
ヨシタケシンスケ 著 panpanya 著

上白石萌音 (俳優・歌手)をつくった、

幾冊かの本

上白石萌音 (俳優・歌手)をつくった、

幾冊かの本

『あつかったら ぬげばいい』 『おむすびの転がる町』

上白石萌音 (俳優・歌手)をつくった、

幾冊かの本

『Anne of Green Gables』

L. M. Montgomery  著

『豊饒の海』

ケイト・D・ウィギン、ノラ・A・スミス 著

坂井晴彦 訳

ヤマザキマリ (漫画家・文筆家・画家)をつくった、

幾冊かの本

ヤマザキマリ (漫画家・文筆家・画家)をつくった、

幾冊かの本

『クマのプーさん プー横丁にたった家』

A.A.ミルン 著 石井桃子 訳 三島由紀夫 著

ヤマザキマリ (漫画家・文筆家・画家)をつくった、

幾冊かの本

ヤマザキマリ (漫画家・文筆家・画家)をつくった、

幾冊かの本

『アラビアン・ナイト』 『砂の女』
安部公房 著

ヤマザキマリ (漫画家・文筆家・画家)をつくった、

幾冊かの本

ヤマザキマリ (漫画家・文筆家・画家)をつくった、

幾冊かの本

ヤマザキマリ (漫画家・文筆家・画家)をつくった、

幾冊かの本

『群衆と権力 新装版』

ガブリエル・ガルシア=マルケス 著 鼓 直 訳 エリアス・カネッティ 著 岩田行一 訳

『百年の孤独』

『祖国地球 ―人類はどこへ向かうのか』

エドガール・モラン 著 菊地昌実 訳



上白石萌音 (俳優・歌手)をつくった、

幾冊かの本

上白石萌音 (俳優・歌手)をつくった、

幾冊かの本

『チャックより愛をこめて』 『老人と海』

黒柳徹子 著 アーネスト・ヘミングウェイ 著 高見 浩 訳

上白石萌音 (俳優・歌手)をつくった、

幾冊かの本
井上荒野 (作家) をつくった、幾冊かの本

『ジェイン・エア』 『黒ねこミケシュのぼうけん』

シャーロット・ブロンテ 著 河島弘美 訳

井上荒野 (作家) をつくった、幾冊かの本 井上荒野 (作家) をつくった、幾冊かの本

『ナイン・ストーリーズ』 『夜の樹』

J.D.サリンジャー 著 野崎 孝 訳 トルーマン・カポーティ 著 龍口直太郎 訳

井上荒野 (作家) をつくった、幾冊かの本

『芽むしり仔撃ち』 『妊婦たちの明日』

大江健三郎 著 井上光晴 著

ヨゼフ・ラダ 著 小野田澄子 訳

『青ひげの卵』 『ストーナー』
マーガレット・アトウッド 著 小川芳範 訳 ジョン・ウィリアムズ 著 東江一紀 訳

井上荒野 (作家) をつくった、幾冊かの本 井上荒野 (作家) をつくった、幾冊かの本

井上荒野 (作家) をつくった、幾冊かの本



金原ひとみ (作家) をつくった、幾冊かの本 金原ひとみ (作家) をつくった、幾冊かの本

金原ひとみ (作家) をつくった、幾冊かの本 金原ひとみ (作家) をつくった、幾冊かの本

『新装版 コインロッカー・ベイビーズ』 『⾧い一日』

村上龍 著 滝口悠生 著

金原ひとみ (作家) をつくった、幾冊かの本 金原ひとみ (作家) をつくった、幾冊かの本

『カンバセーションズ・ウィズ・フレンズ』 『カルテット』

サリー・ルーニー 著 山崎まどか 訳 坂元裕二 著

玄理  (俳優) をつくった、幾冊かの本 玄理  (俳優) をつくった、幾冊かの本

『星の王子さま』 『モモ』
サン＝テグジュペリ 著 内藤 濯 訳 ミヒャエル・エンデ 著 大島かおり 訳

玄理  (俳優) をつくった、幾冊かの本

『魂の演技レッスン22 

輝く俳優になりなさい！』

ステラ・アドラー 著

『無垢の博物館』 『眼球譚（初稿）』

オルハン・パムク 著 宮下 遼 訳 ジョルジュ・バタイユ 著 生田耕作 訳

『クレヨン王国の十二か月』

福永令三 著 三木由記子 絵

玄理  (俳優) をつくった、幾冊かの本



玄理  (俳優) をつくった、幾冊かの本 玄理  (俳優) をつくった、幾冊かの本

『その名にちなんで』 『魯肉飯(ロバプン)のさえずり』

ジュンパ・ラヒリ 著 小川高義 訳 温 又柔 著

角幡唯介 (作家・探検家) をつくった、

幾冊かの本

角幡唯介 (作家・探検家) をつくった、

幾冊かの本

『パチンコ』 『日本人の冒険と「創造的な登山」』

ミン・ジン・リー 著 本多勝一 著

角幡唯介 (作家・探検家) をつくった、

幾冊かの本

角幡唯介 (作家・探検家) をつくった、

幾冊かの本

『世界最悪の旅』 『存在と時間』
アプスレイ・チェリー＝ガラード 著

加納一郎 訳

マルティン・ハイデッガー 著

細谷貞雄 訳

角幡唯介 (作家・探検家) をつくった、

幾冊かの本

角幡唯介 (作家・探検家) をつくった、

幾冊かの本

『金閣寺』 『サバイバル登山家』

三島由紀夫 著 服部文祥 著

角幡唯介 (作家・探検家) をつくった、

幾冊かの本

開高 健 著

柚木麻子 (作家) をつくった、幾冊かの本

『ひとりっ子エレンと親友』

ベバリイ＝クリアリー 著 松岡享子 訳

『夏の闇』



柚木麻子 (作家) をつくった、幾冊かの本 柚木麻子 (作家) をつくった、幾冊かの本

『心はチョコレート、ときどきピクルス』 『ともさかりえの超オッケ→っすよ』

ステファニ 著 亜田史 訳 ともさかりえ 著

柚木麻子 (作家) をつくった、幾冊かの本 柚木麻子 (作家) をつくった、幾冊かの本

『マリヤンヌの生涯』 『カロリーヌ』
ピエール・ド・マリヴォー 著

佐藤文樹 訳

セシル・サン・ローラン 著

松尾邦之助 訳

柚木麻子 (作家) をつくった、幾冊かの本 柚木麻子 (作家) をつくった、幾冊かの本

『ルイーザ・メイ・オールコットの日記』 『バーネット自伝 』
ジョーエル・マイヤースン、ダニエル・シーリー 編

マデレイン・Ｂ・スターン 編集協力 宮本陽子 訳

フランシス・ホジソン・バーネット 著

松下 宏子、三宅 興子 編・訳

山極壽一 (総合地球環境学研究所所⾧) をつくった、

幾冊かの本

山極壽一 (総合地球環境学研究所所⾧) をつくった、

幾冊かの本

『さんご島の三少年』 『闇の奥 』
バランタイン 著 大泉一郎 訳 ジョセフ・コンラッド 著 中野好夫 訳

山極壽一 (総合地球環境学研究所所⾧) をつくった、

幾冊かの本

山極壽一 (総合地球環境学研究所所⾧) をつくった、

幾冊かの本

『森の生活 ウォールデン』 『ゴリラとピグミーの森』

ソーロー 著 神吉三郎 訳 伊谷純一郎 著



山極壽一 (総合地球環境学研究所所⾧) をつくった、

幾冊かの本

山極壽一 (総合地球環境学研究所所⾧) をつくった、

幾冊かの本

『檀流クッキング 』 『キャナリー・ロウ〈缶詰横丁〉』

檀一雄 著 ジョン・スタインベック 著 井上謙治 訳

山極壽一 (総合地球環境学研究所所⾧) をつくった、

幾冊かの本

坂本美雨 (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本

『ホモ・ルーデンス』 『さる・るるる』

ヨハン・ホイジンガ 著 高橋英夫 訳 五味太郎 著

坂本美雨 (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本

坂本美雨 (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本

『ことばあそびうた』 『アムリタ』

谷川俊太郎 詩 瀬川 康男 絵 吉本ばなな 著

坂本美雨 (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本

坂本美雨 (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本

『羊をめぐる冒険』 『カンガルー日和』

村上春樹 著 村上春樹 著 佐々木マキ 絵

坂本美雨 (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本

坂本美雨 (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本

『これが私の優しさです 谷川俊太郎詩集』 『堕落論』

谷川俊太郎 著 坂口安吾 著



塩塚モエカ (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本

塩塚モエカ (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本

『星の王子さま』 『号泣する準備はできていた』

サン＝テグジュペリ 著 内藤 濯 訳 江國香織 著

塩塚モエカ (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本

塩塚モエカ (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本
『砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない

A Lollypop or A Bullet』
『悲しくてかっこいい人』

桜庭一樹 著 イ・ラン 著 オ・ヨンア 訳

塩塚モエカ (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本

塩塚モエカ (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本

『メモランダム 古橋悌二』 『モモ』

ダムタイプ 企画 ミヒャエル・エンデ 著 大島かおり 訳

塩塚モエカ (ミュージシャン) をつくった、

幾冊かの本
松本紹圭 (僧侶) をつくった、幾冊かの本

『ライフ・レッスン』 『〈責任〉の生成 ― 中動態と当事者研究』

國分功一郎、熊谷晋一郎 著エリザベス・キュープラー・ロス、デーヴィッド・ケスラー 著

上野圭一 訳

『思いがけず利他』 『グッド・アンセスター』

中島岳志 著 ローマン・クルツナリック 著 松本紹圭 訳

松本紹圭 (僧侶) をつくった、幾冊かの本 松本紹圭 (僧侶) をつくった、幾冊かの本



松本紹圭 (僧侶) をつくった、幾冊かの本 松本紹圭 (僧侶) をつくった、幾冊かの本

『日本的霊性』 『無頭人 (アセファル)』

鈴木大拙 著
ジョルジュ・バタイユ他 著

兼子正勝、中沢信一、鈴木創士 訳



まだ読んでいなかった、

児童文学の名作を読んでみた。

まだ読んでいなかった、

児童文学の名作を読んでみた。

『⾧くつ下のピッピ』 『はてしない物語』
アストリッド・リンドグレーン 著 ミヒャエル・エンデ 著

大塚勇三 訳 上田真而子、佐藤真理子 訳

まだ読んでいなかった、

児童文学の名作を読んでみた。

まだ読んでいなかった、

児童文学の名作を読んでみた。

『ハリー・ポッターと賢者の石』 『ハイジ』
J.K.ローリング 著 ヨハンナ・シュピリ 著

松岡佑子 訳 上田真而子 訳

まだ読んでいなかった、

児童文学の名作を読んでみた。

まだ読んでいなかった、

児童文学の名作を読んでみた。

『注文の多い料理店』 『ムーミン童話』
宮沢賢治 著 トーベ・ヤンソン 著

下村隆一、小野寺百合子、山室静、冨原眞弓、鈴木徹郎 訳

まだ読んでいなかった、

児童文学の名作を読んでみた。

まだ読んでいなかった、

児童文学の名作を読んでみた。

『ホビットの冒険』 『若草物語』
J.R.R.トールキン 著 L.M.オールコット 著

瀬田貞二 訳 矢川澄子 訳



選：ツレヅレハナコ (文筆家) 選：渡辺康啓 (料理家)

はじめての、料理本。 はじめての、料理本。

『巴里の空の下オムレツのにおいは流れる』 『𠮷兆味ばなし 』
石井好子 著 湯木貞一 著

萩原朔太郎 著 中野重治 著

選：大崎清夏 (詩人) 選：大崎清夏 (詩人)

いつも、手元に詩集を。 いつも、手元に詩集を。

『月に吠える 萩原朔太郎詩集』 『中野重治詩集』

J.R ヒメネス 著 伊藤武好、伊藤百合子 訳 青木風香 著

いつも、手元に詩集を。 いつも、手元に詩集を。

いつも、手元に詩集を。 いつも、手元に詩集を。

『石垣りん詩集 表札など』 『なんだか眠いのです』

石垣りん 著 西尾勝彦 著

選：池上きくこ 『葉ね文庫』店主 選：池上きくこ 『葉ね文庫』店主

選：大崎清夏 (詩人) 選：大崎清夏 (詩人)

選：大崎清夏 (詩人) 選：池上きくこ 『葉ね文庫』店主

いつも、手元に詩集を。 いつも、手元に詩集を。

『みみをすます』 『遠景』

井戸川射子 著谷川俊太郎 著

『プラテーロとわたし』 『ぎゃるお』



いつも、手元に詩集を。 いつも、手元に詩集を。

『左川ちか全集』 『たましいの移動』

左川ちか 著 島田 龍 編 國松絵梨 著

選：池上きくこ 『葉ね文庫』店主 選：梅﨑実奈 『紀伊國屋書店』書店員

いつも、手元に詩集を。 いつも、手元に詩集を。

『サンチョ・パンサの帰郷』 『終わりと始まり』

石原吉郎 著 ヴィスワヴァ・シンボルスカ 著 沼野充義 訳

選：梅﨑実奈 『紀伊國屋書店』書店員 選：梅﨑実奈 『紀伊國屋書店』書店員

いつも、手元に詩集を。

『西脇順三郎詩集』

西脇順三郎 著

選：梅﨑実奈 『紀伊國屋書店』書店員



〈喫茶店で読みたい本。〉 〈喫茶店で読みたい本。〉

『ハモニカ文庫と詩の漫画』

山下賢二 著 山川直人 著

『喫茶店で松本隆さんから

聞いたこと』

『cook』

坂口恭平 著 谷内雅夫 著

『柿の種』 『愉快のしるし』

『千夜曳獏』 『すべての雑貨』

千種創一 著 三品輝起 著

檀一雄 著 リサ・ホステトラー 著

〈センスが磨かれる本。〉 〈センスが磨かれる本。〉

〈喫茶店で読みたい本。〉 〈喫茶店で読みたい本。〉

〈料理がもっと楽しくなる本。〉 〈料理がもっと楽しくなる本。〉

『檀流クッキング』 『The Photographerʼs Cookbook』

〈料理がもっと楽しくなる本。〉 〈料理がもっと楽しくなる本。〉

寺田寅彦 著 永井宏 著

『つかれた日には鍋にキャベツと

ホロホロ鳥を放り込み』



〈センスが磨かれる本。〉 〈センスが磨かれる本。〉

レーモン・クノー 著 朝比奈弘治 訳 北園克衛 著

『文体練習』

〈キッチンや調理道具に凝りたくなる本。〉 〈キッチンや調理道具に凝りたくなる本。〉

『台所見聞録 人と暮らしの万華鏡』 『いのまま』

〈映画の神髄に触れる本。〉

須崎文代、宮崎玲子 著 オカヤイヅミ 著

〈キッチンや調理道具に凝りたくなる本。〉 〈キッチンや調理道具に凝りたくなる本。〉

『箸はすごい』

『白昼のスカイスクレエパア

北園克衛モダン小説集』

『コットンが好き』

『映画を穫る
ドキュメンタリーの至福を求めて』

岡田秀則 著 赤坂太輔 著

『映画という《物体X》
フィルム・アーカイブの眼で見た映画』

『フレームの外へ

現代映画のメディア批判』

『映画術』
アルフレッド・ヒッチコック、フランソワ・トリュフォー 著

山田宏一、蓮實重彦 訳
小川紳介 著 山根貞男 編

〈映画の神髄に触れる本。〉 〈映画の神髄に触れる本。〉

エドワード・ワン 著 仙名紀 訳 高峰秀子 著

〈映画の神髄に触れる本。〉



〈くつろげる部屋に整えたくなる本。〉

〈くつろげる部屋に整えたくなる本。〉

『茨木のり子の家』 『働く台所』

〈くつろげる部屋に整えたくなる本。〉

『住宅読本』『男子部屋の記録』

小野啓 著 中村好文 著

茨木のり子 著 小畑雄嗣 写真

〈心を清らかにする本。〉 〈心を清らかにする本。〉

『Snow White』

鈴木理策 著 アッバス・キアロスタミ 著

〈心を清らかにする本。〉 〈心を清らかにする本。〉

『焼くだけのお菓子』 『喫茶とインテリア west
喫茶店・洋食店 33の物語』

BMC 著 西岡潔 写真

〈くつろげる部屋に整えたくなる本。〉

『Mont St. Michel』『杉本博司：Accelerated Buddha』

〈おいしいお茶、おやつに出合う本。〉 〈おいしいお茶、おやつに出合う本。〉

マイケル・ケンナ 著

『Water Mirror』



〈おいしいお茶、おやつに出合う本。〉 〈おいしいお茶、おやつに出合う本。〉

『チョコレート戦争』
ケイト・マクドナルド、L.M.モンゴメリ 著

岡本千晶 訳
大石真 作 北田卓史 画

西川栄明 編著 石川直樹 著

〈つくりのいいものに出合える本。〉 〈つくりのいいものに出合える本。〉

〈つくりのいいものに出合える本。〉 〈つくりのいいものに出合える本。〉

『この椅子が一番！』 『ぼくの道具』

ロビン・ウォール・キマラー 著 三木直子 訳 草木屋 著

企画 パナソニック電工 瀬高早紀子 著

〈花や緑とともに暮らしたくなる本。〉 〈花や緑とともに暮らしたくなる本。〉

東千茅 著・発行人 牧野富太郎 著

『L.M.モンゴメリの

「赤毛のアン」クックブック』

『バウハウス・テイスト

バウハウス・キッチン』

『TSUTSUIʼS STANDARD

筒井さんの子ども服』

『庭にほしい木と草の本

散歩道でも楽しむ』

『つち式』

〈花や緑とともに暮らしたくなる本。〉 〈花や緑とともに暮らしたくなる本。〉

『牧野富太郎 なぜ花は匂うか』

『植物と叡智の守り人』



〈猫愛が溢れている本。〉 〈猫愛が溢れている本。〉

内田百閒 著 金井美恵子 著 金井久美子 イラスト

『ノラや』 『猫、そのほかの動物』

〈猫愛が溢れている本。〉 〈猫愛が溢れている本。〉

『ネコ・猫・ねこ in Books』 『500匹と暮らした文豪 大佛次郎と猫』

ロドニー・デイル 著 山内玲子 訳  大佛次郎記念館 監修


