目でわかる食べ物のしくみとはたらき図鑑北村真理、屋良佳緒利監修 創元社
食戟のソーマ 附田祐斗原作　佐伯俊作画 集英社 料理図鑑「生きる底力」をつけよう おちとよこ文　平野恵理子絵 福音館書店
凪のお暇 コナリミサト 秋田書店 料理スクールで学ぶ 101のアイデア ルイス・エグアラス、マシュー・フレデリック フィルムアート社
雑草たちよ　大志を抱け 池辺葵 祥伝社 栄養と旨みが凝縮した488種　増補改訂 乾物と保存食材事典 星名桂治監修 誠文堂新光社
チェンソーマン 藤本タツキ 集英社 料理に役立つハーブ図鑑 石井義昭 柴田書店
BLUE GIANT 石塚真一 小学館 世界で一番美しい包丁の図鑑 ティム・ヘイワード エクスナレッジ
樫の木陰でお昼寝すれば 陸奥A子 集英社 松田美智子　調味料の効能と料理法　おいしさの決め手はこのひとさじにある松田美智子 誠文堂新光社
さよならフットボール 新川直司 講談社 おいしく食べる　食材の手帖 野﨑洋光著　小春あやイラスト 池田書店
エースをねらえ 山本鈴美香 ホーム社 台所にこの道具 宮本しばに アノニマ・スタジオ
ガラスの仮面 美内すずえ 白泉社

へうげもの 山田芳裕 講談社 夏の終わりの、大人の読書感想文。
動物のお医者さん 佐々木倫子 白泉社 塩川いづみ　中村佳穂　大森克己　轟木節子　外山惠理　ユザーン
棒がいっぽん 高野文子 マガジンハウス 書籍名 著者 出版社
摩利と新吾<完全版> 木原敏江 河出書房新社 新編　銀河鉄道の夜 宮沢賢治 新潮文庫
賭博黙示録カイジ 福本伸行 講談社 モモ ミヒャエル・エンデ 岩波少年文庫
僕と君の大切な話 ろびこ 講談社 坊っちゃん 夏目漱石 新潮文庫
花に染む くらもちふさこ 集英社 君たちはどう生きるか 吉野源三郎 マガジンハウス
恋愛的瞬間 吉野朔美 小学館 友情 武者小路実篤 新潮文庫
俎上の鯉は二度跳ねる 水城せとな 小学館 老人と海 アーネスト・ヘミングウェイ 新潮文庫
きのう何食べた？ よしながふみ 講談社
僕等がいた 小畑友紀 小学館
改訂版　Z CHAN -LOTUS- 井口真吾 青林工藝舎
わたしは真悟 楳図かずお 小学館
遠浅の部屋 大橋裕之 カンゼン
神童 さそうあきら 双葉社
アタゴオル ますむら・ひろし KADOKAWA
あしたのジョー 高森朝雄・ちばてつや 講談社
3月のライオン 羽海野チカ 白泉社
綿の国星 大島弓子 白泉社
椿町ロンリープラネット やまもり三香 集英社
同棲時代 上村一夫 双葉社
王様ランキング 十日草輔 KADOKAWA


