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1 博士の愛した数式 小川洋子 物語としてもすごく良く、数学のおもしろい話もあるので良かったです。

2 沼地のある森を抜けて 梨木香歩 家に代々伝わるぬか床をとりまく話、生命の根元と人々の想いのこもった話。

3 西の魔女が死んだ 梨木香歩 主人公がおばあちゃんとの暮らしの中で、人間の死を深く考える。

4 ボックス 百田尚樹 ボクシングの知識が無くても、一気に読めます。

5 影法師 百田尚樹 とても優秀だった親友がとげた不遇の死の謎に迫ってゆく主人公、読み終わった後に涙がこらえきれなくなる作品。

6 ぼくは明日、昨日のきみとデートをする 七月隆文 はじめはごく普通な出会いと思いきや、驚きの事実が二人にはある。

7 大空のサムライ 坂井三郎 撃墜王と呼ばれた坂井三郎の自叙伝。

8 とんび 重松清 父と息子、そしてまわりの人々との繋がりを描いた、感動の物語。

9 きみの友だち 重松清 それぞれの物語がちりばめられた友だちの本当の意味を探す。

10 スロウハイツの神様 辻村深月 様々な立場の作家の物語がからみあってすすんでいくストーリー展開は素晴らしい。

11 ハケンアニメ 辻村深月 仕事への熱い思いが溢れた作品。

12 子どもたちは夜と遊ぶ 辻村深月 伏線が多くはられており、何度読んでも楽しめる。

13 本日は、お日柄もよく 原田マハ 友人の結婚式でコピーライターと出会った主人公が大きく成長していくのが見どころです。

14 ジェノサイド 高野和明 極限状態での人間の覚悟、素晴らしさ、そして醜さを見せつけられる一作。

15 ビブリア古書堂の事件手帖 三上延 謎解きが面白く、登場人物の設定が良い。

16 狐笛のかなた 上橋菜穂子 読んだ瞬間、物語の世界観に自分が実際入ったような気持ちになれます。

17 武士道シックスティーン 誉田哲也 剣道に青春を捧げる二人が競い合い、次第に友情を育んでいく様子は素敵です。

18 夢をかなえるゾウ 水野敬也 行き詰っている人、何となくの毎日に疲れている人におすすめ。

19 下町ロケット 池井戸潤 プライド、夢を持って働いている姿が魅力的。

20 てふてふ荘へようこそ 乾ルカ 様々なわけあり住人と謎の同居人達が繰り広げる心温まる物語。

21 学年ビリのギャルが１年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話 坪田信貴 少しずつ確実に成長していく過程がすごくおもしろいです。

22 鹿男あをによし 万城目学 あらすじを見ただけで面白く、思わず手にとってしまう作品。

23 ひとにぎりの未来 星新一 面白いショートショートが勢揃いで、ちょっとした時間に読めます。

24 あの頃ぼくらはアホでした 東野圭吾 高校生の話のため親近感があり、読みやすい。

25 疾風ロンド 東野圭吾 数枚の写真と300m以内でしか反応しないセンサーだけで、主人公は探しだす事ができるだろうか。

26 真夏の方程式 東野圭吾 科学＆推理ですぐに読め、所々の人間ドラマも実に面白い。

27 名探偵の掟 東野圭吾 普通のミステリー小説と思いきや、奇想天外なオチがあります。

28 桐島、部活やめるってよ 朝井リョウ 高校生をリアルに描いている作品。

29 ブレイブストーリー 宮部みゆき 少年が幻界というファンタジーを旅して、たくさんの人と出会って成長していく話。

30 ここはボツコニアン 宮部みゆき ボツでできた世界ボツコニアン、ギャグが多くてとっても笑える。

31 宇宙のみなしご 森絵都 四人のそれぞれの思いがよく書けてあり、とても良い。

32 夜のピクニック 恩田陸 学校行事で夜中歩きとおすというイベント、その中で起こる青春のストーリー。

33 六番目の小夜子 恩田陸 少し怖い話だけど、読んでしまいます。

34 No.6 あさのあつこ 何が幸せなのか、そして国の上に立つということの多くの矛盾をはらんだ難しさを考えさせられます。

35 火群のごとく あさのあつこ 時代小説ですが、読みやすい文章であっという間に読めます。

36 つめたいよるに 江國香織 奇妙だけれど、心に残る短編集。

37 ソロモンの犬 道尾秀介 終盤で思いもよらないどんでん返しがあり、次のページをめくるのが待ち遠しくなるサスペンス。

38 ぼくは勉強ができない 山田詠美 高校生必読の本だと思います。

39 ひよこの眼(晩年の子供) 山田詠美 読み終わったら今まで味わったことがない不思議な気持ちになります。

40 舟を編む 三浦しをん 言葉の奥深さを感じ、言葉一つ一つを大切にしたいと思いました。

41 往復書簡 湊かなえ 最後に話が一つにまとまるところが驚かされる。

42 少女 湊かなえ ラストにびっくりさせられます、エピローグまでちゃんと読むことをおすすめします。

43 告白 湊かなえ 過去におきた事件を様々な人の視点でとても面白く描かれている。

44 さがしもの 角田光代 病床のおばあちゃんに頼まれた一冊を求め、奔走した少女を描く。

45 キッチン 吉本ばなな 生きることは淋しい、でも美しいと思う作品。

46 図書館戦争 有川浩 はじめはぶつかり合う二人もいつしか惹かれ合う、いろいろな意味でドキドキしっ放しのラブコメ。

47 阪急電車 有川浩 短編集を読む感覚だが実はちょっとそれぞれからんでいたり、何より知っている地名がでてくるから親近感がわく。

48 植物図鑑 有川浩 路傍で寝てるイケメンを女性が拾うという、初っ端から突拍子もない始まり方。

49 三匹のおっさん 有川浩 子どもの頃から仲の良い三人のおっさん達が協力して、犯人を捕まえる。

50 陽気なギャングが地球を回す 伊坂幸太郎 小さな特殊能力を持った人たちがする愉快な怪盗。
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51 ラッシュライフ 伊坂幸太郎 張り巡らされた伏線と人と人とのつながりがどうなっていくのか…クライマックスは必見です。

52 東京バンドワゴン 小路幸也 明るく、楽しく、時には切なく優しい下町情緒あふれる日常が描かれています。

53 ぼくたちと駐在さんの700日戦争 ママチャリ ブログ小説出身の本で、爆笑できます。

54 限界集落株式会社 黒野伸一 貧しい一つのを主人公が立て直す、エンターテイメント。

55 金曜日のバカ 越谷オサム 笑って少し考えさせられる、ラブコメ短編集。

56 バケモノの子 細田守 自分の世界と隣合わせにある、もしかしたら行けるかもしれない別の世界が心をくすぐります。

57 ぼくらの七日間戦争 宗田理 七日間の大人たちとの戦争を描いた、青春物語。

58 伝えるための教科書 川井龍介 よりよく物事を人に伝えるために、この教科書を手にとってみてください。

59 怖い絵 中野京子 世界で名画と言われている数々の絵、そこに隠された恐ろしい意味を知っていますか。

60 檸檬 梶井基次郎 作者の心情と京都の町並みを丁寧に描写しており、想像力をかきたてる。

61 心に太陽を持て 山本有三 心温まる、勇気の湧いてくる短編集。

62 もの食う人びと 辺見庸 生きること、食べることを見つめ直したくなる一冊。

63 世界がもし１００人の村だったら 池田香代子 世界を身近に感じることができ、考えさせられる作品。

64 ココロの教科書 ひすいこたろう 学校の教科書には載っていないことを教えてくれる。

65 ガラスの地球を救え 手塚治虫 人間は皆、地球の一部だと感じることができる作品。

66 学問のすすめ 福沢諭吉 学問の大切さを知ることができる作品。

67 兎の眼 灰谷健次郎 教師になろうと思っている人は、ぜひ読んでみてください。

68 塩狩峠 三浦綾子 自らの命を犠牲にして大勢の命を救った青年を描いた、生きることの意味を問う作品。

69 友情 武者小路実篤 友情、恋愛、この三角関係の中から何を見つけるのか。

70 泥の河(螢川) 宮本輝 切なくて泣けるくる、戦後の日本の貧しさもとてもよく分かります。

71 春の夢 宮本輝 哲学的でものすごく考えさせられます。

72 芽むしり仔撃ち 大江健三郎 四国の山奥の村落で起きた非日常、とにかく衝撃的。

73 路傍の石 山本有三 ひたむきな少年の成長を描いた物語。

74 人間失格 太宰治 人、生きることを考えさせらる。

75 こころ 夏目漱石 この文章は天からの彩紋である。

76 高瀬舟 森鷗外 森鷗外の理知の中にそこはかとない人間愛が見えてくる。

77 舞姫 森鷗外 森鷗外の実話とも言われている作品。

78 銀河鉄道の夜 宮沢賢治 銀河鉄道に乗って、美しく哀しい夜空の旅をする物語。

79 細雪 谷崎潤一郎 四季が描かれており、日本の美しさを感じる作品。

80 鼻 芥川龍之介 芥川龍之介がいう、ぼんやりした不安、誰もが抱えているはず。

81 雪国 川端康成 新感覚派ならではの、極上の筆致から生まれた大人の恋愛をどうぞ堪能あれ。

82 海と毒薬 遠藤周作 生体解剖実験に関わった中年医師勝呂、人間の罪意識を問うた衝撃の傑作。

83 蟹工船 小林多喜二 過酷な労働を強いられていた彼らが団結・闘争へ、プロレタリア復興の現代に通ず。

84 金閣寺 三島由紀夫 国宝金閣寺焼失、放火犯人は寺の青年僧。その深層へ鬼才三島が迫る。

85 天平の甍 井上靖 放浪の果て高僧鑒真を伴って普照はただひとり故国の土を踏んだ、浪漫的逸品。

86 裸の王様 開高健 無口で無神経そうな少年・太郎が僕の画塾へと連れられてきた、大人の愚かさが表現されている。

87 孤高の人 新田次郎 兵庫出身の最強クライマー加藤文太郎の数奇な生涯を描く、ラストに涙です。

88 海上の道 柳田国男 沖縄の歴史と文化を感じることができます。

89 竜馬がゆく 司馬遼太郎 司馬文学の入り口ともいえる、疾風怒濤の傑作。

90 ハリー・ポッター J･K･ローリング 映画では描かれることがなかったシーンや裏話が原作では読むことができます。

91 ナルニア国ものがたり C･S･ルイス さあ、勇気と好奇心を持って衣装ダンスを開けてみよう、そしてナルニア国を冒険しよう。

92 トワイライト ステファニー･メイヤー あらすじだけで惹かれるほどの魅力。

93 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス 青年やまわりの人々が感じる愛、憎しみ、喜びや孤独に泣けました。

94 星の王子様 サン・テグジュペリ 何度でも読みたくなる作品。

95 アンネの日記 アンネ・フランク 少女の日記だけではない、戦争の記録でもある。

96 ハムレット シェイクスピア 時代を超えて語り継がれる作品。

97 ロミオとジュリエット シェイクスピア 宿命的な二人の悲恋物語。

98 カラマーゾフの兄弟 ドストエフスキー 全ての文学はここから始まるといっても過言でもない。

99 そして誰もいなくなった アガサ･クリスティー 名探偵ポアロを生み出した、アガサ･クリスティーの巧妙なトリックに驚かされます。

100 変身 カフカ 虫になって厄介者となった主人公が転落していく、現代社会にもありえる物語。

☆図書室のカウンター前に、一押し本100選の特設コーナーを設けています！


