
2019年第一回選書ツアー選書本一覧
書名 著者 出版社

1 喜嶋先生の静かな世界（講談社文庫） 森博嗣 講談社
2 死因不明社会　２０１８（講談社文庫） 海堂尊 講談社
3 レゾンデ－トル（実業之日本社文庫） 知念実希人 実業之日本社
4 終電の神様（実業之日本社文庫） 阿川大樹 実業之日本社
5 図書館ねこデュ－イ（ハヤカワ文庫） ヴィッキ－・マイロン 早川書房
6 最後にして最初のアイドル（ハヤカワ文庫ＪＡ） 草野原々 早川書房
7 伸びる会社、沈む会社の見分け方（ＰＨＰビジネス新書） 小宮一慶 ＰＨＰ研究所
8 ５分間ＳＦ（ハヤカワ文庫ＪＡ） 草上仁 早川書房
9 税のタブ－（インタ－ナショナル新書） 三木義一 集英社インタ－ナショナル
10 ケ－キの切れない非行少年たち（新潮新書） 宮口幸治 新潮社
11 遭難のしかた教えます（ヤマケイ山学選書） 丸山晴弘 山と渓谷社
12 虐殺器官（ハヤカワ文庫） 伊藤計劃 早川書房
13 君の膵臓をたべたい（双葉文庫） 住野よる 双葉社
14 残業学（光文社新書） 中原淳 光文社
15 吹奏楽の神様屋比久勲を見つめて 山〓正彦 スタイルノ－ト
16 岩田さん　岩田聡はこんなことを話していた。 ほぼ日刊イトイ新聞 ほぼ日
17 女性のための鉄道旅行入門（旅鉄ＨＯＷ　ＴＯ） 蜂谷あす美 天夢人
18 泣きたくなるほど嬉しい日々に 尾崎世界観 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
19 バンド クリ－プハイプ ミシマ社
20 自分と向き合い成長するアニメと哲学 小川仁志 かんき出版
21 まんがでわかる頭に来てもアホとは戦うな！ 田村耕太郎 朝日新聞出版
22 不思議だらけカブトムシ図鑑 小島渉 彩図社
23 猫の世界史 キャサリン・Ｍ．ロジャ－ズ エクスナレッジ
24 青い春を数えて 武田綾乃 講談社
25 イミテ－ションと極彩色のグレ－ ｌｏｕｎｄｒａｗ ＫＡＤＯＫＡＷＡ
26 ヴェ－ルドマン仮説 西尾維新 講談社
27 神のダイスを見上げて 知念実希人 光文社
28 なめらかな世界と、その敵 伴名練 早川書房
29 剣樹抄 冲方丁 文藝春秋
30 青くて痛くて脆い 住野よる ＫＡＤＯＫＡＷＡ
31 常設展示室 原田マハ 新潮社
32 最果ての決闘者 逢坂剛 中央公論新社
33 夏の騎士 百田尚樹 新潮社
34 ウォ－タ－ゲ－ム 吉田修一 幻冬舎
35 蒼色の大地 薬丸岳 中央公論新社
36 ＮＨＫ　Ｒ基礎英語３ＣＤ付 ＮＨＫ出版
37 図解１００％好かれる１％の習慣 松澤萬紀 ダイヤモンド社
38 テレンス・コンランマイ・ライフ・イン・デザイン テレンス・コンラン エクスナレッジ
39 デザイナ－のための住宅設備設計「術」 高柳英明 彰国社
40 すぐに作れるずっと使えるＩｎｋｓｃａｐｅのすべてが身に付く本 飯塚将弘 技術評論社
41 住宅設計詳細図集 手嶋保 オ－ム社
42 電気・電子工学（理工系の基礎） 兵庫明 丸善出版
43 世界の都市 平本一雄 彰国社
44 今すぐ使えるかんたん自作パソコン リンクアップ 技術評論社
45 賢く建てるお金のかけ方・おさえ方 エクスナレッジ
46 はじめるデザイン 浅野桜 技術評論社
47 内なる創造性を引きだせ ベティ－・エドワ－ズ 河出書房新社
48 「伝わる資料」デザイン・テクニック 渡辺克之 ソ－テック社
49 ＢＥＡＭＳ　ＯＮ　ＬＩＦＥ 宝島社
50 ＢＥＡＭＳ　ＯＮ　ＬＩＦＥ　ＬＩＶＩＮＧ，ＤＩＮＩＮＧ　＆　ＫＩＴＣＨＥＮ ＢＥＡＭＳ 宝島社
51 美しい暮らしのインテリア３６５日 横瀬多美保 世界文化社
52 ペン１本で描くア－ト文字ハンドレタリング 朝日新聞出版 朝日新聞出版
53 メンズファッションの解剖図鑑 ＭＢ エクスナレッジ
54 なるほどデザイン 筒井美希 エムディエヌコ－ポレ－ション
55 「エネルギ－計画２０５０」構想 壽福眞美 法政大学出版局
56 トコトンやさしい磁力の本（Ｂ＆Ｔブックス　今日からモノ知りシリ－ズ）山〓耕造 日刊工業新聞社
57 制御工学Ｔｈｅビギニング 西田麻美 日刊工業新聞社
58 スバラシク実力がつくと評判の量子力学キャンパス・ゼミ 馬場敬之 マセマ
59 知ってなアカン！機械技術者そんな設計じゃ、罰せられますよ！古川功 日刊工業新聞社
60 日本人が知りたい中国人の当たり前 林松涛 三修社
61 ＱｕｉｚＫｎｏｃｋ　Ｌａｂ 須貝駿貴 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
62 パフォ－マンスを高めるためのアスリ－トの栄養学 清野隼 ナツメ社
63 難病事典 尾崎承一 学研メディカル秀潤社
64 ２０３０年の世界地図帳 落合陽一 ＳＢクリエイティブ
65 一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書 山〓圭一 ＳＢクリエイティブ
66 一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 山〓圭一 ＳＢクリエイティブ
67 図説第二次世界大戦（ふくろうの本） 池田清（政治学） 河出書房新社
68 Ｐｙｔｈｏｎ３スキルアップ教科書 Ｐｙｔｈｏｎエンジニア育成推進協会技術評論社
69 骨格診断×パ－ソナルカラ－賢い服選び 二神弓子 西東社
70 すべての働く人のための新しい経営学 三谷宏治 ディスカヴァ－・トゥエンティワン
71 「数字で考える」は武器になる 中尾隆一郎 かんき出版
72 年表とトピックでいまを読み解くニッポン戦後経済史 坂井豊貴 ＮＨＫ出版
73 １０年後の仕事図鑑 落合陽一 ＳＢクリエイティブ
74 リクル－トス－ツの社会史 田中里尚 青土社
75 さようなら、もんじゅ君 もんじゅ君 河出書房新社
76 世界を唸らせる「切削」「研削」 浅井要一 幻冬舎メディアコンサルティング
77 人のために頑張りすぎて疲れたときに読む本 根本裕幸 大和書房
78 イカ４億年の生存戦略 ダナ・スタ－フ エクスナレッジ
79 日本人が知るべき東アジアの地政学 茂木誠 悟空出版
80 問題解決力がつく数学プロブレム オリヴァ－・ロ－ダ－ 早川書房
81 ヤバイ鳥 ワクサカソウヘイ 〓出版社
82 火星で生きる（ＴＥＤブックス） スティ－ブン・ペトラネック 朝日出版社
83 ＤＵＯ　３．０／ＣＤ復習用（ＣＤブック） アイシ－ピ－
84 論理思考大全 西村克己 ＰＨＰ研究所
85 自分を変える習慣力（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｌｉｆｅ） 三浦将 クロスメディア・パブリッシング
86 超一流の雑談力 安田正 文響社



87 相手のイエスを必ず引き出すモノの伝え方サクッとノ－ト 櫻井弘 永岡書店
88 世界のエリ－トがやっている最高の休息法 久賀谷亮 ダイヤモンド社
89 時間術大全 ジェイク・ナップ ダイヤモンド社
90 磯野家の相続税 長谷川裕雅 すばる舎
91 １００％好かれる１％の習慣 松澤萬紀 ダイヤモンド社
92 仕事を効率化するビジネス文具 菅未里 ポプラ社
93 時間革命 堀江貴文 朝日新聞出版
94 難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください！山崎元 文響社
95 １分で話せ 伊藤羊一 ＳＢクリエイティブ
96 夢を叶える「打ち出の小槌」 堀江貴文 青志社
97 最強の「服選び」 大山旬 大和書房
98 大学４年間の経済学が１０時間でざっと学べる 井堀利宏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
99 ケ－タイ宅建士　２０２０ 水田嘉美 三省堂
100 サブスクリプション２．０ 日経クロストレンド 日経ＢＰ社
101 一瞬でＹＥＳを引き出す心理戦略。 メンタリストＤａｉＧｏ ダイヤモンド社
102 中田式ウルトラ・メンタル教本 中田敦彦 徳間書店
103 いまこそ知りたいシェアリングエコノミ－ 長田英知 ディスカヴァ－・トゥエンティワン
104 いまこそ知りたいＡＩビジネス 石角友愛 ディスカヴァ－・トゥエンティワン
105 「運がいい人」になるための小さな習慣 サチン・チョ－ドリ－ アスコム
106 しあわせ学習法９フレ－ム 資格の大原中の人 大原出版
107 全業種ですぐに使える！接客英語ＣＤ付き 山本真実 永岡書店
108 学びを結果に変えるアウトプット大全（Ｓａｎｃｔｕａｒｙ　ｂｏｏｋｓ） 樺沢紫苑 サンクチュアリ出版
109 天才を殺す凡人 北野唯我 日本経済新聞出版社
110 学級経営＆授業のユニバ－サルデザインと合理的配慮（特別支援教育サポ－トＢＯＯＫＳ梶谷真弘 明治図書出版
111 起業と経営の基本知識がわかる本 東京弁護士会親和全期会 自由国民社
112 身近な人が元気なうちに話しておきたいお金のこと介護のこと井戸美枝 東洋経済新報社


