
【ブックフェア】
開催期間　2017年10月16日（月）～12月22日（金）

開催場所　中大生協多摩店

中大生よ、

本を読め!
出版界で働く先輩が薦める

100冊の本
2

　本企画を主催する「出版白門会」は、皆さんの先輩で、出版関連業に在職する、あ
るいは在職した人や、著作業に係わるメンバーで構成する学員会です。
　私たちが、「中大生よ、本を読め！」というタイトルで、フェアを企画したのは
2015年の秋でしたが、今回は同名のパート２として、私たち出版人のリアルな現場
を描いた本や、読書の魅力をテーマにした本を軸に選書しました。書く人から作る人
へ、さらに送る人、売る人と、１冊の本に関わる様ざまなリアルを知ることで、ぜひ、
生きた本に対する今までと違った見方をもっていただきたいと思います。また、そう
した現場で働く、皆さんの先輩のお薦め本も加えました。
　本年、１日の読書時間ゼロの大学生が５割に至ったという大学生協連の調査報告が
ありました。つまり、大学生の２人に１人は読書時間ゼロということです。もちろん、
本を読まないということに対しては、つまらない、高い、難しい、別のメディアで十
分等々、言い分は沢山あるのだと思います。
　ただ、大学は、思索する力を養う場です。お金をかけ時間をかけて得ようとする知
識や、養いたい感性が、一冊の本から得られることもあるのです。生きた本に接する
ことで、皆さんにとって得がたい出会いが生まれることを祈っています。
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中大生よ、本を読め！２

■読書を楽しむための本、出版界もまだまだ面白い
9784908087042 まっ直ぐに本を売る

―ラディカルな出版「直取引」の方法― 石橋 毅史 苦楽堂

世に問いたい本を作る、そんな版元の思いと書店の十分な粗利の確保を両立させるための新たな流通ルートを開拓した小出
版社の姿を描く。「本屋さんで本を買える」のが当たり前であることの幸せをかみしめたい。

9784575943849 飯田橋のふたばちゃん （1、2） 加藤 マユミ（画）
横山 了一（著） 双葉社

マンガ雑誌の出版社をかわいらしい女子高生に擬人化させるも、各社の内情やトラブルなど、出版業界を取り巻く現状をネ
タにした毒々しい 4 コマ漫画。 各版元の特徴が非常に分かりやすく、業界動向もやんわりと知れる。

9784309247182 “ひとり出版社”という働きかた 西山 雅子 河出書房新社
新入社員の頃、業務実習で、先輩とトラックで出版社に「集品」に行った。４畳半に机１本という出版社がザラにあった。
30 数年経った今、出版不況の中で気を吐く個性豊かな「ひとり出版社」を知ってほしい。

9784309277882 重版未定 （１ 弱小出版社で本の編集をしています
の巻、２ 売れる本を編集したいと思っていますの巻）川崎 昌平 河出書房新社

「重版出来」とは売れている本を新たに刷り直すこと――「重版未定」とは注文しても本の在庫がなく、また重版の予定も
ないこと――でも、やっぱり、売れる本を作りたい！　そう願う主人公が、重版出来を目指して奮闘する物語。

9784480815347 「本をつくる」という仕事  稲泉 連 筑摩書房
本ができるまでの工程として著者や編集者以外に組版や印刷、校正校訂、あるいは装丁、用紙・製本など出版を取り巻くい
ろいろな仕事についてわかりやすく書かれたもの。紙に印刷された本を題材にしたもの。 

9784403671241 暴れん坊本屋さん  （平台の巻、棚の巻） 久世 番子 新書館
番線ってなに？取次って？・・・出版業界の裏側・ホンネを、本屋さんの立場からリアルかつコミカルに描いたコミックエッ
セイ。本好きの人にはぜひ読んでもらいたい一冊です！

9784396113216 なぜ本屋に行くとアイデアが生まれるのか 嶋 浩一郎 祥伝社
『本屋＞ネット』？人の「発想力」はネットでは探し出せません。「想定外」の情報を本屋で見つけましょう。

9784335501258 現代社会学ライブラリー４ 書物の環境論 柴野 京子 弘文堂
出版のデジタル化やインターネット書店は、「本の世界」をどのように変えようとしているのか。産業としての出版・物と
しての本は、どのような現実のなかにあるのかを解明する一書。

9784860112677 本で床は抜けるのか 西牟田 靖 本の雑誌社
タイトルのインパクトで、手に取った。皆さんの中には紙の本より、電子書籍という人も多いかと思うが、 「 蔵書整理が大
変 」という愛書家には、参考書として 、 是非、 ご一読をおススメします。

9784309410609 センセイの書斎
―イラストルポ「本」のある仕事場― 内澤 旬子 河出書房新社

他人の書斎って、興味ありませんか。本棚は、その人の脳内、趣味嗜好、性格まで表している気がします。本書は、背表紙
の書名も書き込む細密なイラストで逢坂剛氏をはじめ 31 人の書斎を明らかに。

9784334038717 教養は「事典」で磨け
―ネットではできない「知の技法」― 成毛 眞 光文社

自分の文脈で自分の本棚を揃えていくのは、読書によって自分固有の知識の体系を築いていく行為だ。ユニークな事典はそ
の幅を格段に広げてくれる。著者は商学部卒、元マイクロソフト日本法人社長。読書サイト HONS 主宰。

9784797680096 役に立たない読書　 林 望 集英社インター
ナショナル

何かに役立てたい」「読まなければならない」といった読書ではなく、自分が読みたい本を、好奇心の赴くままに読んでみ
たらいいよ。その際、宝がどこに埋まっているかわからないのだから、間口をできるだけ広くしておく方が良いね、といっ
たアドバイスは、肩の力を抜いてくれる読書論だ。

9784344984622 死ぬほど読書 丹羽 宇一郎 幻冬舎
より魅力的な人になるために。本当の教養人となるために。死ぬほど読書しよう！

9784408456812 脳を創る読書 酒井 邦嘉 実業之日本社
電子書籍より紙の本が魅力的な事は、経験的には知っているものの、科学的に証明できていない事にもどかしいものを感じ
ていたが、本書ではそれが脳との関係で明快に解説されている。
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中大出身の著者には　　を付けました
巻数もののISBNは１巻、上巻等、最初の巻のものです

9784797680058 映画と本の意外な関係！ 町山 智浩 集英社インター
ナショナル

映画評論家の町山智浩さんがセレクトした『死ぬまでに絶対見るべき映画』を、その映画の『元ネタ』になった本と共に解
説します。中大生の皆さん、メディアラボで本書を片手に名作映画を観賞してみてはいかがですか？興奮の映画体験を約束
します。

9784832253582 いぬにほん印刷製版部　（1.2） 瀬野 反人 芳文社

印刷会社ってどんなお仕事をしているの？　そんな印刷に関する基本の「き」から、あるあるネタがマンガでわかる。ちな
みに、主人公が勤める会社名は「犬日本印刷」。さて、実際にこの本を印刷しているのは……？

9784255008943 圏外編集者 都築 響一 朝日出版社

東京のありふれた居住空間、地方発ヒップホップ、暴走族の特攻服に綴られたポエム（？）……これまで光が当てられるこ
とのなかった事象を、カルチャーとして昇華させてきた編集者・都築響一の本作りの裏側が垣間見える。

9784880082776 ガリ版文化史
―手づくりメディアの物語（新版）―

田村 紀雄
志村 章子 新宿書房

9784087464184 編集者という病い 見城 徹 集英社

9784335551284 書棚と平台
―出版流通というメディア― 柴野 京子 弘文堂

9784895443432 ひとり出版社「岩田書院」の舞台裏 岩田 博 無明舎出版

9784872945218 ひとり出版社「岩田書院」の舞台裏
（2003 ～ 2008、part3 2008 ～ 2013）　 岩田 博 岩田書院

9784091896209 響　小説家になる方法 （1 ～ 7） 柳本 光晴 小学館

9784091896575 重版出来 （1 ～ 9） 松田 奈緒子 小学館

9784488487010　 配達あかずきん
―成風堂書店事件メモ― 大崎 梢　 東京創元社　

9784591154441 あるかしら書店 ヨシタケ シンスケ ポプラ社

9784480431196 ぼくは本屋のおやじさん 早川 義夫 筑摩書房

9784779305320 メディア技術史
―デジタル社会の系譜と行方 （改訂版）― 飯田 豊（編著） 北樹出版

9784046019257 この自伝・評伝がすごい！ 成毛 眞 KADOKAWA

9784594075583 乱読のセレンディピティ
―思いがけないことを発見するための読書術― 外山 滋比古 扶桑社

9784479305385 読書のチカラ 斎藤 孝 大和書房 

9784582842326 江戸の読書会
―会読の思想史― 前田 勉　 平凡社

9784022735775 〈問い〉の読書術 大澤 真幸 朝日新聞出版

9784041105283 ネットがつながらなかったので仕方なく本を
1000 冊読んで考えた そしたら意外に役立った 堀江 貴文 KADOKAWA
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9784535521469 公立図書館の無料原則と公貸権制度 稲垣 行子 日本評論社

9784488003845 戦地の図書館  海を越えた一億四千万冊 モリー・グプティル・マニ
ング（著）／松尾 恭子（訳）東京創元社

9784575518184 図書室のキリギリス 竹内 真 双葉社

9784763135735 夢をかなえる読書術 伊藤 真 サンマーク出版

■先輩が薦める「これだけは読んで欲しい」一冊
9784805727072 超然トシテ独歩セント欲ス

―英吉利法律学校の挑戦―
菅原 彬洲（監修）
森 光（編著） 中央大学出版部

中央大学の前身である英吉利法律学校は、明治 18 年、若き法律家たちによって設立された。時代の求める法律家たちを輩
出すべく挑戦・奮闘した彼らを描くものである。

9784093897648 これからの世界をつくる仲間たちへ 落合 陽一 小学館
『現代の魔法使い』と評される科学者、落合陽一氏の著書。テクノロジーが環境に溶け込んだ、この 21 世紀は『魔法の世紀』
である。すべての前提が変わる『魔法の世紀』を生きる、これからの若者のための一冊。

9784062205337 本性 黒木 渚 講談社

人気シンガーソングライター黒木渚の独特な世界観に読んでいてぞくぞくする本です。

9784396615871 Ａさんの場合 やまもと りえ　 祥伝社
これから社会人として、働く全ての女性に読んでほしいコミック。未婚の女性Ａさん・既婚で子持ちの女性Ｂさん。人生は
選択の連続です。ライフスタイルは違うけど、誰も傷つけ合わずお互いの立場になって考えられる世の中になったらいいの
に・・共感度 100％！男性にも読んでほしい 1 冊です。 

9784344030039 蜜蜂と遠雷 恩田 陸 幻冬舎
ピアノコンクールを題材にした本作。音楽の神様に愛された少年、風間塵が人々に与えるのは【ギフト（贈り物）】か【厄災】
か。音楽を言葉で表現するという難しさを超え、本の可能性を広げてくれた作品です。

9784575516425 ユリゴコロ 沼田 まほかる 双葉社

サイコミステリと思いきや、読み進むにつれ家族愛を考えさせられるような独特な作品。反モラルではありますが。

9784041047613 いまさら翼といわれても 米澤 穂信 KADOKAWA
今年実写映画化もされた、米澤穂信の「古典部シリーズ」最新刊。このシリーズは、青春の中にある影の部分、若人独特の
悩みや不安にスポットが当たっている作品です。ぜひ一作目の「氷菓」から読んでみてください。

9784101205717 銀の匙 中 勘助 新潮社
明治時代の風俗を活き活きと描いている。現代とのあまりの違いに、おとぎ話のように感じるのだが、心優しい主人公の成
長に癒される。「なんでもっと早く読まなかったのだろう」と思った一冊。

9784101104409 不毛地帯　（1 ～ 5） 山崎 豊子 新潮社
山崎豊子さんの書く主人公は優秀で清廉潔白な人物が多いけど、特にこの主人公はそれが強く出てる。本当は皆こんなサラ
リーマンになりたいんだって思える、目標にしたい人物ですね。

9784198937065 本日は、お日柄もよく 原田 マハ 徳間書店
あなたは何かを伝えたいとき、何を考えてお話ししていますか。起承転結をつける？難しい言葉を使う？この本を読んで、「相
手に伝える」ということを、今一度考えてみてください。

9784062937146 Ａではない君と 薬丸 岳 講談社
別れて暮らす中学生の息子からの電話。出られなかった電話の直後、息子は事件を起こしていた？何も話そうとしない息子
に、親として何ができるか・何をすべきか。真の更生とは何か。深く考えさせられる小説です。

9784309728742 源氏物語　（上中下） 角田 光代 河出書房新社
最古にして最大の日本文学を角田光代が新訳。読みやすい文章で千年読み継がれる名著を是非。
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中大出身の著者には　　を付けました
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9784048709699 昨日は彼女も恋してた 入間 人間
アスキー・メディア
ワークス
／ KADOKAWA

イラストが苦手で手を出さなかった。親族に薦められ、半ばしぶしぶ。9 年前の世界へタイムスリップ、「僕」と「わたし」
の視点が交互に繰り返される。気づいたらはまっていた。そうきたかと思わせる読者惑わし型。

9784150117429 夏への扉 ロバート・A・ハインラ
イン（著）／福島 正実（訳）早川書房

タイムトラベル物の SF です。仕事や恋人、すべてを失った主人公が時間旅行で大逆転に成功する物語で、読後の爽快感が
たまりません。1957 年初出の名作ロングセラー SF。猫好きの方にも是非。

9784101362229 拉致と決断 蓮池 薫 新潮社
夢と絆を断たれながら必死で生き抜いた、北朝鮮での 24 年間とはなんだったのか。帰国から 10 年を経て初めて綴られた、
我が中大の先輩でもある著者による衝撃の手記。

9784408456393 「家系図」と「お屋敷」で読み解く歴代総
理大臣（明治・大正篇、昭和・平成篇） 竹内 正浩 実業之日本社

歴代総理大臣の一族を「家系図」と「屋敷」を通して詳細に分析した本です。政財界だけでなく、芸能やマスコミ、出版業
界にも多大な影響を及ぼしている意外な人物がいた等、知的発見と雑学的な驚きがあります。

9784478103852 面接の達人 2019 バイブル版 中谷 彰宏 ダイヤモンド社
「就活」で読むだけなんてとんでもない！「自己紹介」と「志望動機」の黄金律（ルール）は就職後も、あらゆるビジネスシー
ンで活用できます。このバックボーンを意識することで、自信がわいてくるから不思議！

9784479305583 スタンフォードの自分を変える教室 ケリー・マクゴニカル
（著）／神崎 朗子（訳） 大和書房 

中大生になり受験から開放され新しく何かに取組み始めた時に、自分の理想とする取組みと実際の取組みとのギャップに悩
むもの。なぜ、俺はこんな意思弱いのか？。なぜやる気が出ないのか？という壁を攻略する一助となる本です。

9784837923107 働き方　―「なぜ働くのか」「いかに働くのか」― 稲盛 和夫 三笠書房
偉大なビジネスマンの稲盛和夫氏（京セラ会長）の書籍。仕事に対しての見方（目の前に与えられた仕事に一生懸命に取り
組むこと）を付けることで結果として大きな仕事を成し遂げることができる…心の拠り所。

9784295000648 小さな会社でぼくは育つ 神吉 直人 インプレス
日本企業の 99.7％はいわゆる中小企業です。有名な大企業ではない小さな会社でも、やることはてんこ盛り。そんな会社
で成長していく「ぼく」の物語。企業に就職を考えている中大生に。

9784480420213 東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ 遥 洋子 筑摩書房
かなり前の本ですが、のほほんと大学時代を過ごしてきた自分が「学ぶ」ということはこういうことなのかと衝撃を受けました。
学問に取り組む姿勢をおもしろおかしく書いてはありますが、「本を読む」という行為を考え直すきっかけになりました。

9784905325055 魔法の世紀 落合 陽一 PLANETS  
今、僕たちはコンピューターに囲まれている。仕事はＰＣ、生活はスマートフォン。ただ、僕たちはまだ繋がれている。新
進気鋭の研究者が提言するコンピュータがもたらす「来るべき未来」の姿とは……? 

9784776209119 はじめての人の為の 3000 円投資生活 横山 光昭 アスコム
この本を読めば投資に興味を持ち、税金・投資信託など様々なお金の話を知りたいと思えます。自分の稼げる給与には限界
があります。お金に働いてもらい稼いでもらう方法を知るだけで、大きな武器になります。

9784062729246 キリンビール高知支店の奇跡
勝利の法則は現場で拾え！ 田村 潤 講談社

9784797376272 10 年戦えるデータ分析入門
―ＳＱＬを武器にデータ活用時代を生き抜く― 青木 峰郎 ＳＢ

クリエイティブ
ＡＩに仕事が奪われたとき、僕たちにしか出来ないことはなんだろうか。“ データ分析 ” を “ 問題解決 ” につなげる応用力
なら人間はまだ戦えるだろう。そんなデータ活用時代を生き抜くための準備としての 1 冊。

9784422100982 人を動かす デール・カーネギー（著）
山口 博（訳） 創元社

9784422100999 道は開ける デール・カーネギー（著）
香山 晶（訳） 創元社

社会人として理解しておくと最良の 2 冊です。間違いなく損はしません。
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9784781605845 憩う言葉 杉浦 日向子 イースト・
プレス

9784887470224 立派な父親になる
―小さな学問の書― 林 道義 童話屋

9784062205870 絶望を生きる哲学
池田晶子の言葉

池田 晶子（著）／ NPO
法 人 わ た く し、 つ ま り
Nobody（編）

講談社

9784802191449 スター・ウォーズ
ギャラクティックアトラス

エミール・フォーチュン（文）
ティム・マクドナー（絵）

うさぎ出版
メディアパル

9784309615233 エドワード・ゴーリー
ゴージャスリトルボックス

エドワード・ゴーリー
(著）／柴田 元幸（訳） 河出書房新社

9784802191357 ウォルト・ディズニー
ミッキーマウスコミックス vol.1

フロイド・ゴット
フレッドソン

うさぎ出版
メディアパル

9784094062373 ロボット・イン・ザ・ガーデン デボラ・インストール
（著）／松原 葉子（訳） 小学館 

9784575941463 この世界の片隅に （上中下） こうの史代 双葉社

9784091920225 紅い花 つげ 義春 小学館

9784091920218 ねじ式 つげ 義春 小学館

9784047286344 ハクメイとミコチ （１～ 5） 樫木 祐人 エンターブレイン
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

9784434192487 居酒屋ぼったくり （1 ～ 7） 秋川 滝美 アルファポリス
星雲社

9784062120661 妖怪アパートの幽雅な日常 香月 日輪 講談社

9784087485462 全一冊  小説  上杉鷹山 童門 冬二 集英社

9784022618450 新版　日本語の作文技術 本多 勝一 朝日新聞出版

9784120048142　 よこまち余話　 木内 昇　 中央公論新社　

9784101339115 きらきらひかる 江國 香織 新潮社

9784167902537 時をかけるゆとり 朝井 リョウ 文藝春秋 

9784101250243 フィッシュストーリー 伊坂 幸太郎 新潮社

9784334769741 巨鯨の海 伊東 潤 光文社

9784309409900 澁澤龍彦日本作家論集成 （上下） 澁澤 龍彦 河出書房新社

9784167801809 13 階段 高野 和明 文藝春秋 

9784087716191 陸王 池井戸 潤 集英社
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中大出身の著者には　　を付けました
巻数もののISBNは１巻、上巻等、最初の巻のものです

スペースの都合で、本リストに掲載できなかった推薦コメント
全文は出版白門会ＨＰに掲載していますので、ご覧ください。
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9784894568686 三国志 （1 ～ 13　別巻） 北方 謙三 角川春樹事務所

9784101457123 幻世（まぼろよ）の祈り（家族狩り 第１部） 天童 荒太 新潮社

9784167556013 大地の子　（1 ～ 4） 山崎 豊子 文藝春秋

9784901784658 ペルセポリス　（Ⅰ イランの少女マルジ、Ⅱ マ
ルジ、故郷に帰る）

M. サトラピ（著）
園田 恵子（訳） バジリコ

9784151310805 そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー
（著）／青木 久恵（訳） 早川書房

9784004150091　 ものいわぬ農民　 大牟羅 良　 岩波書店

9784396614379　 ヘンな日本美術史 山口 晃 祥伝社

9784087890068 勝ち過ぎた監督
―駒大苫小牧　幻の三連覇― 中村 計 集英社

9784532169831　 未来世紀ジパング
―沸騰現場を通じて考える「ニッポン再発見」― テレビ東京報道局 編 日 本 経 済 新 聞

出版社

9784532169848　 未来世紀ジパング
―近くて遠い国、中国・韓国の真の顔― テレビ東京報道局 編 日 本 経 済 新 聞

出版社

9784478014585 入門考える技術・書く技術
―日本人のロジカルシンキング実践法― 山崎 康司 ダイヤモンド社

9784334039868 データ分析の力　因果関係に迫る思考法 伊藤 公一朗 光文社

9784822236915 誰がアパレルを殺すのか 杉原 淳一
染原 睦美

日経 BP マーケ
ティング

9784478064801 やり抜く力　GRIT
―人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける―

アンジェラ・ダックワー
ス（著）／神崎 朗子（訳）ダイヤモンド社

9784478012031 もし高校野球の女子マネージャーがドラッ
カーの『マネジメント』を読んだら 岩崎 夏海 ダイヤモンド社

9784478015421 入社 1 年目の教科書 岩瀬 大輔 ダイヤモンド社

9784478103197 アルフレッド・アドラー一瞬で自分が変わ
る 100 の言葉 小倉 広 ダイヤモンド社

9784800274496 まんがでわかる  働く君に贈る 25 の言葉 佐々木 常夫 宝島社

9784537260892 聞き出す力（正　続） 吉田 豪 日本文芸社

9784480066459 タブーの正体！
―マスコミが「あのこと」に触れない理由― 川端 幹人　 筑摩書房

9784048709705 明日も彼女は恋をする 入間 人間
アスキー・メディア
ワークス
／ KADOKAWA

9784048692717 ちょっと今から仕事やめてくる 北川 恵海
アスキー・メディア
ワークス
／ KADOKAWA
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