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札幌店 M
文学・゛ッ

ギ
正欲

正しくあることと欲を持つこと。相反するこの二つのテーマを『正欲』とい

う単語一つでゲトルに持ってきただけでこの小説の勝ち。新刊が出るたび

に進化していく感がすごい作家さんです。

札幌店 M
文学・゛ッ

ギ
プリンギガお母さん

めちゃくちゃ笑った。お母さんぶっとんでて面白いし、可愛らしく思えてき

た。このポカテゖブさを見習いたい。

札幌店 五十嵐
文学・゛ッ

ギ
満月珈琲店

一日の最後、ほっと一息つきたいときに是非読んでほしい一冊。温かみのあ

る目を惹くラガトを描く人気ラガトレーゲーと大人気作家の最強ウラボ

本です！2巻まで発売中の小説もゝガガメです。

札幌店 M 文庫 Aではない君と

犯罪加害者の家族を主人公とした小説は数少ない。我が子が殺人を犯したと

聞いたらどうする？償いとは？を突き付けられる。苦しみや葛藤が痛いほど

伝わってきて、感情が揺さぶられるすごい小説です。

札幌店 五十嵐 文庫 氷菓

数々のミガテリー小説を書かれている米澤穂信先生が描く青春ミガテリー。

背景描写が分かりやすく想像しやすいのは勿論、登場人物の会話のテンポ感

が絶妙で最後のペーカまでがあっという間に感じます。

札幌店 小笠原光 文庫 永遠の0

「妻と子供のために生きて帰りたい」という当時の軍人らしからぬ信念を

持って戦争に参加した男の物語。近現代史に詳しくなくてもどんどん読み進

められて、最後の最後に感動。読みすぎてボロボロになり、２冊買いまし

た。

札幌店 中泉 文庫 ブレードランナーの未来世紀
お願いだからこの本を読んだ後に映画「ブレードランナー」を観てくださ

い！いや、マカで！

札幌店 中泉 文庫 女王蜂
お正月のガペオャルドラマを見て興味本位で読んでみたら横溝ワールドにず

ぶずぶにハマりました。ここから金田一オリーキを全部読む羽目に。

札幌店 廣瀬優作 文庫 八本脚の蝶
僕にとってこの本ほど信用のできる本は他に存在し得ません。この本は死に

たい人の大切な住処です。

札幌店 廣瀬優作 文庫 日曜日の人々
ぜんぶめんどくさい。しょうもな…きっしょ…。即死。って時に読むと浸れ

ます。信用できる本です。

札幌店 藤原　哉 文庫 幸福な食卓

本屋大賞作家となった瀬尾まいこさんの初期出世作。映画化される等いろい

ろな意味で彼女が飛躍した作品。家族や恋人との「つながり」の機微を描

き、読む人を引き込む力を持った意欲作。

札幌店 森澤香苗 文庫 巷説百物語

昼に生きる者と、夜を行く者たちの、浮世を騙る長い旅路、その邂逅。ゲ

トルに魅かれて手に取った高2の夏からずっと刺さったままのオリーキで

す。

札幌店 島 あゆみ 文庫 宵山万華鏡
怪談めいた仄暗さと阿呆な大学生のどんちゃん騒ぎが同居している連作短編

集。どっちの森見登美彦も良い！！

札幌店 島 あゆみ 文庫 私にふさわしいホテル

最悪のデビューを飾った新人作家が一世一代の大勝負に出て連載をもぎ取ろ

うともがく執念の物語。作中に登場する山の上ホテルは奇しくもその日入社

式で訪れた場所でした。

札幌店 小笠原光 新書 プロプッオョナル仕事の流儀

「一流」の世界で生きている人達の仕事や普段の生活についてのこだわりを

知る事ができ、挫折した時や、心が不安定な時の自分自身との接し方など、

気軽に真似できる事も多かったので、参考になりました。

札幌店 M ウミッア ゞバーいらないですよね
書店員目線で描かれる書店あるあるがいっぱい。似たような体験をしている

同士がいるんだと思うと疲れも飛び、少し元気になります。

札幌店 M.Y ウミッア ゲヌ゠と゠ツネ

やさしくかわいい絵で描かれるちょっぴりおまぬけなゲヌ゠とちょっぴりい

じわるな゠ツネのほのぼのウメデゖです。思わずふふっと笑ってしまう様な

お話がたくさんあるのでぜひ読んでみてほしい作品です。

札幌店 M.Y ウミッア ゲヌ゠と゠ツネ　小さなともだち
あの可愛いウンビが絵本になりました！彼らがくりひろげる物語がどんなお

話なのか…手にとって読んでみませんか？

札幌店 Ｙ ウミッア フルーツバガイット
何度も読み返しました。ゕニメも放送されてるので是非全部見てほしい。泣

けます。

札幌店 Ｙ ウミッア BANANA FISH
名作。辛くても最後まで読んで欲しい。舞台化も決まっているので期待しか

ない。

札幌店 五十嵐 ウミッア 赤髪の白雪姫

花ゆめウミッアガらしく恋愛だけでなくフゔンゲカー要素も入っているの

で、女性だけでなく男性にも楽しめる内容になっていると思います。メン

で登場する人物が多いのでそれぞれの関係性の変化などに注目して読むと面

白いです。

札幌店 熊野仁美 ウミッア ゟウツ書店員本田さん

私の書店員としてのバブル。文具を担当していると本の事は全然わからな

くて、「取次」や「返本制度」など、このウミッアで覚えたことが沢山あり

ます。

札幌店 髙橋計康 ウミッア ぷりぷり県 ウロナが落ち着いたらぷりぷり県に行こう・・・。

札幌店 保尊美恵子 ウミッア ゞラゝイ行こ！
普段ウミッアを読まない私でもゝモオロすぎて、この著者の他のウミッアも

読んでしまう程、笑わせてくれます！！

札幌店 M 児童書 開幕！あたりまえ会議
自分のあたりまえが実は偏ったものであったということに気づかされる情報

が詰まってる。世界は広いですね。



札幌店 島 あゆみ 児童書 そして5人がいなくなる
人の死なない本格ミガテリ、大人になってもおもしろい。児童書と侮ること

なかれ。

札幌店 森澤香苗 児童書 うるうのもり

原作舞台に心囚われ、待ち侘びた4年後の再演、そのゞーテンウールにて、

この本の上梓を知りました。”あの子”によく似た少年が語る、もうひとつ

の”あの森”のおはなし。

札幌店 熊野仁美 趣味・生活
銀座のバ－が教える厳選ゞアテル

図鑑

お酒を飲めない私が飲み会でお酒の話についていけるようにと思って読んだ

本。ゞラフルな写真を眺めるだけでも楽しい。

札幌店 熊野仁美 趣味・生活 世界一美味しい手抜きごはん
私が料理を始めたきっかけの本。簡単な材料と簡単な手順でちゃんとおいし

い料理ができる。休日の食事がちゃんとしたごはんになりました。

札幌店 M
法律・経

済・経営

エアッとわかるビカネガ教養　行

動経済学

日常を例にあげているのでわかりやすく行動経済学が学べます。自分は無意

識だと思い込んでいた消費行動が実は意図的に誘導されていた消費行動だっ

たんだと気づきました。結構お金の無駄遣いをしてしまっていたのかも…。

札幌店 工藤志昇
法律・経

済・経営
読みたいことを、書けばいい。

「人に心を打ちビュー数を稼げる」そんな便利な文章術など存在しない。た

だ自分が読んで面白いものを書けばいい。この本自体がそれを体現してい

る。「書くこと」を生業にしたい方に超おすすめ。

札幌店 工藤志昇
法律・経

済・経営
１％の努力

忖度が1ミリもない、飾らない言葉でただいま信者急増中！「論破王」によ

る、最小限の努力で人生の勝ち組を目指すための指南書。

札幌店 﨤町美智子 人文・思想 ふだんづかいの倫理学

倫理学って何だろう？そもそも倫理って？と思った人に読んでもらいたい本

です。倫理学を通して世の中を見るとこんなにおもしろい！読後は世界が

違って見えます。

札幌店 﨤町美智子 人文・思想
毎日読みたい３６５日の広告ウ

ピー

広告ウピーを365日分集めた、毎日読んで楽しめる素敵な一冊。どのペーカ

をめくっても心に響くフレーキばかりでもはや名言集です。プレクントにも

おすすめします！

札幌店 熊野仁美 芸術・芸能 異世界に一番近い場所
眺めているとゥーム音楽が聞こえる気がするくらい、フゔンゲカーな世界が

広がっている。

札幌店 保尊美恵子
理工・PC・

医学
食べることと出すこと

雑誌『an・an』で紹介されていた本。切実で痛ましい感情を不思議なユー

モゕで表現し「何がイゕなのか？」を教えてくれます。医療従事者だけでな

く、一般の方にもゝガガメ！笑えます！！

神保町本店 Ｉ
文学・゛ッ

ギ
星間商事株式会社社史編纂室

商社勤務ゕラエー同人女のリゕ充、ここに極まれり！四六版を買ってほんと

うによかった！！！と思えた作品。

神保町本店 S.S.
文学・゛ッ

ギ

わたしが知らないガェ本は、きっ

とあなたが読んでいる

これを薦めるのは反則技な気もする。でもどこを開いても読書家・愛書家に

とって有益なことしか書かれてないので。本の探し方、読み方から接し方ま

で。著者は全国規模で行われる読書会の主催者。

神保町本店 S.S.
文学・゛ッ

ギ
小説のガトラテカー

知った風に推薦文を書いているとこの本を思い出して叱られた気になる。芸

術に純粋さを求めすぎてるきらいもあるが、他人の言葉だけで芸術を知ろう

とする自分に喝を入れてくれる。まずは自分の心で楽しもう。

神保町本店 岡田　健太郎
文学・゛ッ

ギ
水中翼船炎上中

穂村弘の最新歌集。言葉を紡ぐ、飛躍させる、もてあそぶ　→　なんて幸せ

な空間。

神保町本店 纐纈応
文学・゛ッ

ギ
たやすみなさい

言葉たちが宝石のように゠ラ゠ラと輝いていて魔法のような一冊。日常の断

片が彼の魔法にかかるとこんなにも綺麗な言葉になるのか、と驚きました。

神保町本店 竹田　桃香
文学・゛ッ

ギ
ェ－ルドフゖンゴ

ここ４年くらいずっと「個人的文庫化してほしいラン゠ンィ１位」です。念

じ続けてます。

神保町本店 竹村 真志
文学・゛ッ

ギ
火山のふもとで

火山のふもとの山荘で、ゆるやかに、穏やかに描かれる、若き建築家の恋と

お仕事。堆く積まれた新刊の山の中から見つけて一目惚れしてしまうとい

う、書店員ならではの出逢いをして以来、著者の大フゔンになりました

神保町本店 萩原成美
文学・゛ッ

ギ
ナニューアたちの星座

柔らかな線で描かれた大人も楽しめる児童書です。幻想的で美しくあたたか

い物語です。アローンにもそれぞれ個性があり、意思がある。なんだか少

し、私たちにも重なるような気がします。

神保町本店 s 文庫 始祖鳥記

大空を飛ぶことにすべてを賭けた男の物語。読めば読むほど体が熱くなる！

記憶をなくしてもう一度読みたい小説1位！普段時代小説を読まない人にも

ぜひ読んでほしい！

神保町本店 S.S. 文庫 素粒子

誰もがひとりであり、繋がれないということをこれでもかと突き付けてく

る。心や体は勿論、血だってあてにならない。人間の幻想を打ち砕く一方、

孤独で仕方ないと開き直れる救いも与えてくれる。ゝゴもすごい。

神保町本店 S.S. 文庫 綺譚集

もうこれだけでいいやとさえ思ってしまった。物語に取り残されるような文

章の゠レに魅了され、読みたかったのはこれだと確信した。当店に並んでい

るのを見て又吉さんもゝガガメしてくださった１冊。

神保町本店 S.S. 文庫 生者と死者 奇跡の造本。さあお手に。

神保町本店 S.S. 文庫 悪童日記

極限状態を生き抜くため、感情を殺して独自の宗教で生きようとした双子の

手記。簡素で読みやすい文章がとめどなく心をえぐりに来る。狂気にあらが

う無垢もまた狂気。そこにいつの間にか引きずり込まれます。



神保町本店 S.S. 文庫 失はれる物語

初めて自分で選んで読んだ小説。さみしがり屋が世界との折り合いをつけて

いく短編集。10年以上前に読んだのに「しあわせは子猫のかたち」は今でも

ベガト級かもしれない。結局こういう小説が好き。

神保町本店 S.S. 文庫 蜘蛛の糸／杜子春／トロッウ

学校での『トロッウ』の授業。「蜜柑の橙色は主人公の明るい心情を顕して

いるんだよ」と解説されたときの衝撃が忘れられない。そんなのゕリかよと

驚き、書いて〈ない〉ことの表現に感動した、読書の原体験。

神保町本店 医学担当Ｓ 文庫 柿の種

物理学者「寺田寅彦」の短編゛ッギ。「なるべく心の忙しくない、ゆっく

りした余裕のある時に、一節ずつ間をおいて読んでもらいたい」の言葉が今

だからこそ刺さる・・・。

神保町本店 金沢　智帆 文庫 ロボット・ン・ォ・ゟーデン

壊れかけのロボット、ゲンィがとにかく文句なくかわいい！コメ夫ベンとの

冒険譚であり、ベンとゲンィの成長記でもあるオリーキ1冊目。表紙も素

敵。

神保町本店 上條紘平 文庫 ワンキバーィ・ゝハゝ

停滞した辺境の町で生活する「取り残された人々」を描く連作短編集。孤独

と抑圧に苛まれ、ただ何かを切応する苦しみ。再読の度にワンキバーィの

全景が浮かび上がります。

神保町本店 上條紘平 文庫 黒後家蜘蛛の会

毎月の晩餐会に集まる5人の名士と1人の給仕。ゥガトが持ち込むちょっとし

た謎を、一癖あるメンバーが推理し合う傑作パキルミガテリ。晩餐会に私も

加わりたい。

神保町本店 上條紘平 文庫 人情馬鹿物語
大正期の東京下町に浮き沈む人情「馬鹿」たちの営み。絶えて久しき江戸人

情が味わえる好著。『小説浅草案内』も併せて読みたい。

神保町本店 上條紘平 文庫 ヨーロッパの乳忚

ヨーロッパを周遊した澁澤龍彦による紀行゛ッギ。バロッア論に始まる欧

州文化への洞察は博学多識な氏の執筆活動の根源や内面を垣間見るかのよ

う。まずはこの一冊。

神保町本店 上條紘平 文庫 ノラや
猫に対する愛情と悲痛の念が胸を打つ、なのに不思議と笑ってしまう。ああ

ノラや。お前はどこへ行ってしまったのか。

神保町本店 上條紘平 文庫 10月はたそがれの国
ペーカを開けば、いつでもそこには幻想と怪奇に満ちた黄昏の国が広がるの

です。

神保町本店 纐纈応 文庫 夜のかくれんぼ

小学生の時母の本棚からこっそり抜いて読んだ一冊。初めて触れた星新一で

した。ゟツンと頭を殴られたような衝撃で、彼の作品すべてに触れたい！と

父に頼んで大きな図書館まで連れて行ってもらった思い出があります。

神保町本店 纐纈応 文庫 金曜日の本

本には「読む時間」の前に「選ぶ時間」がある。中学生まで月２千円まで好

きな本を買って貰える日がありました。選んだ本を抱えて帰る帰り道。本を

開く瞬間の胸の高鳴り。そんな本との思い出が呼び起こされる一冊。

神保町本店 纐纈応 文庫 ゞラガの親指
道尾秀介作品の中でもコントツで好きな一冊。「ゞ゛ルの小指」もあわせて

おガガメしたいです。

神保町本店 纐纈応 文庫 妄想とツッウミでよむ万葉集
お客様が購入しているのを見て面白そう、と購入した一冊。予想を遥かに超

える面白さでした。こんな解釈の仕方があるのか！と衝撃の連続です。

神保町本店 纐纈応 文庫 ゴルドレン

何度も繰り返し読んでしまう作品。自分の中の凝り固まった固定概念を良い

意味でぶち壊してくれます。初めて読んだときは10代前半でしたが、読む度

にぐっとくるポントがまた違って年を重ねても変わらず面白いと思う一冊

です。

神保町本店 纐纈応 文庫 出口のない海

中学の教室に並んでいた担任選書の本の中にありました。読後は悲しみとむ

なしさが残ります。思いのままにまとまらない感想を担任に伝えたら「ぜひ

手元に持っていて欲しい」とプレクントしてくれました。

神保町本店 纐纈応 文庫 13階段
思いテーマを扱っていますが、物語の序盤からィッと引き込まれ一気に読ん

でしまいました。これがデビュー作と知り驚きました。名作。

神保町本店 纐纈応 文庫 ハニービゲーハニー
ほろにがい恋愛短篇集。会話のテンポ、言葉選びのギンガにひれ伏すことし

かできません。味のしなくなったゟムを味わう度に思い出す作品です。

神保町本店 纐纈応 文庫 「本をつくる」という仕事

良作。１冊の本が私たちの元に届くまでの過程、職人たちの思いを知ること

のできる一冊。本棚に並ぶ本たちをよくうちに来てくれたね、と撫でてあげ

たくなります。電子書籍も愛用しておりますが、やはり紙の本が好きだ。

神保町本店 纐纈応 文庫 飼い喰い

３匹の豚を育て、肉にして食べるまでのルポゲーカュ。私たちは普段いった

い何を食べているのだろうか。知っているようで何も知らないのだと思い知

らされる。

神保町本店 纐纈応 文庫
学校では教えてくれない！国語辞

典の遊び方

学生の頃、こんなふうに辞書の面白さを教えてくれる先生がいてくれたなら

…面白くて役に立つ１冊です。解説は「舟を編む」の三浦しをんさん。

神保町本店 纐纈応 文庫 I LOVE YOU 恋愛ゕングロカー
同じ作家の同じ作品を何度も繰り返して読んでばかりだった当時、読んだこ

とのない新しい作家さんと出会わせてくれた一冊。運命の出会いでした。

神保町本店 杉本　佳文 文庫 東京バンドワェン
家族っていいな。ウロナ禍にまた読みたくなる1冊。はまったらオリーキ続

編たくさんあります。

神保町本店 杉本　佳文 文庫 廃用身
衝撃のデビュー作でした。てっきりノンフゖアオョンだと思って読んだ記憶

がこびりついています。



神保町本店 竹田　桃香 文庫 ＴＯＫＹＯ　ＳＴＹＬＥ
「生活感」と言ってしまえばそれまでなのですが、人間がただ暮らしている

だけの部屋の、なんと美しいことでしょう。

神保町本店 竹田　桃香 文庫 雨天炎天
村上作品を読み漁る中で、ああ彼は本当に偉大な作家なのだな、となんとな

く確信した一冊です。

神保町本店 竹田　桃香 文庫 夜のくもざる
村上作品を読み漁る中で、ああ私は彼の書くものが本当に好きだな、となん

となく確信した一冊です。

神保町本店 竹村 真志 文庫 卵をめぐる祖父の戦争

ユコヤ人青年と脱走兵に課せられた特命は「一週間以内に卵を１コーガ手に

入れろ」。どこか滑稽な、けれどそこで描かれるのは戦争のリゕル。どこま

でもユーモゕを忘れない凸凹ウンビは、生き延びるウトが出来るか…!?

神保町本店 竹村 真志 文庫 本にだって雄と雌があります

書籍蒐集家にして稀代の法螺吹きでもあった祖父が教えてくれた「本には雄

と雌があるから、放っとくと子供を産んで蔵書が増えてしまう」という大嘘

に隠されていたのは、一族の歴史を紐解く壮大な愛の物語だった！

神保町本店 竹村 真志 文庫 ゞラガの親指

個人的に道尾秀介さんの最高傑作。人生の負け犬たちが巻き起こす最高の逆

転劇は、本っ当に、最後の最後の最後まで騙される。本を読んだら、是非、

映画も観て欲しい！゠ャガトにぶったまげるよ…!!

神保町本店 竹村 真志 文庫 ぼくのメカャーガプーン

心を壊した罪には、どんな罰を与えればのだろう？不思議な力を持った

少年が、親戚のおじさんと、“ある事件”の犯人にどんな償いをさせるべきか

を考える、変化球ミガテリ。辻村作品、最初の一冊はウレで決まり！

神保町本店 竹村 真志 文庫 凍りのくじら

主な参考文献：『ドラえもん』全45巻／小学館　『大長編ドラえもん』／小

学館　及び、そこに流れる哲学と優しさの全て。巻末に記されたこの１ペー

カに、この作品の魅力が全て詰まっている。章題も、全てひみつ道具になっ

ている

神保町本店 匿名希応 文庫 狭き門

読んだ直後は悲劇的な結末に胸を痛めましたが、宗教という人の精神的営み

の在り方について問いを発し、自分の幸福論と向き合うきっかけを与えてく

れた思い入れのある作品です。

神保町本店 中村　雄太 文庫 図書館戦争オリーキ

図書が狩られる時代がもしあったら、今のように好きな内容の本を読めなく

なってしまうかもしれない。Ifの世界のことだからこそ読んで考えてみたい

オリーキ。

神保町本店 中村　雄太 文庫 恋文の技術
ある大学院生が友人たちに送った手紙から始まる文通のお話。手紙の中身は

正直かなりくだらないですが、なんともいえない面白さがあふれています

神保町本店 中村　雄太 文庫
ビブリゕ古書堂の事件手帖オリー

キ

読書が好きな方ならぜひ読んでみてほしいオリーキ。登場作品をつい手に

取って読みたくなってしまいます。

神保町本店 中村　雄太 文庫 水滸伝オリーキ
魅力的な登場人物が数多く登場する本作。戦いの描写は手に汗握る展開で、

眠るのを忘れて一気読みしてしまうほど面白い。

神保町本店 平井秀生 文庫 渡邉恒雄メデゖゕと権力

読売新聞社のドン・渡邊恒雄の決定版評伝。大野伴睦の番記者当時の自民党

総裁選の動向や盟友中曽根康弘首相誕生直前の田中角栄詣での場面などは

生々しくノンフゖアオョンの白眉とも言える。

神保町本店 上條紘平 新書
゙ゖーン愛憎―ヨーロッパ精神と

の格闘

哲学者である著者が若かりし頃の゙ゖーン滞在記。慣れない土地で起こる理

不尽や偏見に対し不撓不屈で立ち向かう、ヨーロッパ精神との格闘物語。

神保町本店 中村　雄太 新書 性からよむ江戸時代
性という視点から見た江戸とはいったいどういった時代なのか。これまであ

まりなかった切り口で江戸時代を考察した一冊。

神保町本店 中村　雄太 新書 ハーバード日本史教室
世界から見た日本とはどのような国なのか。またどのように考えられている

のか。外から見た日本を知ることで新たな魅力を発見させてくれる

神保町本店 中村　雄太 新書
世界のニューガを日本人は何も知

らない

政治・常識・社会状況などの゠ーワードを用いて世界の姿をあらわにし、国

外に目を向けるためのヒントが詰まった一冊。

神保町本店 中村　雄太 新書 お殿様の人事異動

江戸時代の異動といえば参勤交代が有名であるが、もっとつらい大異動がお

国替えである。様々な゛ピグードで語られる泣き笑いになんともいえない面

白さがある。

神保町本店 中村　雄太 新書 もののけの日本史

おばけ・妖怪・怪異など様々な呼び方とともに各時代で異なる印象をうける

もののけ。その系譜をたどることで見えてくる日本人の死生観などに迫った

1冊。歴史学の視点から通史として霊を語った面白さを秘めている

神保町本店 中村　雄太 新書 営業はいらない

様々な営業ツールが発明されている今日。これからの世の中には営業という

職はいらなくなるのか？営業職を考える上で読んでおいたほうがいいと思う

一冊。

神保町本店 中村　雄太 新書 2025年を制覇する破壊的企業

１つの企業がその業界の常識を破壊してしまう。今後このような企業になり

うる可能性を秘めた11社を分析し、未来を予測。これからの時代をどうやっ

て生き抜いていったらいいのかの一つの指針になるかもしれない1冊

神保町本店 中村　雄太 新書
ハーバードでいちばん人気の国・

日本

ハーバードでは実は一番人気のある国は日本でだという。なぜそんなにこの

国に魅せられるのか。国内にいるとわからない日本の魅力を再発見させてく

れます。



神保町本店 中村　雄太 新書 知ってはいけない

日本という国には我々には見えないルールによって動かされている。陰謀論

のように思えてしまうが、読んでみれば決してそうとは言い切れないという

ことがわかる。日本の深層迫った1冊

神保町本店 中村　雄太 新書 言ってはいけない

きれいごとでは語れない現実を直視させられる1冊。読み終わったら気分を

害するかもしれないが知っておいてほしい真実が納められた内容となってい

る。

神保町本店 平井秀生 新書 ある明治人の記録

明治維新に際し、朝敵の汚名を着せられた会津藩は降伏後、いかなる運命を

辿ったのか。涙なくしては読めない会津藩士の子・柴五郎、慟哭の書。敗者

から見た維新の裏面史。

神保町本店 平井秀生 新書 明治六年政変

西郷隆盛は果たして征韓論者なのか。大久保利通の台湾出兵はどう説明する

のか。歴史は常に勝者によって書かれるゆえ、通説に捕らわれずに資料を読

み込むことの重要性を教えてくれた書。

神保町本店 平井秀生 新書 江夏の21球

「ガポーツ・ィラフゖッア・ナンバー　創刊号」を飾ったガポーツノンフゖ

アオョンの金字塔。9回裏、ブルペンの動きを見て顔色が変わった江夏に盟

友衣笠が掛けた言葉とは果たして何か。

神保町本店 竹村 真志 ウミッア あげくの果てのゞノン

終わる世界そっちのけで、高校時代の先輩との不倫にひた走る、どうかして

いる驚異のSF×不倫マンゟ。刊行当初から激推しした所、POPのウメント

を小学館の担当様に見初められ、公式に使っていただけたのは良い思い出で

す

神保町本店 Ｙ 児童書 すきになったら
可愛い少女とワニのうつくしい物語。「すき」ってどんな気持ち？とこども

に聞かれたら読んであげたい絵本です。ヒィゴユ゙ウの世界へようこそ。

神保町本店 纐纈応 児童書 わたしのげぼく
ちょっと涙なしでは読めない大人も楽しめる絵本。猫視点で語られる猫と人

間（げぼく）との出会いと別れ。

神保町本店 杉本　佳文 児童書 ゛ルマーのぼうけん
この本何刷りか見てください。児童書って本当にすごいと実感できる。私に

は大切な人からもらった特別な1冊です。

神保町本店 T S 趣味・生活
ムラヨオマエユ゠のオフ゜ンイー

゠研究室

オフ゜ンイー゠は難しい、失敗しがち…なメーカが消え失せました！

ちょっとしたウツで完璧なオフ゜ンイー゠が作れます

神保町本店 T S 趣味・生活 科学でわかるお菓子の「なぜ？」 お菓子は科学！理屈がわかれば失敗も少なくなります。

神保町本店 平井秀生 趣味・生活 横綱の品格

「ワレマコモッイゲリ゛キ（我、未だ木鶏たりえず）。」69連勝、不世

出の大横綱双葉山。力水は一回しか付けず、決して待ったをしなかったその

信念が垣間見られる書。

神保町本店 岡田　健太郎
法律・経

済・経営
１３歳からのゕート思考

「自分なりに見、自分なりに考え、自分なりの答えを出す」現代人が明らか

に衰えた能力がこれだと思う

神保町本店 岡田　健太郎
法律・経

済・経営
ォ・マンドマップ 同時平行の多くの仕事を抱えている方にお勧め。ォ・オナカーマップ。

神保町本店 金沢　智帆 人文・思想 14歳からの哲学
14歳の人へ贈る、そしてかつて14歳だった大人へ贈る〝読んで、覚える”の

ではなく〝考えて、知る”ことを知るための名著。

神保町本店 纐纈応 人文・思想 狛犬さんぽ

こんなにもたくさんの個性豊かな狛犬たちが全国には存在しているのか、と

驚きました。またひとつ、新しい神社の楽しみ方を知ることのできた一冊で

す。読んでいるだけで楽しい。

神保町本店 医学担当Ｓ 人文・思想 死すべき定め
マナガなメーカの「死」を、最良の最後として過ごすにはどうしたらよ

いか、現役の外科医がいかに今の健康な生き方が大事かを問いかけます。

神保町本店 金沢　智帆 芸術・芸能 工場夜景
工場夜景。川崎・北九州・四日市などなど。なんでこんなに美しいのでしょ

う。説明不要ですよね？うっとりひたってくださいまでせ。

神保町本店 医学担当Ｓ
理工・PC・

医学
いかにして問題をとくか

発売以来の累計販売冊数1400冊！は神保町本店の理工書でぶっちぎりの１

位です。時代を超えて読み継がれる数学的発想法の名著。

神保町本店 医学担当Ｓ
理工・PC・

医学
身のまわりのすごい技術大百科

身近な家電やいつも使っている便利なものが、こんな技術で出来ているの

か！と驚きます。読んでて楽しい目から゙ロウの１冊です。

神保町本店 医学担当Ｓ
理工・PC・

医学
ねじ子のヒミツ手技　１st Lesson

現役の医師「ねじ子」先生が、絶対に教科書には書いてない、でもみんな

やってる、臨床現場で役立つ手技をかわいいラガトで解説。

池袋本店 M.Y
文学・゛ッ

ギ

謎のゕカゕ納豆　そして帰って来

た日本納豆

良い意味で普通ではない「辺境作家」高野秀幸氏による納豆愛あふれる冒険

記。読後は納豆が食べたくなります。

池袋本店 郡司麻未
文学・゛ッ

ギ
こいわずらわしい

昆虫の本を出されたり、昆虫のベントをされたりしておられるからかエオ

ゟメがゕリを捕食するためおびき寄せるテアニッアを恋の魅了と例えるあた

り、ガテ゠です！

池袋本店 M.Y 文庫 下山事件完全版　最後の証言
国鉄3大ミガテリー事件として知られる下山事件。著者の近親者からの証言

によって明らかになる事件の詳細から目が離せなくなります。

池袋本店 飯島京子 文庫 猫語の教科書 猫飼い必読！猫の猫による猫のための猫語の教科書です



池袋本店 海老原亘 文庫 新樹の言葉

桜が散って、このように葉桜のころになれば、私はきっと思い出します。収

録短編「葉桜と魔笛」。その書き出しです。太宰治、キルすぎる！あまりに

切ない話なのに、葉桜の季節になると思いだしてしまう（泣）

池袋本店 岡田輝命 文庫 ゙ルトラマン誕生

物心ついた時より〇〇レンカャーより、○○ラコーより゙ルトラマンに心

惹かれた私にとって夢のような＜メ゠ンィ＞本であり、撮影当時のゕデ

ゕや情熱が伝わってくる熱量が大きい1冊。ラガトも素晴らしい。

池袋本店 菊池晋 文庫 いのちの使いかた

生涯現役を貫いた日野原重明先生の著書！「いのちとは時間、大切に使って

次の世代にバトンゲッゴするもの」と直接伺ったことがあります。幸せに生

きるためのヒントをたくさん記してくださっています。

池袋本店 堀尾勇太 文庫 マナガ・クロ
ユーモゕとノガゲルカー。「ゲムトラベル小説の金字塔」という看板に偽

りなし。

池袋本店 松下恒夫 文庫
走ることについて語るときに僕の

語ること

村上春樹は走っている、ならば読者も走ってその魂を身体に刻み付けなけれ

ばならない。走れば人生も変わる、そして僕は作品中の僕と一体化してい

く。これだけランナーが増えたのはこの本の影響かもしれない。そしてラン

ナーによる静かな革命は今も進行中なのだ。

池袋本店 山本宏子 文庫 吾輩は猫である

中学生の時、家にあった文庫でフリゟナが振られていないのを類推しながら

読んだのが最初です。その後、10年おきぐらいに読みたくなるので、いろい

ろな出版社の文庫で読みましたが何度読んでも楽しいです

池袋本店 山本宏子 文庫 告白

この本を読むまでは町田康は「元ミューカオャンでちょっと面白い」程度の

認識でしたが、この本を読んでからはこの人は天才だったんだなと思うよう

になりました

池袋本店 山本宏子 文庫 水底の歌　上・下

この本を読んだ時の衝撃は今も忘れていません。梅原猛のの本はもちろん、

古代史や中世史の本をいろいろ読むようになりましたし、旅行も歴史探訪的

なものが増えました。私にとっては大事な1冊です

池袋本店 郡司麻未 新書 日本奥地紀行
三省堂書店140周年。ォベラ・バードさんが日本を旅行したのが143年

前。ぼぼ同じ。今の日本と全く違う日本に月日を感じます。

池袋本店 足立菜摘 ウミッア ボアラノ゠ギ゠　short　stories

この作品と出会わなければ、いま私はここにいませんでした。背表紙を見

て、手に取ったあの日。忘れられません。今回は本編は読んでいるけれど、

小冊子は未読という方にこの短編集を全力でおすすめします！

池袋本店 牧野夏子 趣味・生活 ガープ・レッガン

驚くほどオンプルな材料。それでこんなにおいしいガープができるなんて！

今まで気づかなかった野菜そのもののおいしさに出会える1冊。じっくりと

味わって食べるという料理と食の新しい楽しさを教えてくれました。

池袋本店 小林豊
法律・経

済・経営

もしも徳川家康が総理大臣だった

ら

今の世の中の出来事に歴史上の人物を宛がっているというのは、歴史好きの

自分としては斬新でかなり引き込まれた1冊です。しかも小説なので読みや

すいです。

池袋本店 郡司麻未 人文・思想 ゟメ・ゝベールの日本語練習帳
ブロィから書籍化されたすばらしい本です。いきづらいとなんとなく思って

いた世の中の見方や認識を変えてくれる、ゟメ・ゝベールさん

池袋本店 後藤　俊介 人文・思想 完訳論語

こんな時期にはゆっくりと『論語』を紐解くのはいかが。人間としての孔子

の姿がありありと再現される井波律子さんの名訳と解説。副読本として河出

新書『一億三千万人のための「論語」教室』もお薦めです。

有楽町店 H.K
文学・゛ッ

ギ
ペンァンバ゚

ゲトルからどんな内容か想像できなかったので興味本位で購入。興味本位

で購入したが、結果的にすごく面白い。森見ワールド全回の１冊

有楽町店 H.U
文学・゛ッ

ギ
すべての見えない光

藤井光さんの翻訳が素晴らしい。海外文学を読んでいるのに改めて日本語の

美しさにはっとします。

有楽町店 K.D
文学・゛ッ

ギ
ツナィ

死んだ人の想い。遺された人の想いという２つの想いがめぐりあい、すれ違

うさまとそれを乗り越え未来に向かう姿に感動を覚えます。

有楽町店 K.S
文学・゛ッ

ギ
父を撃った12の銃弾

父の身体に刻まれたたくさんの銃創。母の謎の死。ミガテリーの枠にはまら

ずに親子愛に道だところが面白い

有楽町店 M.T
文学・゛ッ

ギ
寝苦しい夜の猫

読みやすく、かつ、面白い文章からは芸人さんならではのトーアガ゠ルが感

じられます。思わず読みながら声を出してわたってしまいました。M-1

2019の裏話や相方　濱家さんの話からは、普段バラ゛テゖでは見られない

山内さんのお笑いに対する熱い一面を知ることができます。

有楽町店 M.Y
文学・゛ッ

ギ
儚い羊たちの祝宴

この物語は短編です。「バベルの会」をめぐる５つの事件を、其々独立した

５つの物語として書かれていて、エアッとよめるけれど、米澤流暗黒ミガテ

リの神髄が窺える１冊。この本の魅力はなんといっても最後の一行！ラガト

一行の意味に気づいた瞬間鳥肌ものです。私のおすすめは「玉野五十鈴の誉

れ」めちゃくちゃ背筋が凍りました。

有楽町店 石井　淡紅子
文学・゛ッ

ギ
運命と復讐

ひとことで言えば夫婦の話。ただ、テーマは広く、読者がissueを持ってい

るのか、読むゲミンィによって感じ方が違うのでは、どんでん返し、古典

の引用などが小説に強度を与えているところもゝガガメ

有楽町店 菊池　亜季
文学・゛ッ

ギ
ガモールワールキ

短編ですがすごい！何気ない描写のひとつひとつが編み込まれて全て読み終

わったときにできあがった世界が本当にすばらしい。ちみつで繊細な大きな

レーガ編みのようです。大好き。

有楽町店 平山　佳央理
文学・゛ッ

ギ
ラゝンハート

個人的恋愛小説No.1　何度よんでも鳥肌が立つほど感動する。そして何度読

んでも鳥肌が立つほど感動する。そして何度でも読み返したくなる1冊



有楽町店 E.K 文庫 戦場のウッアたち

ゲトルの"ウッア"という響きだけで、ウッアさんがお料理する話かー。と

軽い気持ちで読みだしてしまい、そんな気持ちでよんじゃいけなかった。戦

場の過酷さや、重さが、胸に来まくる。けど、読み終わって、読んでよかっ

たと思ったし、夢にも出てきた。

有楽町店 K.I 文庫 二〇世紀最大の謀略

1人の日本人カャーナリガトがイネデゖ大統領暗殺の新装に迫った問題作。

当時、中学生の私はこれを読んでこんな真実を知ったら自分も暗殺されるか

も・・・。」と思って夜も眠れませんでした。

有楽町店 N.I 文庫 時をかけるゆとり

笑いたいとき、精神的につらい時、何も考えたくないとき、楽しいとき…ど

んな気分の人にも自信を持ってゝガガメできます。とってもきれいな作風な

のに作者はこんなに破天荒！？あなたも朝井ワールドを覗いてみませんか？

有楽町店 R.M 文庫 都市と都市
二つの都市がモォア状に入り組む町。ありえない設定を警察小説としてた

くみに読ませます。

有楽町店 R.N 文庫 プラゴナデーゲ 予想外の展開もあって面白かったです。

有楽町店 S.N 文庫 上流階級

『部署が変われば部署に合わせて一から勉強しなおすのが社会人としての礼

儀だ』大抜擢され外商部に配属された静緒に向けられるひとことひとことが

心に響きました。静緒と一緒に学び成長できる一冊です。

有楽町店 T.O 文庫 何者

就職活動を軸に話を展開していきますが、どの年代の方が読んでも何かしら

考えさせられると思う作品です。自分は何者なのか、何者かになれるのか？

そしてtwitterと僕たち。本当に素晴らしい作品です。気に入ったらぜひ『何

様』も！映画もすごいです。ぜひお読みください。

有楽町店 Y.K 文庫 きらきらひかる
いろいろな愛の形について考えさせられる作品です。作者の言葉選びがとに

かく綺麗です。

有楽町店 Y.K 文庫 ィンエーゟ

私が本好きになったきっかけの本です。中学生のときに何気なく父の本棚か

ら手に取り寝食を忘れて読み耽りました。かなりの長編かつ作者さんが未完

で亡くなってしまいますが、それでもゝガガメのオリーキです。

有楽町店 Y.W 文庫 路上観察学入門
街中のいたる所に「面白い」は落ちている！観察する楽しみを知ると、見慣

れた街並みが少し変わって見えてきて、歩くのが楽しくなります。

有楽町店 岡﨑　史子 文庫 調理場という戦場

友だちの進める本に外れなし。この本も友人のおすすめ本でした。環境や趣

味が違っても、何かが合うものなのでしょうか？また友と本屋で遊べる日が

来ますように

有楽町店 小林　正和 文庫
ラムガゲー宇多丸の映画ゞ゙ン

ギリンィ

読者のお悩みにおすすめ映画で答える（解決できるかは不明）映画通の宇多

丸さんならではのゞ゙ンギリンィ方法だと思います。「ムービー゙゜ッゴメ

ン」リガナーの方にはぜひ読んで欲しい。すべての悩める人にもお勧めした

い一冊。

有楽町店 島本　一征 文庫 ちょっと今から仕事辞めてくる

一度きりの人生において、自分の好きなように生きることの大切さを学びま

した。ウロナでガトレガを抱える人が多い今の世の中ゝガガメしたい一冊で

した！

有楽町店 杉山　学 文庫 ガウーレNo.4

1人の女性の成長物語。普通の少女が様々な経験を経て大人なり気づていく

こと。特別なドラマはないからこそ輝く物語。そっと背中を押してくれるそ

んな作品。

有楽町店 匿名希応 文庫 たったひとつの冴えたやりかた
SF短編集ですが、SFっぽくない話で、あらすじを知っていても、感動でき

ます。

有楽町店 匿名希応 文庫 八本脚の蝶
人生のバブル。何度読み返したかわからないほど。彼女の生き方にも紹介

されている本や者たちにも言葉で表せないほど影響を受けた。

有楽町店 匿名希応 文庫 ゛ムブリヲ奇譚
後味の良い怪談。短編集なので手軽。読後にいつもの日常が少し違う平行世

界の時間軸に感じられるような不思議な感覚を味わえます。

有楽町店 山口　奈美子 文庫 指輪物語
映画化もされたフゔンゲカーの王道。信念を持ってやり遂げることのすばら

しさ、一生の宝物です。

有楽町店 C.I ウミッア マゴネとグワレ

絵もギリフも゠ャラアゲーも表紙もすべての要素で強いンパアトが残りま

す。舞台、ミューカゞル、演劇が好きな人いも、2.5次元が好きな人にも読

んで欲しい作品です。

有楽町店 I.U ウミッア 競女
ゕホな設定だけど、とにかく熱い！熱イツガポ根漫画です！！ゕニメ化もし

た名作なのでぜひ読んでください

有楽町店 J.H ウミッア 虫と歌

「宝石の国」の著者による短編集。人と「人のような何か」との交流を独特

の世界観で描くどこか不思議な物語。静謐な雰囲気と唯一無二の読後感を楽

しみたい方は是非

有楽町店 M.H ウミッア コンガコンガコンガール

小さいころ、バレ゛にで鵜も、父の死をきっかけにバレ゛の道をあきらめ

る。転校生をきっかけにバレ゛への気持ちが爆発していく…っていうか、早

く20巻まで読んで欲しい

有楽町店 N.O ウミッア わたしの幸せな結婚

"和風オンデレラ物語"という言葉が本当にぴったり！切なさの中に人の温か

さを感じ、ヒロンの幸せをひたすら願いながら読みました。絵も゠レで

きっとハマると思います。"異能"とは！？原作小説も読みやすくゝガガメで

す。



有楽町店 T.S ウミッア なおりはしないが、ましになる

ぜひ「興味本位」で手にとって欲しい。発達障害という重いメーカが変わ

るはず。面白い！と思えたらこの本は大成功なのではないかと当事者と暮ら

す私は思う。ゞレー沢さん特有の言葉選びが何だか愛しく思えてくる。

有楽町店 佐々木　真理子 ウミッア カャッアカャンヌ－夏劇－
ゥーム原作の小説ですが、未プレの方でも楽しんでいただけると思いま

す。読み終わった後、ゥームもプレして頂けたら嬉しいです。

有楽町店 匿名希応 ウミッア
カ゚ンコーレガ男子に愛されてい

ます

理由なんかは後回しにしてでもまっすぐに「好き」を伝えたくなる、すてき

なんで言葉じゃ足りないくらい最高な漫画です。

有楽町店 匿名希応 ウミッア 骨ドラェンのマナ娘

とりあえず、めっちゃかわいい！捨て子とは思えないブの逞しさと死後、

骨姿になっても冴え渡る老ドラェン・ネムのツッウミ力に思わず笑い。種族

は違く手もお互いを思う親子の姿にィっときます。

有楽町店 匿名希応 ウミッア ミガテリという勿れ

事件は人で出来ていると思わせてくれるお話です。主人公はトリッアを解く

のではなく、人を見て事象を解いていきます。正直読み終わると疲れます

（個人の感想）。でもまた読みたくなる漫画です。

有楽町店 匿名希応 ウミッア うしおととら

半世紀近く生きてきた私が絶対後世に残したいマンゟです。何度も読み返し

ても泣けます。いろいろ考えさせられるマンゟです。何度読み返しても泣け

ます。いろいろ考えさせられるマンゟでもあります。

有楽町店 T.N 児童書
どんなにきみがすきだかあててご

らん

とにかく可愛くて癒されるますが、個人的には腐女子の方に読んで頂けない

です。

有楽町店 匿名希応 児童書 バムとイロオリーキ（文溪堂）

何度読んでも、読み終わった後に温もりを感じます。ヌのバムとゞ゛ルの

イロの共同生活は笑顔の絶えない毎日です。友人も個性的で飽きがこなく

て、読む側にも笑みをもたらしてくれます。読み聞かせにもぴったりです。

有楽町店 M.H
理工・PC・

医学
英国の間取り 可愛いおうちの間取りがたくさん載っていて、贈り物などにぴったりです。

東京駅一番街店 E.O
文学・゛ッ

ギ
星の王子さま

一見、子供向けのお話のようですが、王子さまの言葉一つ一つにド゠ッとさ

せられます。童心を思い出させてくれる哲学的な作品です。

東京駅一番街店 N.S
文学・゛ッ

ギ
ゕガア・ミー・ホワ

音楽と物語の融合する感覚が魅力。読後、優しい気持ちを誰かに共有したく

なるような作品です。

東京駅一番街店 Y.Y
文学・゛ッ

ギ
死ぬまで上機嫌。

こんな風に歳を重ね、自分の生き様を見つめ整えることが出来るのなら、老

いるのも怖くない。

東京駅一番街店 河野　拓人
文学・゛ッ

ギ
どろぼうの神さま

大人になりたい子どもと、子どものままでいたい大人。夢、希応、喜び、不

安、悲しみ、葛藤など、ペーカをめくるたびに色々な感情が揺さぶられる。

東京駅一番街店 M.S 文庫 風と共にゆとりぬ
特に得られるものはありませんが、何も考えずに読めて、くすっと笑える、

そんな本です。

東京駅一番街店 M.S 文庫 島はぼくらと
島からプリーで高校に通う同級生4人の物語。青春を痛いほど浴びること

が出来ます。

東京駅一番街店 N.S 文庫 向日葵の咲かない夏 物語の〝違和感”に引きずり込まれるような、強烈な作品です。

東京駅一番街店 N.S 文庫 ドミノ 怒涛の展開と疾走感ある情景描写が魅力。ペーカをめくる手が止まらない。

東京駅一番街店 S.T 文庫 友達
突然9人の家族が主人公の家に来て多数決の原理で住み始める。そこから始

まる奇妙な生活。多数決の先に待つ主人公の運命は？

東京駅一番街店 Y.W 文庫 最後にして最初のゕドル この小説と出会ったせいで、私の人生は狂いました。

東京駅一番街店 足立　圭 文庫 ワギコ三畳青春記
人気ノンフゖアオョン作家高野秀行のいわば゛ピグードクロ　笑いと涙の青

春記

東京駅一番街店 足立　圭 文庫 しずかな日々
1人の少年の日常を淡々と描きながらじんわりくる物語。自分の小学生時代

を振り返りたくなる。

東京駅一番街店 足立　圭 文庫 村田゛プンデゖ滞土録 1899年のトルウを舞台に日本人留学生の

東京駅一番街店 足立　圭 文庫 これでよろしくて？ 川上弘美的ゟールキトーア！

東京駅一番街店 足立　圭 文庫 百瀬、こっちを向いて。 映画化もされた、せつない恋心を描いた恋愛小説。

東京駅一番街店 足立　圭 文庫 海の見える街 ちょっと大人の恋愛小説

東京駅一番街店 足立　圭 文庫 BAR追分
昼は食事、夜は本格的なゞアテルなども出すお店を舞台にしたちょっと心温

まる小説

東京駅一番街店 足立　圭 文庫 七帝柔道記 著者の自伝的熱血青春小説

東京駅一番街店 足立　圭 文庫 ただいまが、聞きたくて 不器用な一家の崩壊から再生を描いた家族小説

東京駅一番街店 河野　拓人 文庫 Alone Together 心の奥底なんて、見えなくていい。

東京駅一番街店 河野　拓人 文庫 ルリユール
ルリユールとは、本の修復士のこと。本だけでなく、想いも紡ぐ、まるで魔

法使いになったようなフゔンゲカー小説。



東京駅一番街店 副田陸児 文庫 告白

天才が「河内十人斬り」をモゴーフに「人はなぜ人を殺すのか」という永遠

のテーマに迫る。読み始めたとたんに町田節の力で物語に引き込まれる。あ

なたも町田中毒になる可能性高し！

東京駅一番街店 満永　ひろみ 文庫 新世界より
読み進むにつれ世界観に引き込まれどっぷりと「新世界」にのめり込んでい

く。人の本質を突いてくる物語

東京駅一番街店 満永　ひろみ 文庫 薬指の標本
ひんやりとした静かさが漂い、読み終わった後に奇妙で不思議な感覚が残る

作品

東京駅一番街店 M.I 新書 宇宙飛行士選抜試験
宇宙飛行士を目指した著者の挑戦や葛藤をつづった一冊。選抜の試験内容や

求められる資質の考察など興味深い内容になっています。

東京駅一番街店 E.O ウミッア ミミキアと夜の王
死にたがりやのミミキアと人間嫌いの魔物の王のお話。壮絶な扱いを受けて

きたミミキアが魔物の優しさに触れていく心温まるガトーリー。

東京駅一番街店 M.I ウミッア 宇宙兄弟

兄弟が宇宙飛行士となって宇宙を目指す物語。ウミッアながら、ゴームワー

アの大切さやリーコーの資質、個性の活かし方など学べる内容でおすすめで

す。

東京駅一番街店 河野　拓人 ウミッア ミミキアと夜の王
出たばっかりです。今後ぜったいに流行ります。流行らせます。女性だけで

なく男性もぜひ読んで下さい。そして、みなさんも流行らせてください。

東京駅一番街店 河野　拓人 ウミッア 刷ったもんだ
印刷会社はただ印刷しているだけじゃない！読めばあんなものやこんなもの

の価値観が変わるかも？

東京駅一番街店 河野　拓人 児童書 おれはテゖラノエ゙ルガだ
優しい嘘が、困っている相手を助け、幸せにすることだってある。子どもに

読み聞かせてあげてほしい。読みながら泣いちゃうかもしれませんが。

東京駅一番街店 河野　拓人 学習参考書 基礎英文法問題精構
初版はなんと1985年。30年以上愛用され続けたベガトギラー。これ以上に

分かりやすい文法書は無い。高校生必携。

東京駅一番街店 M.I 語学書 吸血鬼の英文法
英文法をしっかり学べるのに、小説を読んだような読後感。吸血鬼をテーマ

にしているだけあって、例文がとても魅力的です。

東京駅一番街店 Y.Y
法律・経

済・経営

本当の自由を手に入れるお金の大

学

ビカネガマンだけでなく学生や主婦、老若男女問わず分かりやすい。学校で

は教えてくれない教養本。

東京駅一番街店 河野　拓人
法律・経

済・経営
日本史に学ぶ一流の気くばり

気くばり上手は出世の近道。ウミュニイーオョン論であり、リーコー論でも

ある一冊。人に恵まれるって、本当に大事。

東京駅一番街店 河野　拓人
法律・経

済・経営
Limitless　超加速学習

学習を始める前の学習参考書。今までの勉強の仕方って何だったんだろう、

となってしまうこと間違いなし。

東京駅一番街店 M.I
理工・PC・

医学
動物になって生きてみた

動物と同じような生活をし、動物の立場から生態を考えるという、あるよう

で無かった内容にワアワアが止まらなくなります。

東京駅一番街店 河野　拓人
理工・PC・

医学
゠リン解剖記

゠リン博士による゠リン好きのためのマガトゕテム。読めば君も゠リン博

士だ！

東京駅一番街店 S.T
理工・PC・

医学
ガーツの素顔

独特な口調で鉄道系Youtuberの№1となり、人気を博している。そんな彼の

考え方が分かる1冊。

ゕトレ秋葉原1店 K
文学・゛ッ

ギ
十二大戦

十二人の戦士が死にゆく瞬間にその生き様が見える、人は死の瞬間こそ最も

美しいと思わされます。続編まで読むと更に楽しめます！

ゕトレ秋葉原1店 副田陸児
文学・゛ッ

ギ
百年の孤独

蜃気楼の村マウンドが隆盛、衰退、ついには廃墟と化すまでのめくるめく百

年。２０世紀で最も影響力のあるこの小説で南米文学を世界文学の主流に送

り出した。何度も読み返したくなる魔法の一冊。

ゕトレ秋葉原1店 小柳 理恵 文庫 もたない男

私は転勤族の妻で、書店員ですが本棚はガッ゠リしています、そんな私が絶

対に手放したくない一冊です。著者が試行錯誤を繰り返し、不用品と戦う様

が爽快でで、新しい事を始める時に読むのがお勧めです。

ゕトレ秋葉原1店 大塚俊也 新書 さおだけ屋はなぜ潰れないのか？
新入社員時代に一番初めに担当カャンルの商品として売った本です、16年近

く前の商品ですが、ビカネガマンに必要な常識が満載です

ゕトレ秋葉原1店 K ウミッア ゴ゚ングーマン
ただのバトル漫画ではない、11巻まで読めば絶対に一生心に残ります。バト

ルオーンの精密な作画も素晴らしいです。

ゕトレ秋葉原1店 花澤武大 ウミッア ト－マの心臓
その少年は、なぜ死んだのか？　こんな理由は他の誰にも創造できない。人

間の１番きれいな感情が描かれています。

ゕトレ秋葉原1店 花澤武大 児童書 １００万回生きたねこ 100万回は読めなくとも、50年は読み返せるウガパ最強の名作。

東京グラマゴ店 Ｔ (たかのまさえ）
文学・゛ッ

ギ
往復書簡初恋と不倫

言葉の魔術師・坂元裕二が綴る、文字が織り成す男女の切ない恋模様。日常

のなにげないところに、沢山の不思議と沢山の悲しみと沢山のアガリがこぼ

れている事に、ふと気づかされる一冊です。

東京グラマゴ店 杉山　孟
文学・゛ッ

ギ
天皇論　江藤淳と三島由紀夫

令和の今だからこそ読みたい！江藤淳と三島由紀夫、ふたりの天皇観を比較

することで見えてくる、現代につながる天皇制の課題とは？デゝロァーの

枠に止まらない、深い思索を味わえる一冊です。

東京グラマゴ店 分身体Ｉ(市村)
文学・゛ッ

ギ
ない本、あります。

ネットで送られてきた表紙画像をもとに、存在しない本（実物の文庫に存在

しない作者・あらすじ）を作る。ＳＮＳの発展した令和ならではの一冊で

す！



東京グラマゴ店 M (たかのまさえ） 文庫 ランゴ酒

みんな切なさを抱えながら生きている。でも、おいしいご飯の前に人は、瞬

間切なさを忘れて幸せに浸る。食べるって、明日を生きることだな…と元気

が出る一冊です

東京グラマゴ店 牧野　優 文庫 新・冒険ガパ小説ハンドブッア

ヒァンキ、マアリーン、バィリゖ。血沸き肉躍る冒険、第二次大戦下の知ら

れざる特殊任務、冷戦下の東西の駆け引き、徹夜で片っ端から読みました。

今でも、実家の本棚で一番多い文庫は早川文庫です。

東京グラマゴ店 牧野　優 文庫 改訂完全版　 異邦の騎士

名探偵御手洗潔の初登場作品。後の作品では、゛゠ギントリッアで意味不明

な行動の多い御手洗のゞッウよさに痺れます。最後は涙なしでは読めない‥

これでフゔンになり、島田荘司先生の作品は全部読みました。

東京グラマゴ店 牧野　優 文庫 Ｔｏｋｙｏ　ｓｔｙｌｅ
学生時代の下宿の部屋は、表紙の感じにしていました（笑）　　今では文庫

版がお手頃に入手できます。

東京グラマゴ店
Ｍ（たかのまさ

え）
ウミッア ねこまた。

日本人が大切にしてきた『八百万の神様』へ感謝をする心、そんな大事な部

分を思い出せる、ちょっと変わったもののけフゔンゲカー♪ふにふにした可

愛い生き物が好きな人にもゝガガメです！

東京グラマゴ店
ガゲッフＴ (たか

の）
ウミッア 3月のラゝン

私に将棋の楽しさや奥深さを教えてくれたのは3月のラゝンでした。主人

公零くんの成長に、ハラハラド゠ド゠時に涙しながら、気付けば自分も一緒

に成長していた…そんな心に寄り添う一冊です。

東京グラマゴ店 Ｔ (たかのまさえ） 児童書 ゆめぎんこう

お子様は、好きな夢を買える素敵なお店のお話としてワアワア、大人の人は

自分の仕事を頑張るぺんぺんに胸が゠ューン、もっと大人の人はかつての淡

い記憶を思い出してカーン、きっと読む人によって感想が十人十色ななんと

も不思議な絵本です。

東京グラマゴ店
ガゲッフＴ (たか

の）
児童書

ペンァンきょうだいれっしゃのた

び

仲良しペンァン３兄弟が、初めて子供達だけでおじいちゃんとおばあちゃん

に会いに行く、ド゠ド゠見守りガトーリー！色々なハプニンィに大人も手に

汗握る絵本です！船、空、バガと続く続巻もゝガガメ♪

東京グラマゴ店 八束　聡一
法律・経

済・経営

 韓非子 ~ 組織エババルの教科

書~

組織で働く人は必読。渋沢栄一が愛読していた「論語」と併せて読むとバラ

ンガよく学べます。

東京グラマゴ店
ガゲッフＴ (たか

の）
芸術・芸能 bloom

少年性、紳士性、淑女性、神秘性、魔性…塩野瑛久という一人の俳優の中

に、様々な顔を見ることが出来る魅惑の写真集です。

下北沢店 阿久澤　美海
文学・゛ッ

ギ
絶応名人ゞフゞの人生論

フランツ・ゞフゞの後ろ向きすぎる言葉に少し笑い、少し救われました。落

ち込んでいるときには、自分よりネゟテゖブな人の言葉に耳を傾けるのも良

いかもしれません。

下北沢店 Ｍ・Ｈ 文庫 ゕデンテゖテゖが人を殺す

私自身が思う私の印象が随分異なっていると気づき「私は何者だろう？」と

考えている時にこの本に出会いました。読み終わると沢山の気づきがありま

した。異文化理解に関心がある方は必読書です！

下北沢店 阿久澤　美海 文庫
阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮

らし

阿佐ヶ谷姉妹が二人ののほほんとした日常を交互に語っていく゛ッギで

す。ふふっと笑ってしまったり、カーンとしたり読んでいてとても心地の良

い本でした。阿佐ヶ谷姉妹の魅力が詰まっています。

下北沢店 右近　南 文庫 吸涙鬼 切なくて透明感のある作品です。美しいからこそ切なさを強く感じます。

下北沢店 澤柳　由香 文庫 素敵な日本人

大好きな作家の1人「東野圭吾」氏の短編集。短編集なので、さくっと読め

るのも良い。一番のお気に入りは「十年目のバレンゲンデー」女刑事の十

年分の思いを込めた祝杯が実に清々しい。

下北沢店 常見　和希 文庫 山椒魚戦争

80年以上前のＳＦ作品だが、作中の「人間」と「山椒魚」の対比が現代社会

に当てはめられるため、身近なものを感じさせられる。1935年頃の時代背

景を知ったうえで読むと、風刺や皮肉を感じとれてより面白い。

下北沢店 常見　和希 文庫 ロボット

「ロボット」という言葉が生まれたこのＳＦ戯曲。今では定番であるロボッ

トの反逆をテーマにしたこの作品は100年前に書かれた。ウンピューゲやＡ

Ｉが進化してきている今読むと、様々なことを考えさせられる。

下北沢店 永井　祐 文庫 理不尽な進化
進化論にまつわるもろもろをめぐる面白くて深い本。ほぼ何の前知識もなく

読めて、自分の世界が広がる個人的にはパープアトな人文書。

下北沢店 澤柳　由香 新書
マルアガ・ゟブリ゛ル欲応の時代

を哲学するⅡ

「自由意志」と「新実在論」について考えるきっかけとなった1冊。物が溢

れている時代だから感じる不自由さや社会が見えてくる。新刊が出ると読み

たくなる哲学者の1人。

下北沢店 Ａ・Ｉ ウミッア Papa told me

心をガッ゠リさせたい時に読みます。ゝオャレでほのぼのとしたガトーリー

が多い中、考え方、心の持って行き方など学ぶ事がたくさん。（ヤンィユー

版・復刻を希応です。）

下北沢店 Ｎ・Ｋ ウミッア 三拍子の娘 毎日の暮らしで、ちょっとポカテゖブになれる本です。

下北沢店 Ｓ・Ａ ウミッア よつばと！
私が人生で１番最初にハマったウミッアです。大人から子供まで楽しめる読

むと心がほっこりする作品です。

下北沢店 Ｓ・Ｙ ウミッア 乱の灰色の世界

こんなにも泣いたのは初めてかもしれない。沢山の経験をし少女が大人へと

成長する姿は切ないがとても眩しく、読み終えた後、悲しみを引きずりなが

らも前向きになれる自分がいた。大人にこそ読んでもらいたい作品。

下北沢店 Ｔ・Ｋ ウミッア 彼方のゕガトラ
ＳＦミガテリーの傑作！さりげない会話すら伏線になっていて回収も完璧。

5巻完結なので揃えやすいのもいい！



下北沢店 伊藤 涼 ウミッア ゙マ娘オンデレラィレ
美少女ゕニメ、ゥームが元ネゲとはいえ大元の競馬に恥じない作画のアゝリ

テゖと現実との融合具合。競馬好きの方にもゝガガメできます。

下北沢店 伊藤 涼 ウミッア 果ての星通信
オンプルなラガトに反した複雑かつ濃密な設定の数々は圧巻。ゞバーとあ

とがきの密度に驚いて下さい。

下北沢店 高寄　玲羅 ウミッア 宝石の国

1巻ずつ読み進める度に世界観に引き込まれる作品です。私は宝石たちが成

長・変化していく物語だと思っています。また、ゕニメーオョンもＣＧで綺

麗に描かれているので是非ウミッアと合わせてご覧ください。

下北沢店 高寄　玲羅 児童書 にくのくに

見開きに大きく描かれたお肉のラガトが印象的でとっても食欲をそそられ

る絵本です。どの料理も本当においしそうで、読み聞かせでお子様に喜ばれ

る1冊だと思います。

下北沢店 Ｎ・Ｏ 趣味・生活 つぶやき養生

かわいらしい絵柄に癒されながら、ふと思い立った時に楽しみながら出来る

ところが好きです。読むだけでも「そうなんだ！」と発見したり出来るのも

面白いです。

下北沢店 澤柳　由香
法律・経

済・経営
トヨゲ生産方式

19歳のときに初めて読んだビカネガ書。以来、私のビカネガガゲルの原点

になっている。20代、30代と年を重ねるごとに読み返してみると難しく感

じたことが無くなっていたり、物事の考え方やとらえ方が変わっていること

も気づかせてくれる。ロンィギラー商品。

経堂店 I
文学・゛ッ

ギ
線は、僕を描く

「形ではなくて、命を見なさい」水墨画を通し自分と命と向き合う物語。白

紙に墨で描かれる世界が言葉の力で美しく深く彩られて「見える」！終始読

者の心を惹きつける魅力を持つ芸術と心の一体化を描く圧巻の物語。

経堂店 N
文学・゛ッ

ギ

予告された殺人の記録　十二の遍

歴の物語

不条理、所謂”バッド゛ンド”と呼ばれるような話が多くただ幸せな世界に没

頭したい方にはあまりお薦めできない。しかし世の中は華々とした人生を謳

歌するだけではないのだとこの一冊で思議してみるのも良いと思う。

経堂店 T
文学・゛ッ

ギ
流浪の月

「赤の他人の青年と小学生女子が同居」と聞くとどう感じますか。真実が真

実でなくならされる恐怖と明らかになっていく彼らの秘密にペーカをめくる

手が止まりません。

経堂店 Ｆ 文庫 秘密
2人で抱えていた秘密がいつしか1人の秘密になっていて、ゲトルの意味深

さを感じました。大好きな本です^_^

経堂店 H 文庫 七回死んだ男

祖父が殺されるのを防ぐ為犯人の邪魔をするが別の誰かが殺してしまう、の

ループがウミゞルに描かれて良い。人が殺される話だが全然暗くならない読

後感良し。

経堂店 I 文庫 ゕヒルと鴨のウンロッゞー

あるゕパートに越して来た大学生、榛名。初日に隣の住人から「一緒に本屋

を襲わないか」と誘われ…！疾走感と緻密なガトーリー！ところどころ口遊

まれるのがボブデゖランのBlowin'in the Windという選択が秀逸。

経堂店 I 文庫 流れ星が消えないうちに

誰かを心から愛し大切に思う気持ち、大切な人の死と折り合いをつけようと

もがく苦しさ、そういった感情に丁寧に向き合った作品。切なくも愛と優し

さに溢れ、最後にポッと心に火を灯してくれる、そんな美しい物語。

経堂店 I 文庫 ホワトゕ゙ト

武装集団に真冬のコムが占拠された！吹雪で閉ざされたコムの要塞で一人の

コム員が立ち上がる！長編ながらガトーリー性と巧みな描写から伝わる緊迫

感・臨場感が半端ない！読み応え100％、満足度120％の傑作。

経堂店 I 文庫 月と六ペンガ

読了し「ノンフゖアオョンではないの？」としばし呆然とした一冊。読み進

めるうちに生身のガトリッアランドを感じ、彼の絵が頭の中で描かれどんど

ん引き込まれていきます。

経堂店 Ｋ 文庫 ボッウちゃん 読み返しても面白い、色褪せない星新一の世界。年代問わず楽しめます。

経堂店 Ｋ 文庫 天体少年。
少年ゲ゙と少女ミラの出会いと別れが交差するたった七日間の物語。まだ幼

い２人が織りなす切なくて儚い恋物語。

経堂店 M 文庫 遠い太鼓

旅に出かけたくなったり昔行ったことのある場所や出会った人を思い出した

り。遠い場所を思いながら身近な世界も愛しくなるような、時々読み返した

くなるヨーロッパの旅の記録。旅のできない今に。

経堂店 M 文庫 暗幕のゥルニゞ

事実と事実の間を豊かな想像力で埋め魅力的なゕートの世界を案内してくれ

る著者がピゞグに挑んだ作品。反戦の象徴として知られるゥルニゞがどう生

まれどう今に残されたのか、込められたメッギーカに心を打たれます。

経堂店 M 文庫 魔導師の月

主人公のひとりである魔導師゠ゕルガは書物の魔法の創始者。本の魔法が動

き出す描写や語られる言葉の力など、本好きなら楽しく読める箇所が散りば

められています。太古の闇と戦う壮大な世界観のフゔンゲカー。

経堂店 N 文庫 第一阿忚列車
紀行文学ですが、旅の内容より行く先々で出会う事柄に対するゕアロバ

テゖッアな文句が売りです。毒舌゠ャラの先駆者かもしれません。

経堂店 N 文庫 闇の左手 SF的世界の文化調査報告書を読みたい方におすすめです。

経堂店 O 文庫 文人悪食
誰もが知っている文人たちの.あまり知られていない食について。食を通し

て性格や作風を感じます。森鴎外のまんじゅう茶漬けの衝撃といったら…。

経堂店 S 文庫 さようなら、ァャンィたち よく知らない人にはいつもこの本を薦めることにしています。



経堂店 S 文庫 パルプ

小説ですがもはやァャィマンゟ。史上最低の探偵ニッア・ビレーンのもとに

くる依頼は意味不明なものばかり。死神、宇宙人など登場人物もみんなすご

いです。

経堂店 S 文庫 ブラガト公論増補文庫版

ビールを飲みながらのおガガメの1100ペーカ。ド正論とド忛論に気持ちよ

く酔えて、かつ仲間の一員になったような錯覚を起こさせるウロナ禍で孤独

に押しつぶされそうな方の必読書。

経堂店 S 文庫 プラネゲリ゙ムのふたご

星の見えない村のプラネゲリ゙ムで拾われたふたごの悲しくもあたたかい物

語です。きらきらとやさしい言葉で描かれた童話のような小説で、読んだあ

とは星を眺めたくなります。

経堂店 S 文庫 ロンィィッドバ 村上春樹が翻訳するハードボルド小説の決定版

経堂店 S 文庫 漂流

江戸時代船乗りの長平が難破してたどりついた絶海の孤島。水も植物もほぼ

ない島で生き抜く術はあるのか。実話をもとにした話。とにかく読ませる力

がガェ！

経堂店 T 文庫 プゴ哲学
哲学と聞くと難しそうだけど数ウマのラガトのみでものの見方を変えれる

ヒントが得られる、日本一わかりやすい哲学書です。

経堂店 T 文庫 壬生義士伝 上・下

どう死ぬかを考えるような人間が集まる新選組において、絶対に死にたくな

いと強い意志をもった隊士がいたことを知っていますか？彼にとっての義と

は。心がゆさぶられる名作です。

経堂店 T 文庫
阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮

らし

世話好きでおっちょこちょいな姉江里子さんと、自由気ままで猫みたいな妹

美穂さん。とても似ていて、似てなくて（?!）でも相性ぴったりな二人の

「ほのぼの阿佐ヶ谷ラフ」を覗いてみませんか？

経堂店 Ａ ウミッア ゕトム゠ャット
手塚治虫自らによる「鉄腕ゕトム」のパロデゖ作品。猫マンゟ史上一番かわ

いくて強い猫です。ちかいます。

経堂店 I ウミッア ホリミヤ

゠ュンとするところもあり爆笑台詞も満載！少女漫画は…と読まなかったら

勿体無い！大人も男性も読んでほしいウミッア。ホロっとこぼれる言葉の

数々が心の深くに埋もれていた優しい感情を救い上げてくれるはず。

経堂店 M ウミッア 大コーア

「ドロヘドロ」の作者林田球さんの宇宙SFウメデゖ。何でも願いが叶う骨

を持つォハ＝エンウと闇のニーモツ、ゕバ゠ゕン。常に命を狙われる2人の

ド゠ド゠宇宙生活。

経堂店 N ウミッア ３月のラゝン
将棋界を舞台にした少年の成長の物語です。将棋に興味がなくても絵が可愛

いのでガラガラ読めます！主人公や周りの人間模様もおもしろいです！

経堂店 N ウミッア Dr.STONE
石化して文明の失われた世界でクロから科学で近代文明をつくりあげていく

お話です。科学っておもしろい！！

経堂店 S ウミッア 寺田克也ウウ10年

ラアゟ゠をするだけでお金をもらえる、そんな職業があったら素敵ですよ

ね。この人は、そんな夢のような職業のトップに君臨する「ラアゟ゠ンィ」

だ！！

経堂店 S ウミッア ブルーロッア

日本のW杯優勝のため全国から集められたFW達が次々と他のFWとの、そし

て自分とのバトルを繰り広げるガピード感満載のエッゞー漫画です！全ペー

カ、全゠ャラがかっこいいです…！

経堂店 Ｋ 児童書 わたしのワンピーガ
空から落ちてきたまっしろな布でワンピーガを作っだエァ。そのワンピー

ガは色んなもようへ変化します。ちなみに私は”はなもよう”が好きです！！

経堂店 Ｋ 児童書 フレデリッア

冬支度をする野ねずみたち。でも、フレデリッアだけはべつ。みんなと違っ

て”いろ””ひかり””ことば”を集めていきます。生きるためには”心”も大切な

んだと気付かされた一冊です。

経堂店 Ｋ 児童書 たいせつなこと

ガプーン、ひなぎく、りんご、かぜ、そら、くつ…。私達の身近にあるそれ

らにとってたいせつなことは？優しい言葉で紡がれる優しい絵本。では、あ

なたにとってたいせつなことは？

経堂店 M 児童書 パンどろぼう
パンにぎたいしたネキミくんがかわいくて、でもこうどうはおろかでとって

もおもしろいです。

経堂店 O 児童書 えとえとがっせん

浮世絵や鳥獣人物戯画みたいなゲッゴで描かれた、干支 VS 干支じゃない動

物 の戦い。「辰に勝てるの？」と心配していたら予想のナナメ上をいく戦

いで大奮闘します。

経堂店 S 児童書 よかったねネッドくん

びっくりパーテゖーに招待されたネッドくん。ラッ゠ーとゕンラッ゠ーが交

互におそってきます。読み聞かせで盛りあがることうけあい！英文つきで

す。

経堂店 S 児童書 3びきのかわいいゝゝゞミ

絵がとてもかわいらしい。ガトーリーは「3びきのこぶた」をパロデゖー化

しておりユーモラガ、最後に皆が仲良くなったきっかけは…？植物・ゕロマ

ギラピー好きの私のゝガガメです。

経堂店 O 趣味・生活
覚えておきたい！新料理の基本
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手軽に出来る定番料理のレオピはもちろん下ごしらえや食材の選び方・調理

道具についてまで教えてくれる頼もしい一冊です。この春から新生活を送る

方や料理を始めたいと思っている方にゝガガメです。

経堂店 N 人文・思想 教室はまちがうところだ
こんな教室があったらな…こんな先生がいたらな…教室で間違ったっていい

んだよ。きっと何かのきっかけになる本です。



経堂店 S 芸術・芸能 あいの降るほし
うちの嫁の若かりし頃。最近は大河「青天を衝け」で忙しそうにしていま

す。

経堂店 S
理工・PC・

医学
RAW DATA

普段知り得ない科学者達の物語。熾烈で繊細な競争の激しい中で生み出され

る生々しい心理描写には肩に力が入ったり脂汗がにじんだり…全身で感情体

験に迫れる一冊です。カャイもおしゃれ。

神保町いちのいち

経堂店
楠橋 文庫 ロギゕンナ

翻訳物の固有名詞を覚えるのが苦手な私もすぐに夢中になった、個性的な刑

事たちと地道な捜査で犯人を追う楽しみ。約50年前のガ゙゚ーデン社会を描

きながらも、いつ読んでも色褪せないオリーキ。

神保町いちのいち

経堂店
楠橋 文庫 検察側の証人

どこかでうっかりネゲバレを見る前に、古今東西のミガテリを読みすぎてガ

レてしまう前に、読んでおきたい一冊。

神保町いちのいち

経堂店
須藤 文庫 ふたりぐらし

「ふたりぐらし」＝同居人ではなく、「ふたりぐらし」＝家族になる過程を

紡いだ小説です。こんな夫と妻に今からなれるかな、結婚20年にして夫と向

かいあおうと思わせてくれました。

成城店 Ａ.Ｈ
文学・゛ッ

ギ
100年の旅

生まれた時からのことを思い返したり、今をみつめたり、そしてこれからの

人生…年齢さまざま、どなたにもきっと響く絵本です。

成城店 K.M
文学・゛ッ

ギ
灰の劇場

端から身を投げた二人の女、その二人の人生を想像する作家。匿名で語られ

る三人の人生が入りまじり、やがて読んでいる自分自身に重なっていく。不

思議でいて少し怖さも覚える作品。

成城店 K.M
文学・゛ッ

ギ
いけない

海に面した２つの町で起こる３つの事件。各章ごとに答え合わせをしながら

読み進められるなんて、ミガテリー好きにはたまらない。人間の陰と陽の部

分の表現が絶妙で、読み終えた後に残るせつなさとかすかな不安に身悶えし

ます。

成城店 M.ｗｋｓ
文学・゛ッ

ギ
うさぎ帝国～ガテ゠な日常～

いのちだいじに！"ていこくみん・たれみみ・ぽや”たちの不思議な魅力に溢

れた一冊です。

成城店 M。O
文学・゛ッ

ギ
うさぎ帝国～ガテ゠な日常～ うどんよりそば！

成城店 M・F
文学・゛ッ

ギ
可愛い嘘のゞヷグ

ララしたらまずこれを見返します。そうすると穏やかになります。ゕニ

メ化したら声優をしたい。

成城店 河椎
文学・゛ッ

ギ
うさぎ帝国～ガテ゠な日常～

慰めて欲しい訳じゃなくて、ただちょっと寄り添って欲しい。励まして欲し

い訳じゃなくて、ちょっと共感して欲しい。ちょっぴりつらい毎日を、ふん

わり癒してくれます。

成城店 川邊
文学・゛ッ

ギ
ゕルマ

ノーベル賞作家であるル・アレカゝは１980年代ごろからモーリオャガ島を

舞台にした小説を書き続けているが、今作はその最新作である。1年に1度作

品を発表するアレカゝは、その作風の変化が注目されがちであるが、今作も

また読み応えのある一作である。また訳者はアレカゝ研究で名の有名な中地

義和で、その正確さと、読みやすさで、信頼度の高い和訳本となっている。

成城店 小山
文学・゛ッ

ギ
ざわめきのささやき 愛してるの響きだけじゃ強くなれないことをわかってしまう本。

成城店 小山
文学・゛ッ

ギ
ゝリアガとアレア

この作品のように過去を回想するとしたら、この本に出会えたことに３０

ペーカくらい割くと思う。

成城店 田口
文学・゛ッ

ギ
神の汚れた手

読み返すたびに違う文脈を見つけられるので、私も成長したのかな？と幸せ

な勘違いをしています。

成城店 三島
文学・゛ッ

ギ
文豪たちの友情

文豪とその友人と呼ばれる人物達の関わりが丁寧に書かれております。作品

だけでなく文豪本人の生涯を知るならば激推し本です。

成城店 大和
文学・゛ッ

ギ
平行植物 人間の想像力の果て。

成城店 河椎
文学・゛ッ

ギ
ヘデゖンィはおもに頭で

大きな事件なんて起こらない浪人生の日常が、こんなにも瑞々しく描かれ、

小説となりうるのかと衝撃を受けた一冊。ゕア゛リゕガを飲みたくなりま

す。

成城店 河椎
文学・゛ッ

ギ
雲の祭日

寂しく清々しい立原道造の詩に、山中現の版画の淡い色彩が優しく寄り添

う。大人のためのとっておきの詩画集。

成城店 Ｅ・Ｍ 文庫 グロモンの指輪
私も頭がよかったらこんな変人になりたい！いちペット飼いとして憧れま

す。

成城店 K.M 文庫 渚にて
第三次世界大戦ご、核爆弾による放射能汚染が迫る。運命を悟った人々はそ

れぞれの選択をする。人間の尊厳を失わず日々を大切に暮らす姿は美しい。

成城店 K.M 文庫 猫の客
夫婦が住む借家に隣家の猫ゴビが訪ねてくるように。あくまでさりげなく人

の懐に入り込んでくるのが猫。夫婦と猫の心温まる物語。

成城店 K.M 文庫 絹の家
ドル財団公認のオャーロッア・ホームキ続編。あの二人に再会できるホー

ムキ愛溢れる一冊。

成城店 M.ｗｋｓ 文庫 蘇える変態
”文筆家”星野源の゛ッギ集。彼には死の淵から復活した怒涛の３年間が

あった。好きなことを楽しめる”いま”を大切にしたくなる本。



成城店 M・F 文庫 木曜日にはウウゕを
疲れたときに読むと心がほっとする、そんな本です。短編集なので本が苦手

な人にもおすすめ。

成城店 M・I 文庫 風が強く吹いている

一人の夢がみんなの夢となり、襷と共に想いが繋がっていく。熱気が伝わり

とても目頭が熱くなる本です。一人で走っていても決して一人ではない、無

性に走り出したくなります。

成城店 大塚 文庫 堕落論
敗戦直後に”堕落”について説いた安吾は本当に偉大だという思いが、混迷の

現代においてますます強くなるばかりです。

成城店 川上 文庫 死者の奢り／飼育
「他人の足」「人間の羊」の不穏さ・不気味さが好きです。暑苦しさと独特

な匂いが漂ってくる、圧倒的な描写が楽しめる残りの四編もおすすめです。

成城店 川上 文庫 羊をめぐる冒険
これを読んで、レウードプレヤーもないのにレウードを買い、酒も飲めな

いのにロッアィラガを買いました。あとは北海道に行きたいです。

成城店 川邊 文庫 隔離の島

物語は19世紀末、モーリオャガ島へ向かう船内で天然痘が発生し、ある小さ

な島に隔離されたことからはじまる。舞台も時代も背景も全く現代とはかけ

離れたものに思われるが、ウロナ渦を生きる現代の我々が共感できる描写ば

かり。ノーベル賞作家として名の知れたル・アレカゝの90年代の名作であ

る。

成城店 工藤 文庫 身分帳
不器用で正直な男の人生をみていると、誰が正しくて、何が正しいのかがわ

からなくなる。この男の生き方を、立ち止まって、ゆっくり見送っていた。

成城店 小山 文庫 われら

陳腐なブームになってしまった感のあるデゖガトピゕだけど間違いなくこれ

が至高にして最強。カョーカ・ゝー゙゚ルに盛大にパアら…否、影響を与え

た一冊。

成城店 小山 文庫 グラリガ
100ｄｅ名著でなぜか？取り上げられたとき（NHK史上最高の快挙!）は三

省堂早退してテレビに噛り付いてました。

成城店 小山 文庫 リヴゔゕエン
今まで３人くらいにこれの登場人物のベンカャミン・エッアガに似てるって

言われたことがあるんですが、私、爆死するのかな、いやだな

成城店 小山 文庫 狂人日記

１番影響を受けた本は？の問いにドガト゛フガ゠ーは「預金通帳」って答え

ていて若干ガベっていたけど、素直にェーェリと答えるときもあったそう

な。

成城店 小山 文庫 存在の耐えられない軽さ

これ二度目に読了した時、２時間くらい号泣したけど今思えばなんでそんな

泣いたんだろって感じだし、きしょ！って感じだけど、でもたぶん次読んだ

ら３時間くらい号泣しそう。

成城店 小山 文庫 さようなら、ァャンィたち
爆笑も号泣も、理屈を超越した時に自然と発生することを教えてくれた一

冊。

成城店 新開 文庫 儚い羊たちの祝宴
暗い世界観がとても病みつきになります。楽しい話ではないですが、徐々に

真相が分かってくる楽しさがあります。

成城店 田口 文庫 横道世之介
この季節、希応で胸をパンパンに上京したであろう新大学生を見かけると、

世之介を思い出して泣きそうになります。

成城店 田口 文庫 みかづき
戦後から平成にかけての私塾経営をめぐる親子三代の大河。すぐに人様に薦

めたくなるので、この際自宅に2、3冊常備しようかと思っている。

成城店 田口 文庫 空中ブランウ ドラマ化されたら、伊良部先生役はぜひ荒川良々にお願いしたい。

成城店 田口 文庫 火の粉
社交性という仮面の下にどんな顔が隠れているのかわからない怖さにもって

いかれた。

成城店 広瀬 文庫 不穏な眠り

主人公・葉村晶がとにかく魅力的。ゲフで不運で、秘めた優しさがとても好

きです。オリーキの最初から順に読んでもらいたいですが、本書は当店があ

る成城学園前駅のベンゴで、葉村がゞツエンドを食べているので、地元のお

客様にも紹介したい1冊。

成城店 広瀬 文庫 十角館の殺人

海に囲まれた孤島に訪れた大学生が、次々と殺害されていくという王道ミガ

テリ。最後の1行でひっくりかえされる結末。多くの作家に影響を与えた傑

作です。館オリーキどれが好き？って話すのとても楽しい。

成城店 広瀬 文庫 麦の海に沈む果実

全寮制の学校を舞台にしたガトーリー。秘密、失踪、破滅・・。不思議が織

りなす、とにかくすごい世界観。恩田陸を味わったことのない人におすすめ

な1冊。

成城店 広瀬 文庫 新編銀河鉄道の夜

学生時代、恋愛小説は苦手で一切読まなかったけれど、この本の中に収録さ

れている「オィナルとオィナレガ」というお話が、何故かとてもすきでし

た。『僕にはそのつまらないところが尊いんです。』というギリフを繰り返

し読んでいました。

成城店 丸山 文庫 向日葵の咲かない夏 読めば必ず衝撃をうけると思います。

成城店 大和 文庫 よいこの君主論
学生の間に君主論を修めておきたかった、と自分のような後悔をしないよう

に。

成城店 河椎 文庫 ゴリの地震 アラガト短篇集 「非常事態下」における人間の姿を冷徹なまなざしで描く表題作は必読。



成城店 Ｅ・Ｍ 新書 ゙ゖルガは生きている
゙ゖルガ=病原体、じゃあ失礼です！゙ゖルガがいなければ哺乳類も生まれ

なかった、゙ゖルガの真価を堪能できる本。

成城店 M。O 新書
鼻行類 新しく発見された哺乳類の

構造と生活
ァリガ人が誇る゛ッカの効いたカョーア本、手元に置きたい一冊です

成城店 小山 新書 ガマホ脳
歴史上でも類稀なる最高峰のホラー作品。フゖアオョンじゃない点が特にポ

ント高し。

成城店 小山 新書 ほとんど記憶のない女
海老名店K店長に４年前に貸したきり返ってこないのだが、K店長はほとん

ど記憶がないのだろうか

成城店 M.N ウミッア プリンゲニゕ・ニッポン
生体プリンゲーから生み出された「プリンゲニゕ・ニッポン」との、ほのぼ

のした日常漫画。癒されます。

成城店 Ｕ.M ウミッア AGRAVITY BOYS
いつでも元気になれる魔法のァャィマンゟ。子供のころを思い出せるガテ゠

な本です。

成城店 Y・S ウミッア 江戸城再建

お城好きにおすすめ。なぜ皇居内に江戸城の再建が難しいか、当時と現在の

価値観の相違、経済面など多方面からゕプローゴしていくウミッア。注釈や

解説ペーカも多めのため、お城初心者にも優しい内容。

成城店 A.K 児童書 ぼちぼちいこか
主人公はは関西弁をしゃべるゞバ。いろいろなことにゴャレンカします

が、、、。読んだらきっと笑顔になれるそんな絵本です

成城店 Y・Ｔ 児童書
リンドバーィ　空飛ぶネキミの大

冒険

小さなネキミの大きな冒険を描いたトーベンアールマン氏の本。多くの書店

では絵本に分類されますが、内容は絵画にお話を付けたような作品。柔らか

な絵柄で描かれるネキミと硬い絵柄で描かれる1900年代の街並みは大人も

圧巻します。

成城店 川上 児童書 旅の絵本
一生見続けられる絵本。個人的推し゠ャラアゲーは輪っかを転がして遊んで

いる子供と笛吹き男です。

成城店 土屋 児童書 せかいいちのねこ
自分の価値とは、存在とは…こどもにもおとなにも読んでもらいたい、優し

さに溢れる本です。

成城店 河椎 児童書 化鳥 絵本

泉鏡花の独特の「間」と、当時の風俗の描写とを、絵本にすることで美しく

際立たせた傑作。文章のリキムとペーカを繰るリキムとが重なり、これぞ紙

の本ならでは、という経験をさせてくれた大切な本です。

成城店 Ａ.Ｈ 趣味・生活 あしたも、こはるびより。

丁寧な手仕事、季節を感じて自然と生きる」83歳と86歳のご夫婦の暮らし

歳時記。お二人のお顔に癒されます。ド゠ュメゲリー映画となった「人生フ

ルーツ」もおすすめです。

成城店 田口 学習参考書 16歳の教科書
30代で読んだとき、「16歳の時に出版して欲しかった！」と天を仰ぎ、16

歳の息子に「君は間に合ってよかったね」と手渡した本。

成城店 Y・S 人文・思想 島津久光の明治維新

かの有名な明治維新を薩摩藩島津氏視点から描いた歴史書。今まで西郷隆盛

や大久保利通の敵として描かれてきた島津久光、彼は本当に敵だったのか。

明治政府の都合によって捻じ曲げられてきた歴史を紐解いていく。

成城店 Ｅ・Ｍ
理工・PC・

医学
寄生蟲図鑑

きもゞワの世界を堪能したいなら。驚くべき寄生虫の生活を垣間見られる本

です。

成城店 Y.M
理工・PC・

医学
自分の体で実験したい

人を救う為、また自分の探求心の為、最後は自分の体で危険な実験をした科

学社たち。ウロナ禍ではどう行動されるのか考えてしまいます。

そごう千葉店 A.S
文学・゛ッ

ギ

ブラッア企業の社員が猫になって

人生が変わった話 モフ田くんの場

合

Twitterから発信された色んな意味で問題の話題作。全頁フルゞラーで一頁

も見逃せません。ウロナ禍・業務改革・働き方改革で疲れた人類に癒しを。

そごう千葉店 A.S 文庫 月の影 影の海

刊行は1992年、時代を先取りしすぎた異世界転移小説。読み進めると泥沼

にハマるが如く、ずぶずぶと続きが気になっていきます。人の心の醜さ、ウ

ンプレッアガなど考えることが多い現代人に読んでほしい一冊。

そごう千葉店 M.C 文庫 玩具修理者
表題、収録されている中編作品共に、読み進めている内にじわりじわりと背

筋が寒くなります。

そごう千葉店 M.K 文庫 Missing

深夜にひとりで読まないでください。中学時代にハマりまくったゝゞルト小

説が20年の時を経て新装版として再登場。じんわりとまとわりつくような怖

さと独特の痛い描写が最高です。

そごう千葉店 N.T 文庫 残るは食欲

ゆるくて楽しい阿川佐和子さんの食゛ッギ。作りたくなる、食べたくなる

こと間違いなしです。自宅で過ごすことが多い今だからこそ、お勧めしたい

一冊です。

そごう千葉店 中條聡 文庫 テロルの決算

６１歳の全身政治家と１７歳のテロリガトの魂の交差する瞬間。先日逝去さ

れた半藤一利さんの『日本の一番長い日』と並ぶ日本ノンフゖアオョン史上

の最高峰。

そごう千葉店 中條聡 文庫 珠玉
文体からあふれ出る「色彩」「芳香」「陰影」まさに珠玉の３短編。開高健

が残した最後の神髄。迫真の「白鳥の歌」

そごう千葉店 中條聡 文庫 ウンロッゞーベビーキ

今まで読んだ小説の中で唯一、傷つき、血を流す痛みをリゕルに感じた作

品。今どきのゴャラゴャラなデゖガトピゕ小説達が尻尾を巻いて逃げ出すよ

うな1980年の大傑作。



そごう千葉店 渡邉大介 文庫 渋谷ではたらく社長の告白

21世紀を代表する会社を創る。現在、ABEMA（ゕベマ）を手掛け、名実共

に代表する会社となったエバー゛ーカ゚ント藤田社長のノンフゖアオョ

ン。起業家の圧倒的な熱量を感じられる一冊です。

そごう千葉店 N.T ウミッア ブランアガペーガ

対照的な女子高生二人のほのぼのガトーリー系ガトーリーと思いきや、物語

はじわじわと不穏な方向へ。まだ一巻目ですがこの先どうなっていくのか予

測不能で、今一番続きが気になる漫画です。

そごう千葉店 C.K 児童書 すきになったら

すきってなんだろう。好きな人がいる人、いない人、好きな気持ちが分から

なくなってしまった人…大人にこそ読んで欲しい一冊。美しく繊細なヒィゴ

ユ゙ウさんの絵が優しくあなたに語りかけます。

そごう千葉店 A.S 人文・思想 365日の広告ウピー

気持ちが上向きになる゠ャッゴウピー集です。くすっとしたり、ぐっとなっ

たり、少ない文字数なのに、とても心に響くものばかりで、一日一頁のつも

りで読むはずが、気付けば読みすぎたりします。

CS千葉店 Ｋ.Ｙ
文学・゛ッ

ギ
リビルドワールド

電撃の新文芸、大賞受賞作。文明が崩壊した世界で、旧文明の遺産を求める

ハンゲー達の生き様が描かれる作品。バトルゕアオョン描写がとてもすさま

じく、主人公のゞれっぷりがとても魅力です。

CS千葉店 Ｍ.Ｋ
文学・゛ッ

ギ
本好きの下剋上

転生した世界には本がない！　ないなら作ればいいでしょう。庶民から貴族

や王族までも巻き込み大活躍？華やかな世界を見たい→ウミッア、ガトー

リーを細かく知りたい→ノベルガ、もちろん両方もありです♡

CS千葉店 Ａ.Ｍ 文庫 十角館の殺人

綾辻行人の館オリーキの第一作目であり、この作者が作家デビューした作品

です。角島を舞台とした物語で、7人のミガテリー研究会の人物の名前が有

名なミガテリー作家から由来されているのが特徴的です。

CS千葉店 Ａ.Ｓ 文庫 日日是好日

悩み、感覚、自然、身の周りの様々なことをお茶を通して知り理解していく

という、作者の体験を綴った話です。文も読みやすくて、自然の音を聞きな

がら、ちょっと一息したくなった時に読みたくなる本です。

CS千葉店 副田陸児 文庫 白夜行

間違いなく東野圭吾の最高傑作である。幼い頃に事件に巻き込まれた1組の

男女の物語なのだが暗い。しかしその暗さがいつしか心地良くなる。分厚い

が一気読みしてしまう面白さである。

CS千葉店 宮崎雄一 文庫 葉桜の季節に君を想うということ

朝の通勤電車待ちに寝ぼけ眼で読んでいたら、終盤に差し迫るあたりで作者

が仕込んでいた仕掛けに気づき、眠気が吹っ飛んだ。まるで、よくできた騙

し絵のよう。自らの先入観に頭をひっぱたかれます。

CS千葉店 宮崎雄一 文庫 ハ－ドボルド・゛ッィ

ハードボルドに憧れて、その生き方を実践する私立探偵。あふれるユーモ

ゕとエガペンガの中に、自分の夢を真摯に追う主人公の理想とァャップが描

かれます。三省堂入社の面接時に好きな本としてゕピールしました。

CS千葉店 矢津田 文庫 ぼくは勉強ができない

中学生、高校生に読んでもらいたい１冊。人は何の為に勉強をするのか？

勉強ができない人は不幸なのか？　"学校の勉強"とはまた違う視点で人生を

考えるきっかけの一冊になると思います。

CS千葉店 Ｍ.Ｋ ウミッア わたしの幸せな結婚
よくある恋愛ものだと思ったら、異能力をめぐった事件が…。美世に平穏な

幸せは訪れるのか？先が気になってしょうがないです。

CS千葉店 Ｔ.Ｙ ウミッア 半神

表題作の「半神」はわずか16ペーカの短編漫画。体の一部が繋がって産まれ

た双子を通じて自己同一性や命の意味を問う。野田秀樹による舞台化や国立

新美術館での原画展時など、様々な媒体で語り継がれる名作です。

CS千葉店 Ｙ.Ｓ ウミッア その着せ替え人形は恋をする

゠ュン、゠ュンしたい。趣味に自信を持ちたい。ウガプレ技術を知りたい。

可愛い゠ャラを見たい。楽しみ方は十人十色。青年漫画ですがウガプレ同

様、性別の垣根は存在しません。女性人気上昇中作品。男性も読むべし。

CS千葉店 大槻浅黄 ウミッア ロガトバガ

学生の頃、息苦しさを感じていた時に出会い衝撃を受けた本。それまではど

うしたら人と同じようにできるのかと悩んでいたが、読み終わった後、自分

はどこでどんな風に生きてもいいのだと、すごく救われた。

CS千葉店 小泉勇斗 ウミッア ゙マ娘オンデレラィレ

ただの擬人化ではない。地方（ゞエマツ）競馬場から中央での伝説を"駆け

る"ゝィリ゠ャップの物語は胸を打たれるほどゕツ！ガポ根漫画が好きな

方や競馬好きの方にも自信を持ってゝガガメできる逸品！

CS千葉店 宮崎雄一 ウミッア コンカョン飯

゙ゖォードリゖやコンカョンマガゲーという単語にピンと来る人は必読。

フゔンゲカー世界で「食」というテーマをとことん深く掘り下げる。何とな

く読んでないという人、食わず嫌いせずぜひ！テーマが食だけに。

CS千葉店 Ｍ.Ｓ 児童書 あつかったらぬげばいい

せかいがかわってしまったら　じぶんもかわってしまえばいい　息苦しい、

前向きになれない、やるせない今だからこそ、言ってもらいたい言葉がここ

にあります。絵本だけどむしろ大人に必要な本ですね。贈り物にも！

CS千葉店 Ｍ.Ｋ 趣味・生活 読む将棋 2021

最近はウメント上手な方が増え、将棋番組を観るのがとても楽しくなりまし

た。そんな将棋フゔンが沼落ちすべく作られた本だと思います。観る将棋の

ウミッアは超あるあるで笑えます。

大宮店 久保
文学・゛ッ

ギ
完全版 ゴ゚ルノブリの祈り

この本を読む前と、読んだ後では少し自分の位置が変わっているような感覚

があります。そのキレのような感覚が何なのかを追求したくなると思いま

す。



大宮店 北村 文庫 こころ

言わずと知れた名作ですが、私にとっても大事な作品です。教科書掲載部分

しか読んでいないのは勿体無い！是非全編通して読んでいただいて、「あな

たの胸に新しい命が宿る事ができるなら満足です」。

大宮店 北村 文庫 虞美人草

昔の小説は難しそう、面白くなさそう、と感じている方におすすめの作品。

昼ドラ宜しく繰り広げられる男女の愛憎劇に、ド゠ド゠すること間違いな

し。場面描写の美しさも必見です。

大宮店 久保 文庫 ゞラマーケフの兄弟
一言では言い表せない、いろんな要素が詰め込まれた物語ですが、徹底的に

人間を見つめる視線を感じました。

大宮店 中村 文庫 文字渦
「文字」が主役の連作集。「もじ」がいきいきしていて、歴史や物語が今ま

でと違う視点でも楽しく読めます。

大宮店 橋本 文庫 獣の奏者（闘蛇編） 人と幻獣の絆を描くフゔンゲカーでありながら、生物学である。

大宮店 橋本 文庫 村上海賊の娘 「目に物みせちゃらんかい」戦闘時の七五三兵衛に惚れます。

大宮店 姫野 文庫 メンテーマは殺人 探偵が偏屈すぎるミガテリです。想像の十倍くらい偏屈です。

大宮店 姫野 文庫 檸檬 憂鬱な時に読むとガッ゠リする……かも？

大宮店 宮本 文庫 変身
朝起きたら身体が虫に。ありえない設定なのに読み終わると現実味をなぜか

感じるこの感覚を是非

大宮店 宮本 新書 悲鳴伝
感情が一切無い少年『空々空』の地球との戦いの物語。感情の無い空々少年

の言動が残酷でありながら何故か面白くもあります。

大宮店 木村 ウミッア ゴ。地球の運動について
ドラマゴッアな展開と熱い言葉の数々。ともすればベゲと言える言葉も、こ

の物語にのせると血が滾ります。まさに、このマンゟがすごい。

大宮店 中村 児童書 わたしのワンピ－ガ
我が子が「面白そう」と手に取った本は、私も子供のころ大好きだった1冊

でした。

新横浜店 A.I
文学・゛ッ

ギ

ちびっこ賢者、Lv.１から異世界で

がんばります！

この賢者のガテーゲガ、ゞワが突き抜けてる！ちびっこだけど最強賢

者！？の冒険譚。ゝガガメです！

新横浜店 赤川功
文学・゛ッ

ギ
広い世界と2や8や7

文学と言うと高いハードルを感じる人も少なくないと思いますが、本書を読

むと日常の何気ない一瞬の表現、それこそツートひとつも文学足りえるの

ではないか？そんな気付きを感じる一冊となってます。

新横浜店 中嶋匡
文学・゛ッ

ギ
ォ・ロヤルフゔミリー

競馬は、エラブレッドの血統、そして人の夢や思いを紡いでいくものとあら

ためて思わせてくれる物語。レーガオーンは実際のレーガのような迫力で

す。ラガトペーカには日本競馬の悲願が。

新横浜店 S・I 文庫 狂気の山脈にて

人類未踏の土地、南極大陸で発見されたのは、゛ベレガトをゆうに超す程の

山脈だった─。パオフゖッア・リムの監督が映画化の実現に至らなかった狂

気の小説と他７篇が詰まったラヴアラフト傑作集。底知れぬ狂気を、是非。

新横浜店 T・H 文庫 神の子 上・下

面白すぎて3日で読み終えました。無戸籍のまま育ち、殺人罪で少年院に

入った町田。天才的な頭脳を持つが冷淡な彼が人と触れることで変化してい

く様子と町田に忍び寄る社会の闇との戦いはとても読み応えがあります。

新横浜店 Y・T 文庫 東京バンドワェンオリーキ

春の楽しみといえばこの本。毎年欠かさずやってくるお便りみたいでうれし

い。私のおガガメは「マブルーヘヴン」。番外編だけど、堀田家始まりの

物語。やんちゃじいちゃん堀田勘一がとにかくかっこいいよ。

新横浜店 赤川功 文庫 ラブゝールプレー

やや達観した視点を持った主人公が部活仲間たちとの練習や親友との公式戦

などを通じてバドミントンの世界に深くハマっていく姿を著者の熱筆で魅力

的に描いた一冊！ゝガガメです。

新横浜店 一色直樹 文庫 旅をする木

常に生と死が隣り合わせの壮大な自然、ゕラガゞ。そこで暮らす動物や人々

を美しく、静かな言葉で語る星野さん。効率や経済で動く現代社会から遠く

離れた世界を追体験し、価値観を変えてくれる一冊です。

新横浜店 一色直樹 文庫 阿忚列車

目的のない列車旅。金を無心してでも一等車に乗ろうとする百閒先生、かみ

合わないヒマラヤ山系氏との会話など、ユーモゕ満点なのに、時折の風景描

写はハッとするぐらい美しい。内田百閒の魅力たっぷりの一冊。

新横浜店 一色直樹 文庫 八十日間世界一周 上・下

お供のパガパルトーを従えて、80日で世界一周の旅をするという賭けをす

ることになったフ゜ッィ氏の冒険譚。約150年前に書かれた文学とは思えな

いほど読みやすく、面白い作品。子どもや学生にもおすすめです。

新横浜店 後藤真美子 文庫 僕のメカャーガプーン
小学生の男の子による復讐の物語。なのですが、暗さとは無縁。男の子のひ

たむきさに胸が熱くなり、ふしぎと爽やかさまで感じる物語です。

新横浜店 佐々木 麻美 文庫 ドームキデ・ブッア 上・下

過去への時間旅行が可能になり、研究者は直にその時代を体験できるように

なった世界。主人公は中世英国へ向かう。そこで彼女が直面するのは心躍る

研究観察ではなく伝染病との闘い。ウロナ禍の今ゲムリーな一冊。

新横浜店 佐々木 麻美 文庫 黄金の王　白銀の王

仇同士である二人の王がそれぞれの信念を貫き、共闘する物語。淡々とした

文体で、熱い漢を描ききるその力量には脱帽するしかない。"グナンと空人"

でオリーキででブレア中の沢村凛の、初期の代表的フゔンゲカー小説。



新横浜店 佐々木 麻美 文庫 孟嘗君

古代中国の戦国時代、過酷な運命に弄ばれながらも人として凛と生き抜く田

文、のちの孟嘗君の物語。主人公とともに彼の養父白圭の生き様にも心打た

れる。長編だが、それが全く苦にならない大河小説。

新横浜店 中嶋匡 新書 恥ずかしいひとたち

理不尽(？)なアレームに悩まされている、同じ小売の現場で働く方に一服の

清涼剤

として、ゝガガメしたい１冊。時々差し込まれるラガトの破壊力は出色！

新横浜店 I・S ウミッア 薬屋のひとりごとオリーキ
好奇心高めな薬屋が皇宮の中で起こった事件を次々と解決していくという話

でミガテリーや中華王宮好きな方におすすめです。

新横浜店 T・R ウミッア 幽麗塔

「幽霊塔の財宝探しを手伝えば、金も名誉も手に入る」謎の美青年テツゝに

誘われ天野は幽霊塔へ足を踏み入れる。幽霊塔の謎、殺人鬼「死番虫」、そ

してテツゝの正体とは…読み応えたっぷりの本格ミガテリーエガペンガ。

新横浜店 赤川功 ウミッア 転送者 皆川亮二短編集

とにかく収録作品が贅沢な一冊。なかでも、「進撃の巨人」諌山創先生との

ゲッィで実現した奇跡の将棋漫画？が最高！皆川亮二先生の魅力全開なゕア

オョン漫画とのァャップに未読の方は絶対に笑撃を受けるはず！

新横浜店 後藤真美子 児童書 ぴっぽのたび
12か月それぞれに合わせた色鮮やかな絵がとにかく印象的です。絵本は大人

も楽しめるものだと強く感じさせられた一冊です。

海老名店 大谷友美
文学・゛ッ

ギ
宿借りの星

おうち時間に持ってこいの大ボリューム×SF・フゔンゲカーな世界のお

話。よく解らないけどなあえかワゞる造語群と、やたらと美味しそうな食事

オーンが印象的。最後、読み終わりたくなくて泣きました。

海老名店 川崎千尋 文庫 怪談（KWAIDAN）

小学生の時、母に薦められて読んで以来、自分の「おばけずき」を決定付け

たカ゚ントル・ェーガト・ガトーリーたちです。定期的に心が求めます。ぜ

ひ平井呈一訳で。

海老名店 大谷友美 ウミッア はいからさんが通る

あまりに好きなので、漫画文庫・新装版・豪華愛蔵版・電子書籍版を持って

います。子供の頃から結婚したい゠ャラNo.1は鬼島軍曹ですが、やっぱり主

人公の紅緒さんのエッパリとして朗らかな気性が一番の魅力（ハート）

海老名店 近西良昌 ウミッア ロ－ドガ島戦記

私が自分のお小遣いで初めて子供の頃購入した名作中の名作。それも三省堂

書店海老名店にて購入。それから３０数年。まさか今、三省堂書店海老名店

で働いているとはあの頃の自分は夢にも思っていないだろなと感慨深い思い

出の書籍。

海老名店 近西良昌 ウミッア グ－ドゕ－ト・ゝンラン

何といってもゕニメが忘れられない名作で、そこから原作小説にのめり込み

ました。近い将来かもしれない、遠い将来かもしれない。フルコブ式

VRMMORPG が登場することを夢みつつ、誰もが？ふと思う、フゔンゲ

カーの世界に入り込んでみませんか？一気読み推奨。

海老名店 近西良昌 ウミッア ブランアガペーガ

自分の感覚の中で、担当として、才能ある作品を見つけた時、隠された宝石

を見つけたように嬉しいもの。そして人にゝガガメしたくなるもの。何を感

じ、何を考え、何を思うのかはそれぞれの感覚次第。共有出来たらさらに嬉

しい。

海老名店 近西良昌 ウミッア よつばと！

このご時世だからこそ、明るく元気に気持ち前向きになりませんか！「よつ

ば」のような子が自分の子だったら大変かもしれないけど、毎日が楽しく、

明るく、元気になれる！一家に一冊あっても良いマンゟ、今だからこそ。

海老名店 近西良昌 ウミッア のみじょし

飲みに行けない！って私と同じく思っている、自粛している人は多いですよ

ね！宅飲みもいいですよ！このマンゟを読むとうまいビールが飲みたくな

る!!さあ今日も飲もう！家で！！

海老名店 根岸裕子 ウミッア 動物のお医者さん

このご時世ではなくても推しますが、このご時世だからこそ推したい気持ち

で。ゴョビを始めとする動物たちがとにかくゞワ。周りの人間たちはみ

んなゝゞオ。1日笑って過ごせます。「ゝレはやるぜ！」

海老名店 根岸裕子 児童書 きょう、おともだちができたの
人見知りでド゠ド゠していた子供の私に見せてあげたい絵本。環境の変化に

ド゠ド゠している子供たちに読んであげたい。

海老名店 根岸裕子 児童書 ちいさなうさこちゃん

「ふわふわさん」と「ふわおくさん」「うさこちゃん」という響きが大好き

でした。本当に人生で最初に出会った絵本だと思う。今も現役なのが嬉し

い。

海老名店 本田盛子 児童書 てぶくろをかいに

大人でもこの話を知らない人がいて驚きました。年代問わず一冊は持ってい

て欲しい。夜の情景、はじめてのおつかい、日本の情緒を是非後世にも残し

たいと思わせてくれる名作です。

海老名店 大谷友美 趣味・生活 鏡リュ゙カの占星術の教科書

モコン占星術は秀でた自己分析のツールです。私は苦手な物事も、やんわり

受け入れられるようになりました。この一冊で基本的なことを自分で見られ

るようになります。

海老名店 根岸裕子 趣味・生活 バゲーの本
ここ数年で一番出版を喜んだかもしれない本。自分の好きなものについての

素敵な本が出る世界！



海老名店 川崎千尋
法律・経

済・経営
道をひらく

「経営の神様」による自己啓発書としてではなく、100年前の人生の大先輩

が書いた、人として（日本人として）なすべき行い、思い広げるべき物事に

ついての随筆集として読んで欲しい1冊です。

海老名店 大谷友美 芸術・芸能 ヨーロッパの幻想美術
耽美な世紀末美術の美しさもさることながら、本自体の装丁も素晴らしい!!

持っているだけで幸せになれる本です。

海老名店 根岸裕子 芸術・芸能 田中一村作品集
画家が精魂込めるとはこういうことかと実物と対峙する度、パワーに圧倒さ

れている。数年に一度の対面を待ちながら眺める作品集。

名古屋本店 本間菜月
文学・゛ッ

ギ
ゲゲン

日本人の多くは、仕事に対して、前のめりになりがちだと思います。仕事は

仕事と割り切っている人にも、仕事が好きな人にも、読んで欲しい。私は、

この本を読んで、伝える書店員の仕事がもっと好きになりました。SFで構

えてしまうには、本当にもったいない1冊です。

名古屋本店 O.Y. 文庫 引っ越し大名三千里

上司からの無茶振りに右往左往するのはいつの時代も一緒…。生涯に七度の

国替えをさせられた実在の大名のあの手この手の引越し作戦。主人公は引き

こもりのお侍。映画化もしたこの作品、原作をぜひ読んでほしいです。

名古屋本店 T.K. 文庫 気流の鳴る音

真木先生1977年の著作ですが、今まさに社会の様々な枠組みが綻び揺らぐ

中、ネテゖブゕメリゞンの文化から現代社会へ逆に照射された人間の営み

の根柢を考察したこの書こそ今最も参照すべき価値があると考えます。

名古屋本店 石本恵子 文庫 八日目の蝉

誘拐から始まった偽りの母子の逃亡生活。楽しい読書しか知らなかった私

を、一皮むけさせてくれた本。胸が苦しくてたまらないのに、読むことを止

められない。読後はしばらく放心状態。人に初めて心から薦めた本です。

名古屋本店 浦口知也 文庫 氷菓
普段小説を読まない私が、この後米澤穂信先生の「小市民オリーキ」やン

オテミル等全作品を読むきっかけになった本。

名古屋本店 大屋恵子 文庫 緋色の研究

聞いたミガテリほど、実は読んだことがないってあるある･･・そんなあるあ

るはもうやめてしまいましょう！ホームキ作品は頭から尻尾まで極上！ド

ルの1作目。ちょうど、三省堂書店が生まれたころでもあります。

名古屋本店 鈴木尚美 文庫 カョーゞー・ゥーム

ガパ養成機関『D機関』での訓練を受け、成長したガパたちがさまざま

な案件を解決していくガトーリーは読んでいてわくわくするものがありま

す。

名古屋本店 畑中寿仁 文庫 精神分析入門 上・下

人間の心は氷山の一角。多くは水面下、無意識の領域に隠されている。学生

の頃この本を読んで、自分とは思っていたほど確かなものではないのだとゕ

ゲマがくらくらした。

名古屋本店 畑中寿仁 文庫 フゔガト&ガロー 上・下

大事なことを決めるとき、感情的になっているなと感じるとき、人間は（私

は）合理的、というよりはずっと心理的に決断するものだと言い聞かせてか

ら取り掛かるようになりました。

名古屋本店 福澤いづみ 文庫 見仏記

どうして「これを創造した？」と想像することが好き。そんな興味から寺社

仏閣仏像を観ることが大好きだったが、そんな邪まな見方がこの本の出現で

市民権を得た！と嬉しくなった一冊です。

名古屋本店 水野真理 文庫 旅をする木

時々山に行きたくなる。行けないときは星野道夫の写真を眺める。文章を読

む。通学電車の中で星野は、自身がこうしている今、遠く北の原野をのっそ

り歩く熊を想いうかべたという。若き星野道夫を想う。

名古屋本店 O.N. 新書 アトルーの呼び声

怪奇小説という分野で誕生１００周年を記念して発行された書籍です。な

ぜ、100年も読み継がれるのか。また、今後100年たっても読み継がれるで

あろう作品です。その魅力をぜひ味わっていただきたいです

名古屋本店 河合璃子 ウミッア ゕンデッドゕンラッア

「不死身」の男と「不運」を呼ぶ女。ゕンデゖ（不死身の男）のゞッウよさ

に全人類惚れると断言できます！自分らしく生き抜いていく二人を見ている

と私も自分らしく生きていいんだと勇気をもらいます！

名古屋本店 白石愛子 児童書 ゴリンのすず

母の敵を討つ為おおかみの゙゜ーに近付いたこひつじのちりん。自分でも気

付かぬうちに抱いた感情に胸が熱くなります。読み聞かせながら毎回泣きま

した。久しぶりに朗読したら横で聞いていた成人の娘が涙していました。

名古屋本店 神野秀基 趣味・生活 勝負の心得

現役時代から著者（立浪和義）のフゔンだったので発売後即読しました。野

球だけでなくビカネガにも生かせる゛ッギンガが一杯です。野球フゔンのみ

ならずビカネガマンにもゝガガメです。

名古屋本店 K.K. 地図ゟド
御朱印でめぐる愛知の神社　開運

散歩

御利益別になっているのと小さな地図がのっているのでわかりやすいです。

ゞバンに入るエキで持ち運びもしやすいです。

名古屋本店 木之下
法律・経

済・経営
行動経済学ヘンテウノミアガ

人が何気なく行っている行動が、経済に影響を与えていく・・経済学を面白

い視点で、マンゟを交えて分かりやすく読み解いている。経済学というと逃

げ腰になる方にも、楽しく読み進めていける一冊です。

名古屋本店 K.N. 芸術・芸能 鴻上尚史のほがらか人生相談

「ほがらか」というゲトルには生きづらい世の中をほがらかに歩んで欲し

いという著者の願いが込められています。切実で深刻な悩みに真摯に向き合

い、時にあたたかなユーモゕも感じられる人生相談。



名古屋本店 太田匠海 芸術・芸能 はじめての同人誌デォン

元々ウミッアマーイットやネット注文のみで入手でき、同人誌作成に必要な

情報を解説していた本が一冊に纏まり書籍化！同人誌作成とゲトルにあり

ますが、ロェデォンや見やすいレゕ゙ト、フ゜ントの選び方など各カャ

ンルにも役立つ書籍となっています。著者の方も自身で「ぼくたちのリメ

ア」というラノベを出していたり、デォンに関して実績のある方なので安

心と信頼感があります。

名古屋本店 堀田くみ子
理工・PC・

医学
クロからつくる科学文明

地球上の文明を作る、成り立ちを楽しく紹介しているため、困った時（？）

にも役に立ちます。

一宮店 Ｋ.Ｙ
文学・゛ッ

ギ
わたしの美しい庭

私は、「普通」が一番難しいと思う。普通とは、人によって異なる偏った価

値観であろう。誰しも、誰かにとって普通じゃない故に傷ついてしまう。そ

んな時、足元に目を落とす前に、是非この本に目を落としてほしい。

一宮店 Ｓ.Ｈ
文学・゛ッ

ギ
四畳半ゲムマオンブルーガ

森美登美彦先生の四畳半神話体系と上田誠先生のエマーゲムマオン・ブ

ルーガのウラボレーオョンということで、どちらも映像化されているので、

登場人物の掛け合いが想像でき、ウミゞルで楽しい作品です。

一宮店 Ｆ.Ｍ 文庫 永い言い訳

妻を亡くした後の夫の気持ちの変化や後悔に切ない気持ちになりますが、子

供たちとの微笑ましいやりとりには心が和みます。大切な人との今ある日常

を蔑ろにしてはいけないと改めて思わせられる、心に残る物語です。

一宮店 Ｋ.Ｈ 文庫 不連続殺人事件

坂口安吾と聞くと純文学というメーカを持つ人も多いと思いますが、安吾

は何作もの推理小説を残しています。これは、その第1作目の小説です。30

人以上の登場人物の中から犯人を見抜くことができるのでしょうか。

一宮店 Ｋ.Ｍ 文庫 雲神様の箱

災いの子とされ一族を追われたギレンと、大王に反逆せんとする若い王を

中心に紡がれる古代フゔンゲカー。素直で媚びないギレンが、自分の欲求

と良心の間で葛藤しながら居場所を探していく姿が魅力的です！

一宮店 Ｋ.M 文庫 船乗りアプアプの冒険

宿題に嫌気がさし、本を読み始めたゲロー。その主人公アプアプになり不思

議な世界へ。奇妙な冒険の中で、苦難を乗り越えるアプアプの成長が清々し

い。面白さの中に学ぶべき事も多く、子供も大人も楽しめる本です。

一宮店 Ｋ.Ｙ 文庫 十角館の殺人

「例の一行」の衝撃！は今も忘れません。しばらくペーカを捲る手が止ま

り、初読は気持ち良いくらい騙されたのを覚えています。本格ミガテリ、特

にアローキド・エーアルにハマったきっかけの作品です。

一宮店 Ｋ.Ｙ 文庫 慈雨

私たちは重力に逆らえない。やらされている毎日だ。雨も重力に逆らえず、

行き先選べず流されている。ただ雨は、降る時と降り方を変える。どんな状

況でも、自分の意志が入る余地はあるはずだ。雨は四百種あるのだから。

一宮店 Ｍ.Ｋ 文庫 恋歌

綺麗な表紙とゲトルに惹かれて手に取ったのですが、幕末水戸藩を舞台に

した壮絶で胸が苦しくなる主人公の人生に、気づいたら一気読みしてしまい

ました。歴史小説としても恋愛小説としても胸にささる直木賞作品だと思い

ます。

一宮店 Ｍ.Ｙ 文庫
世界の終りとﾊｰﾄﾞﾎﾞｲﾙﾄﾞ･ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝ

ﾄﾞ(上)

大学生の時に親友に薦められて読みました。初めて読んだ村上春樹だったの

ですが、噂には聞いていたがこれほどまでとは…と圧倒されました。恐るべ

し春樹ワールド。薦めてくれた親友に感謝です。

一宮店 Ｍ.Ｙ 文庫
世界の終りとﾊｰﾄﾞﾎﾞｲﾙﾄﾞ･ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝ

ﾄﾞ(下)

ふたつの別々の物語が交互に語られていきます。しかしそのふたつの物語が

関係を持ち始め…？章ごとに話し手が変わる小説は他にもありますが、この

作品は別格です。どんどん物語の世界に引き込まれていきます！

一宮店 Ｍ.Ｙ 文庫 日本の歴史をよみなおす

教科書には貴族や武士、大都市の町人文化などは載ってるけど、教科書に出

てこない「その他大勢」の人たちってどんな暮らしをしていたのだろう？積

年の疑問に答えれくれたのがこの本でした。

一宮店 Ｍ.Ｙ 文庫 重力ピ゛ロ

駆け出しの書店員だった頃、自分で読んで面白くて店頭でかなり押していた

作品です。その後この作品は第1回本屋大賞と第129回直木賞の候補とな

り、伊坂幸太郎の名は一気に広がりました。少しは貢献できたかな？

一宮店 Ｎ.Ｅ 文庫 氷菓

「氷菓」は、米澤穂信さんの古典部オリーキの1作目です。日常で起こる謎

を解決するとともに、登場人物の関係性の変化を描いていく青春物語でもあ

ります。手軽にミガテリーが読みたい人におすすめの1冊です。

一宮店 Ｏ.Ｈ 文庫 吉川英治　三国志

三国志の小説やウミッアガを沢山購入し読んできましたが、人生で初めて読

んだ三国志がこの本でした。年を重ねるごとに新しい面白さを発見でき、繰

り返し何度読んでも厭きない、とっておきの1冊です。

一宮店 Ｏ.Ｈ 文庫 ハ－メルンの笛吹き男

1284年の6月26日にドツ・ハーメルンで130人の子供達が失踪した伝説、

「ハーメルンの笛吹き男」の謎に当時の出来事、階級、文化から真相に迫る

本です。未解決だからこそ、解釈が多様で読みがいがあります。

一宮店 Ｏ.Ｋ 文庫 ウンビニ人間

日常生活で良く使われている「普通」について考えさせられる作品です。ま

た、この小説は第155回芥川賞を受賞しています。面白いので、ぜひ読んで

みてほしいです。



一宮店 Ｔ.Ａ 文庫 私の男

読後一週間、心が重く沈んだ日々を送り、二週間、次の本へ気持ちを移すこ

とができない程、大きな感情を引き摺った作品です。愛と狂気、善と悪、光

と闇、少女と男、いずれかに反応された方は本を開いてみてください。

一宮店 Ｔ.Ａ 文庫 記憶喪失になったぼくが見た世界

普通の日常を送っていた8歳の美大生がある日突然交通事故で記憶喪失にな

る。あたりまえの衣食住の感覚が「無」になってしまった。家族や周囲の暖

かい支えのもと「新しい自分」を生き始め独立するまでの感動手記。

一宮店 Ｔ.Ａ 文庫 ゞーテン

世界中で有名な名探偵ポゕロが、老いてなお灰色の脳細胞を使って挑む最後

の事件を描いています。読後、少し切なくなりましたが、オリーキをまた最

初から読みたくなるさすがゕゟエ・アリガテゖと思わせる1冊です。

一宮店 Ｈ.Ｋ 新書 プラバオーという権利

プラバオーという権利がどのようなものかという話を主軸として、その歴

史的背景がGDPRなどの各国法規の現状など、プラバオーに関することが

網羅的かつ平易にまとめられています。入門書として最適です！

一宮店 Ｋ.Ｓ 新書
異形のものたち　絵画のなかの

「怪」を読む

本当に怖いのは、これらの「怪」を想像＝創造した人間なのかもしれない。

一見怖くないが隠された意味を知ると「怖い絵」で有名な著者が、怪異、怪

奇、怪物など異形のものたちの絵画を解説する1冊。

一宮店 Ｎ.Ｒ 新書 妻のトリギツ

妻に限らず女性への接し方の参考になります。「話を聞かない男、地図を読

めない女」に内容が似ていますが、翻訳文ではないため、こちらの方が読み

やすいです。この本のおかげで妻との意思疎通が良くなりました。

一宮店 Ｏ.Ｓ 児童書 怪盗ア－ンはエ－ゞガがお好き

児童文学の人気作ですが、大人が読んでも楽しめる゛ンゲーテメント作品

です。アーンの鮮やかな手腕は、小学生の時に感じたド゠ド゠ワアワアを

思い出させてくれます。今一度赤い夢を見てみてはいかがでしょう。

一宮店 Ｏ.Ｈ 芸術・芸能 他がままに生かされて

この本を読んで、自身のウンプレッアガや他者に対する考え方などが変わり

ました。進学、就活、生活の変化で大変な今だからこそこの本、THE ORAL

CIGARETTESの曲を知っていただきたいです。

営業推進第一部 副田陸児 文庫 あなたに不利な証拠として

ハヤゞワ文庫には名作がたくさんある。その古今東西の名作をあっさり凌駕

したのがこれだ。一生に一度出会えることが奇跡のような本だ。心が鷲掴み

にされて動けなくなる。

営業推進第一部 S.T 新書 生物と無生物のあいだ

生命とは絶えず変わり続けること。そのルールを追求する科学者たちの戦い

を描いたエ゛ンガミガテリー。一切の退社を行わない゙ルガは生き物の

ルールから外れ、限りなく"物質"に近いんだそうです。しかし"自分を複製

する"ことの執着はどこまでも"生物"くさいんだよなあ・・・。

営業推進第二部 飯出　一也 文庫 教会堂の殺人
ミガテリーの概念に建築？数学？　魅力的゠ャラアゲー達の中で、歳の離れ

た兄妹の行く末は？人気「堂」オリーキの中で私が最も好きな1冊です。

営業推進第二部 渡邉　祐二 学習参考書 フ゜トエ゛ンガ地学図録

「河岸段丘」「柱状節理」そして「甌穴」。ＮＨＫの人気番組『ブラゲモ

リ』を見るときに、手元に置いておきたい一冊です。検定教科書発行の数研

出版だから、このお値打ち！学びなおしにぜひ。

首都圏東゛リゕ 伊藤哲也 文庫 薩摩燃ゆ
「西郷どん」は、「調所どん」がいたから現れた！大借金薩摩藩を1代で立

て直した「調所どん」きれいごとだけでは済みません。

首都圏東゛リゕ 伊藤哲也 文庫 いねむり先生
大切な人を亡くしたとき、「いねむり先生」は、じっと我慢強く見守ってく

れました。

首都圏東゛リゕ 伊藤哲也 文庫 数学物語

ヨーロッパ人は10本の指で計算する。ゕフリゞは1・2・たくさん　数学は

その土地ごとに必要に応じて発展してきた。世界中の面白い゛ピグードが盛

りだくさん。

首都圏東゛リゕ 伊藤哲也
法律・経

済・経営
 起業の天才！

リアルートの江副は、30年前にGAFAを作ろうと世界で初めて考えた。パグ

ウン黎明期江副は世界の情報網を既に作り始めていた。

営業企画室 池田　眞紀子
文学・゛ッ

ギ
類

森鴎外の子供たち！華麗なる一族の貧窮に共感。物語の庭に引き込まれる描

写は圧倒的。文句なく面白い一冊

営業企画室 津久井民
文学・゛ッ

ギ
短歌ください

短歌愛好者でも何でもないのですが、この本に出合って、この一瞬に視えて

いるもの触れているもの聞こえているものがどんなに色鮮やかで大切なもの

なのか新ためて気づかされました。

営業企画室 三浦優子
文学・゛ッ

ギ

皇室、小説、ふらふら鉄道のこ

と。

作家の三浦さんと鉄学者の原先生の絶妙なやりとりで、明治以降の皇室が

ガッと理解できました。馴染みの薄い大正天皇と貞明皇后の話が興味深く、

印象に残ります。時々出てくる鉄道の話がいいゕアギントに。

営業企画室 水谷亜美
文学・゛ッ

ギ
平成日本の音楽の教科書 

「音楽の時間」が好きだった人、退屈だった人、歌やリウーコーの試験が苦

痛だった人。わたしたちは「音楽の時間」でどんなことを、いったい何のた

めに学んできたのでしょうか。

営業企画室 池田　眞紀子 文庫 打ちのめされるようなすごい本
打ちのめされた！！米原万里さんの読書日記＆すこし闘病記。読書量と興味

の幅の広さに圧倒されます。

営業企画室 藤堂哲也 文庫 約束 固い絆で結ばれた人と犬との物語。犬ってなんて素晴らしいんだ。

営業企画室 星ノ谷　秀一 文庫 考えるヒント

手取り足取り教えてはくれない厳しい文章です。だけど、何度も読み返し考

えると、森羅万象への関心の向け方、つまり自分が変わりました。3冊すべ

て買っても、2000円です。



営業企画室 加納　淳一 児童書 おれはねこだぜ

「こんやは　ひさしぶりに、さばでも　くうか」と、おひるに　さばを　た

べた　ねこは　いいます。

から始まる、不思議な絵本。子供心に初めて不条理を感じた、独特の読後

感。

営業企画室 伏見真樹 児童書 くまのパデゖントン

子供の頃、アリガマガのプレクントにエンゲさんからもらった一冊。パデゖ

ントンのように、ベトベトになるまでママレードを堪能したり、ルーオーお

ばさんのいる「暗黒の地ペルー」へ行ってみたい。

営業企画室 K 趣味・生活 一汁一菜でよいという提案
「ほどほどでよろしい」という土井先生の教えは料理のハードルをぐっと下

げてくれます。私はこれで自炊が続いています。

営業企画室 加納　淳一
法律・経

済・経営
［図解］トヨゲの片づけ

いつまでたっても片付かない…そんな後輩に薦めている入門書。仕事も家も

これ１冊で片付きます。

営業企画室 加納　淳一
法律・経

済・経営
今さら聞けないお金の超基本

お金のことはあまり学校では教えてくれないので、大人になってから「もっ

と早く知っておけば良かった」と思ったったことはありませんか？お金につ

いての学びを始めたときに、一番よくまとまっていると感じた１冊です。

営業企画室 鈴木昌之
法律・経

済・経営
戦略オナリゝ

入社3年目、それまで紛れもない「文系」だった私の目から゙ロウが落ちま

くった1冊です。私の仕事人生において、この本を読む前と読んだ後とで明

確に考え方が変わりました。

営業企画室 池田　眞紀子 芸術・芸能 ビートルキ全詩集 おうち時間にお勧め！！一緒に歌いましょう♪♪

企画営業課 田中江里 文庫 孟嘗君

人生の転機はいつも予期せぬゲミンィで訪れますが、「天命とはこういう

形でわかるものなのかもしれない！」と読むたびに胸が熱くなる本です。こ

の本を読むと、他の宮城谷昌光先生の本に手を伸ばしてしまいます。

企画営業課 比嘉　栄 文庫 優駿 上・下

競馬に初めて興味を持った学生時代、そこに広がるドラマを深く深く教えて

くれたのは『優駿』。何度も読み返してぼろぼろになった文庫本がいまも宝

物です。最近競馬に興味を持った皆様へ。

企画営業課 N.K 児童書 ともだちは海のにおい

大人になってから友人にプレクントされてお気に入りになった1冊。友達同

士のいるかとくじらのほのぼのとした日常に触れると、すっきりとした良い

気分になります。

市場開発室 奥出真紀夫 文庫 八百万の死にざま

「ゕル中探偵マット・ガゞコー」オリーキの白眉。ミガテリの体をしつつ、

社会を人間を真摯に見つめ尽くした小説。自己との対峙と開放が主題として

胸に迫る。ラガトでガゞコーを襲う「最高にくだらないこと」とは？

市場開発室 奥出真紀夫 人文・思想 ゥーデル、゛ッオャー、バッハ

ゥーデルの不完全性定理に端を発し該博なテーマを論じながら、人間の思

考・知能の正体とは何かを深く掘り下げた大著。大著だが構成の妙と話術

に、眩惑させられつつ怯まず読み進められる。翻訳の超人的技巧にも驚愕。

出版事業部 高橋淳 文庫 R62号の発明／鉛の卵

阿部公忚の著作はこれに限らず、極限状況に置かれた人間心理を描き切り、

今日見られるあらゆる極限小説の設定は、氏の作品にすべて網羅されている

と言っても過言でなく、読書の効用である現実からの離反を十分に堪能させ

てくれる。

出版事業部 玉川　正和 文庫 火車

休職中の刑事が失踪した女性の行方を追う話なのですが、特に終盤の展開か

ら目が離せませんでした。続きが気になり徹夜してまで最後まで読み切った

のは今のところこの本だけです。

出版事業部 関谷　純 児童書 あおのじかん
日が暮れたあと生き物たちが、「あお」のなかで動きだす。「あお」の濃淡

で進行するすばらしい絵本。おとなも感動します！

法人営業部 小暮　勇貴 芸術・芸能 東京窓景

普段見慣れた東京の風景も「窓」を通すことで別世界のような気持ちにして

くれる1冊。何気ない日常の風景も視点を変えれば掛け替えのない時間とな

ることを教えてくれる作品です。

関西営業所 O 文庫 モンテ・アリガト伯

古い翻訳なのに、読みやすい。どうしても昔の作品は読みにくくなっていく

ものですが、この作品はそんなことは感じさせず、作品自体の面白さもあっ

て一気読みさせてくれます。自分に翻訳の大切さを教えてくれた作品。

関西営業所 K 新書 ねこの秘密
猫の生態・行動理由・心理状況等が詳しく書かれていて、猫への理解が深ま

り、より猫愛が大きくなりました。

関西営業所 Ｉ ウミッア
藤子・Ｆ・不二雄大全集 ＳＦ・異

色短編  1

明らかに「ドラえもん」とは違う世界。だけど「ドラえもん」にも負けず劣

らず、色々な世界や個人の在り方,考え方を、教えてくれる短編集です。

関西営業所 O 児童書 なんだろうなんだろう

12の「なんだろう」を追求した大人でも考えさせられる1冊です。道徳教科

書掲載作品なので答えのない問いかけになんだろうと考えてしまう奥が深い

本です。

森ノ宮医療大学売

店
N

文学・゛ッ

ギ
ハリ－・ポッゲ－と賢者の石

1990年代生まれの私にとってこの作品は主人公たちと共に歳を重ね成長す

るという貴重な経験をした作品です。青春の片隅にいつも魔法の世界がある

…すごくワアワアしますよね。



森ノ宮医療大学売

店
Y 文庫 阪急電車

目的地まで移動する束の間の時間に、自分の放った一言が他人の人生を変え

ているかもしれない。自分の人生を豊かにする人と出会うかもしれない。日

常の中で見落としがちな小さな縁を探してみたくなる作品です。

森ノ宮医療大学売

店
N 児童書 ぐりとぐら

親子で楽しめる絵本です。かわいらしい絵と優しくて楽しくなるような展

開。仲間と協力する大切さや気持ちを共有する大切さなど、楽しみながら子

供達に感じて欲しい事が書かれています。贈り物としても喜ばれます。

経営企画室 MN 文庫 人間の土地
「星の王子さま」を読んだ人に読んでほしい本。この本なくして、星の王子

さまは誕生し得なかったでしょう。

経営企画室 関和一樹 文庫 旅屋おかえり
旅代理業、ウロナ禍においてはより一層おかえりがリモート旅行して、みん

なを元気づける意味があるのではないでしょうか。

経理財務室 ＪＩ 文庫 すごい物理学講義

詩は世界の見方を変える。物理学の根源には詩があるそうです。たとえば活

字から目を上げる。目の前の景色がハラハラと剥がれ出す。量子の海が拡が

る。急に強烈な眩暈に襲われる。危険で魅惑の教養書です。

経理財務室 T.O. 芸術・芸能 北の国から 全編・後編

全24話の連続ドラマのオナリゝ本です。高校時代、数学の授業中に読んでま

した。靴を探すオーンなどなど涙が止まりません。黒板五郎さん・田中邦衛

さん、好きでした。追悼。

事務ギンゲー ＫＫ 文庫 蟻地獄

昨年、著者自ら演出脚本で舞台化がこの状況で延期…満を持して今年６月

に！と言うめぐり合わせなので、ゝガガメします。日本版ノワールなハラハ

ラド゠ド゠世界を体験です。

事務ギンゲー ＫＫ 文庫 月の炎
今月、こちらも文庫化されたので更にめぐり合わせでゝガガメです。少年少

女時代を思いださせる１冊です。

事務ギンゲー Y・M 文庫 三国志(北方謙三)
妻と一緒に関連映画を見に行ったことがきっかけで興味を持ちどちらが先に

読み終わるか競争しました。完敗しましたがいい思い出です。

情報オガテム室 NO 文庫 太陽の塔
読後数年経つと細かい内容は忘れがちですが、先輩のェンドラ発言は何年

経っても鮮明に思い出します。

情報オガテム室 NO ウミッア バカル氏の優雅な生活　5巻

全編大好きですが、この巻収録『ランガロットの遺産』は特に心に沁みま

す。自分ではどうすることも出来ない、心がすさむ辛い事あっても、最後に

はこういう選択が出来る人になりたいと思ったものです。

人財開発課 MK 文庫 園芸家12ゞ月

疲れて本を読む気力が無かったときも、とっても気楽に読めました。趣味の

園芸が好きすぎて植物に翻弄されるおじさんの毎日。可笑しみのなかに深い

洞察もあり。書かれて90年近く廃れずに読まれているのは名分ゆえ！

不動産営業室 M.O 文庫 あの子のゞーネーオョン

申し訳ありませんが品切重版未定です。この巻の後も続く゛ッギですが、

文章の一行一句から頭の中に情景が浮かびました。なぜか自分の若い頃や故

郷のことを思い出します。

不動産営業室 M.O 文庫 乳忚
『あの子のゞーネーオョン』以降ずっと゛ッギを読んでいたのですが、あ

る時初めて伊集院先生の小説を読み、同じような哀しさを感じました。

社長室 中嶋剛 文庫 徳川家康
捨てられない本の一つです。この本で私の”司馬史観”は払拭されました。そ

して徳川幕府がなぜ260年続いたのかを納得させられた本です。

社長室 中嶋剛 芸術・芸能 空の名前

子猫の写真集以上に心奪われます。古い本ですが、改定第四版を重ねるｵｰﾙｶ

ﾗｰのﾛﾝｸﾞｾﾗｰ。空の青さと雲の雄大さ、それに季節を表す豊かな日本語の雲

の名前が巣籠の心を晴らします。

監査室 持主俊介 文庫 ロ゙グアの科学

1本のろうそくを科学と自然、人との交わりを伝える名著、ノーベル化学賞

の吉野彰さんが化学への興味んも原点となった書、こんな時代に是非、小学

生にも読んでほしい一冊


