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書名 巻次 著者名 出版者
速読トレーニング 佐藤／泰正∥著 講談社

本を読む本
Ｍ．Ｊ．アドラー∥
〔著〕

講談社

読書からはじまる 長田／弘∥著 日本放送出版協会
読書力 斎藤／孝∥著 岩波書店
遅読のすすめ 山村／修∥〔著〕 新潮社
４０歳からの人生を変える１日１０分速読勉強法 高島／徹治∥著 講談社
頭がよくなる必殺！読書術 斎藤／孝∥著 ＰＨＰ研究所
速読する技術 栗田／昌裕∥著 中経出版
本、読もっ！ 毎日新聞社∥編 毎日新聞社
すらすら速読入門 福島／哲史∥著 ぱる出版
「本を読む子」は必ず伸びる！ 樋口／裕一∥著 すばる舎
大人のための読書法 和田／秀樹∥〔著〕 角川書店
短編小説を読もう 阿刀田／高∥著 岩波書店
本の読み方 平野　啓一郎∥著 ＰＨＰ研究所
使える読書 斎藤　孝∥著 朝日新聞社
読書からはじまる 長田　弘∥著 日本放送出版協会
読書の腕前 岡崎　武志∥著 光文社
この本、おもしろいよ！ 岩波書店編集部∥編 岩波書店
楽しい読書生活 渡部　昇一∥著 ビジネス社
本は１０冊同時に読め！ 成毛　真∥著 三笠書房
ＳＦはこれを読め！ 谷岡　一郎∥著 筑摩書房
１０代をよりよく生きる読書案内 こやま　峰子∥編著 東京書籍
ＲＥＡＤＩＮＧ　ＨＡＣＫＳ！ 原尻　淳一∥著 東洋経済新報社

シニアの読書生活 鷲田　小弥太∥著
エムジー・コーポ
レーション

勝てる読書 豊崎　由美∥著 河出書房新社
心と響き合う読書案内 小川　洋子∥著 ＰＨＰ研究所

読書は１冊のノートにまとめなさい 奥野　宣之∥著
ナナ・コーポレー
ト・コミュニケー

多読術 松岡　正剛∥著 筑摩書房
図書館で出会える１００冊 田中　共子∥著 岩波書店
読まず嫌い。 千野　帽子∥著 角川書店
頭がよくなる魔法の速習法 園　善博∥著 中経出版
本をもっと楽しむ本 1 塩谷　京子∥監修 学研教育出版
本をもっと楽しむ本 3 塩谷　京子∥監修 学研教育出版
本をもっと楽しむ本 4 塩谷　京子∥監修 学研教育出版
本を読むってけっこういいかも 香山　リカ∥著 七つ森書館
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本は絶対、１人で読むな！ 中島　孝志∥著 潮出版社
中学生のための読解力を伸ばす魔法の本棚 中島　克治∥著 小学館
世界を知る１０１冊 海部　宣男∥著 岩波書店
自分を育てる読書のために 脇　明子∥著 岩波書店
本へのとびら 宮崎　駿∥著 岩波書店
つながる読書術 日垣　隆∥著 講談社

必要な知識を１５分でインプットできる速読術 高橋　政史∥〔著〕
クロスメディア・パ
ブリッシング

要点を理解して、きちんと自分の知識にする読書
の習慣

宮口　公寿∥著
アスカ・エフ・プロ
ダクツ

それでも、読書をやめない理由
デヴィッド　Ｌ．ユー
リン∥著

柏書房

誰も教えてくれない一流になれる読書術 丸山　純孝∥著 明日香出版社
ほかの誰も薦めなかったとしても今のうちに読ん
でおくべきだと思う本を紹介します。

雨宮　処凛∥著 河出書房新社

本を味方につける本 永江　朗∥著 河出書房新社
読書の技法 佐藤　優∥著 東洋経済新報社
一生つかえる速読力が３週間で身につく本 安藤　一郎∥著 明日香出版社
「速読」実践トレーニング 照井　留美子∥著 ＰＨＰ研究所
名作うしろ読み 斎藤　美奈子∥著 中央公論新社
賢人の読書術 成毛　真∥監修 幻冬舎
速読勉強法 山口　佐貴子∥著 かんき出版
読書について 小林　秀雄∥著 中央公論新社
今こそ読みたい児童文学１００ 赤木  かん子∥著 筑摩書房
お父さんが教える図書館の使いかた 赤木  かん子∥著 自由国民社
本の「使い方」 出口  治明∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
名作への架け橋 萩原  茂∥著 みくに出版
本をサクサク読む技術 斎藤  孝∥著 中央公論新社
読書の方法 久木田  裕常∥著 きずな出版
読書を仕事につなげる技術 山口  周∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
自分を変える読書術 堀  紘一∥著 ＳＢクリエイティブ
１年後に夢をかなえる読書術 間川  清∥著 フォレスト出版
５１歳からの読書術 永江  朗∥著 六耀社
遅読家のための読書術 印南  敦史∥著 ダイヤモンド社
子どもの自分に会う魔法 石井  ゆかり∥著 白泉社
大人に贈る子どもの文学 猪熊  葉子∥著 岩波書店
つまり、読書は冒険だ。 沼野 充義∥編著 光文社
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学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本
300

東京  学校図書館スタ
ンプラリー実行委員会
∥編著

ぺりかん社

十歳までに読んだ本 西 加奈子∥ほか著 ポプラ社
正しい本の読み方 橋爪 大三郎∥著 講談社
小学校では学べない一生役立つ読書術 齋藤 孝∥著 KADOKAWA
素読のすすめ 安達 忠夫∥著 筑摩書房
名作なんか、こわくない 柚木 麻子∥著 PHP研究所
日本一の速読教室 石井 真∥著 カンゼン
理科系の読書術 鎌田 浩毅∥著 中央公論新社
政治学者が実践する流されない読書 岩田 温∥著 育鵬社
少年少女のためのミステリー超入門 芦辺 拓∥著 岩崎書店
100歳までに読みたい100の絵本 木村 民子∥著 亜紀書房
小説を深く読む 三田 誠広∥著 海竜社
東大生の本の「使い方」 重松 理恵∥著 三笠書房
瞬読 山中 恵美子∥著 SBクリエイティブ
1冊読み切る読書術 齋藤 孝∥著 ダイヤモンド社
本をどう読むか 岸見 一郎∥著 ポプラ社
生きる力を育む「朝の読書」 岩岡 千景∥著 高文研
77冊から読む科学と不確実な社会 海部 宣男∥著 岩波書店
世界の本好きたちが教えてくれた人生を変えた本
と本屋さん

ジェーン  マウント∥
著

エクスナレッジ

読書の教科書 渡辺 知明∥著 芸術新聞社
本を読めなくなった人のための読書論 若松 英輔∥著 亜紀書房
100歳まで読書 轡田 隆史∥著 三笠書房

知識を操る超読書術
メンタリストDaiGo∥
著

かんき出版

13歳からの「身になる読書術」探し方・読み方が
わかる本

大居 雄一∥著
メイツユニバーサル
コンテンツ

恋って何ですか? 河出書房新社∥編 河出書房新社
本の読める場所を求めて 阿久津 隆∥著 朝日出版社
インバスケット読書術 鳥原 隆志∥著 河出書房新社
理系読書 犬塚 壮志∥著 ダイヤモンド社
読書革命 金川 顕教∥著 総合法令出版

本には読む順番がある 齋藤 孝∥[著]
クロスメディア・パ
ブリッシング

青春の本棚 高見 京子∥編著 全国学校図書館協議
中高生のための本の読み方 大橋 崇行∥著 ひつじ書房
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めんどうなことなしで速読できる方法を教えてく
ださい

角田 和将∥著 サンマーク出版

ドラゴン桜超バカ読書 桜木 建二∥著 徳間書店
10代のための読書地図 本の雑誌編集部∥編 本の雑誌社
未来のきみを変える読書術 苫野 一徳∥著 筑摩書房
早く読めて、忘れない、思考力が深まる「紙1
枚!」読書法

浅田 すぐる∥著 SBクリエイティブ

<読む>という冒険 佐藤 和哉∥著 岩波書店
やりなおし世界文学 津村 記久子∥著 新潮社
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