ISBN978-4-569-80835-2

1,785 円 ＰＨＰ研究所

鈴木直道

やらなきゃゼロ！
2011 年 4 月、北海道夕張市に全国最年少の市長が誕
生した。持ち前の行動力を発揮し、夢と情熱をもって地
域再生にチャレンジする若き市長の爽やかな奮闘記。
ISBN978-4-00-500731-8

861 円 岩波書店

たかおまゆみ

わたしは目で話します
話せるってことがどれほど贅沢か、知っていますか。全
身の筋肉が動かなくなる難病 ALS を発症した著者が問
いかける「人間にとって言葉とは？」
ISBN978-4-03-808250-4

1,260 円 偕成社

シモン・ストランゲル

枇谷玲子
（訳）

この T シャツは児童労働で作られました。
バングラデシュのリーナとノルウェーのエミーリエ。遠
く離れた二人の少女は、一枚の T シャツでつながって
いた。
「安くモノが買える」ことの意味を問う話題作。
ISBN978-4-8113-8974-5

1,680 円 汐文社

いとうみく

佐藤真紀子（絵）

かあちゃん取扱説明書

扱い方！ そうか、扱い方さえまちがえなければ、かあ
ちゃんなんてちょちょいのちょいだ！ 哲哉はこうし
て、かあちゃん取扱説明書を書きはじめたのだが……。
ISBN978-4-494-02033-1

公益社団法人 読書推進運動協議会（略称＝読進協）は、
読書の推進によって、わが国の文化の向上に寄与することを
目的として、昭和 34 年の「読書週間」を契機に、
図書館界と出版界の総意のもとに結成されたものです。
現在、全国 41 の都道府県に読進協の設立をみて、
手を携えて読書推進運動を実施しています。
秋の「読書週間」
、春の「こどもの読書週間」を主催し、
1 ～ 3 月には「若い人に贈る読書のすすめ」
、
9 月には「敬老の日・読書のすすめ」を実施しています。
また、地域の読書グループ活動を支援するなど、
多彩な運動を展開しています。

成人・卒業─新たな一歩を踏み出した
フレッシュなあなたに

福島第一原発事故。暴走する原子炉。それは現場にいた
人たちにとって、まさに「死の淵」だった。70 名以上
の証言をもとに記した、渾身のノンフィクション。

若いひとたちが本を読まなくなったといわれて、
久しくなります。
若い人たちが本を読まなくなったという
年上のひとたちの言葉は、
若いときにこそ本を読むべきであったという、
後悔の言葉でもあります。
あなたのみずみずしい感性、好奇心、柔軟な思考、
そうしたものを豊かに持ち合わせている
〈若いとき〉に読書をすることは、
後の生き方に必ずや大きな実りをもたらします。
あなたが読書を日常のなにげない習慣にすれば、
思いもかけない幸せな「本との出会い」が
きっとやってくるにちがいありません。

2014

若い人に贈る

死の淵を見た男

読書 の
すすめ

門田隆将

1,260 円 童心社

漆原

宏

ぼくは、図書館がすき

図書館・書店印

全国各地の図書館を取材し、撮影してきた写真から選ん
だ約 80 点を、全点カラーでお届けします。
「図書館は
いいものだなぁ」と感じていただける 1 冊です。

公益社団法人

読書推進運動協議会

ISBN978-4-8204-1300-4

2,940 円 日本図書館協会
「読書週間」のマーク

〒 162-0828 東京都新宿区袋町６
（日本出版クラブ会館内）
電話(03)3260-3071
FAX(03)5229-1560
http://www.dokusyo.or.jp

●この書目は、各都道府県の読書推進運動協議会から寄せられた推薦を基にして選定したものです。本を選ぶ手がかりにしてください

朝井リョウ

何者

自分を生き抜くために必要なことは、なんなのか。影を
宿しながら光に向いて進む、就活大学生の自意識をリア
ルにあぶりだす、書下ろし長編小説。
ISBN978-4-10-333061-5

林

真理子

野心のすすめ
“高望み”で、人生は変わる。駆け上がってきた時代を
ふりかえりつつ、人生は何度でもリセットできることを
説く、著者初の人生論新書。

佐々木圭一

伝え方が９割
入社当時ダメダメ社員だった著者が、なぜヒット連発の
コピーライターになれたのか。 この本で学べば、あな
たの言葉が一瞬で強くなり、人生が変わる。

1,575 円 新潮社

777 円 講談社

ISBN978-4-06-288201-9

ISBN978-4-478-01721-0

三浦しをん

松岡修造

齊藤

100 年先を見据えて作業をしている、神去村の林業の
現場。そこへ放り込まれた平野勇気も、村で暮らして１
年が過ぎ、20 歳になった。林業エンタメ第二弾！

だれもがなにかしら心に弱い部分を抱え、どこかで限界
ギリギリの崖っぷちに追い詰められた経験を持ってい
る。挫折、そして、その乗り越え方。

神去なあなあ夜話

ISBN978- 4-19-863506-0

挫折を愛する

ISBN978-4-04-110368-5

1,470 円 ダイヤモンド社

誠

企画立案の教科書

「じゃあ来週までに企画をよろしく」がツラい人へ。
社会人 1 年目の人でも、効果的な企画の立て方から企
画書の表現方法までを、短時間で身につけられる本。
ISBN978-4-484-13221-1

1,575 円 徳間書店

820 円 角川書店

1,575 円 阪急コミュニケーションズ

村上春樹

川島永嗣

品川裕香

良いニュースと悪いニュースがある。多崎つくるにとっ
て駅をつくることは、心を世界につなぎとめておくため
の営みだった。あるポイントまでは……。

外国語はどうやったら身につくのか……。7 か国語を解
する日本を代表するＧＫが自身の経験から、
“はじめの
一歩 " を踏み出したいあなたへ秘訣を伝授！

ISBN978-4-16-382110-8

ISBN978-4-418-13507-3

1,365 円 世界文化社

861円 筑摩書房

桐衣朝子

髙野てるみ

阿部真大

平成と昭和、
2 つの時代を舞台に、
波乱の人生が交差す
る。
第13回小学館文庫小説賞受賞作品。各紙誌に取り上
げられた 61 歳の新人作家が描く、読後感爽やかな作品。

数々の太宰作品を読みこんだ著者が、66のコトバを厳
選。恋愛の名言が頭とカラダにしみ込んで、たちまち恋
愛体質になれる！ いままでになかった名言集の登場。

若者はいつから東京を目指さなくなったのか？ 田舎と
東京の間に出現した地方都市という存在の魅力とは？
地方から若者を捉え直した新しい日本論。

ISBN978-4-09-386352-0

ISBN978-4-8387-2557-1

1,470 円 マガジンハウス

798 円 朝日新聞出版

いとうせいこう

外山滋比古

鈴木

耳を澄ませば、
彼らの声が聞こえるはず――。
『文藝』掲
載時より口コミで話題を呼び、
かつてない大反響に。生
者と死者の新たな関係を描き出した心に深く響く物語。

考える際に気をつけること、
頭の準備の紹介はもちろん、
著者が発見し、出合った「思考の面白さ」や「思考から
得た予期せぬ副産物」のエピソードも紹介。

ISBN978-4-309-02172-0

ISBN978-4-7593-1314-7

1,365 円 海竜社

882 円 光文社

姜

曽野綾子

テレビ東京報道局（編著）
スミスの本棚 新しい自分が見つかる読書

色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年

1,785 円 文藝春秋

薔薇とビスケット

1,470 円 小学館

想像ラジオ

1,470 円 河出書房新社

心

尚中

君に私の息子の最後の言葉を贈りたいのです……。
親友を失った青年と、ある秘密を抱えた先生の間で交わ
されたメールを軸に織りなす、喪失と再生の物語。
ISBN978-4-08-781523-8

1,260 円 集英社

本当に「英語を話したい」キミへ

恋愛合格！ 太宰治のコトバ 66

20 歳からの人生の考え方

人間にとって成熟とは何か
「憎む相手からも人は学べる」
「あきらめることも一つの
成熟」……現代を自分らしく生きぬくコツを提言。
まわりに振り回され、
自分を見失いがちな人に贈る一冊。
ISBN978-4-344-98312-0

798 円 幻冬舎

「働く」ために必要なこと
たとえ東大を卒業しても、働きつづけられなければ意味
がない！ 安定して仕事をし続けるために必要なことは
なにか。現場からのアドバイス。
ISBN978-4-480-68898-9

地方にこもる若者たち

ISBN978-4-02-273506-5

翔

本田由紀（解説）

教室内（スクール）カースト

「なぜ、あのグループは“上”で、このグループは“下”
なのか……」生徒たちの生の声、先生の本音……。気鋭
の教育社会学者が、教室を支配する
「地位の差」
に肉迫！
ISBN978-4-334-03719-2

経済ニュース番組「ワールドビジネスサテライト
(WBS)」の人気コーナーが書籍になりました。
第一線で活躍する 36 人が至極の一冊を推薦します !
ISBN978-4-8222-4948-9

1,470 円 日経ＢＰ社
●書店で目的の書籍をご注文のときに ISBN の番号を明示すると便利です ●定価は 5% 税込価格です

