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読書術

教養(リベラルアーツ)を極める読書術　哲学・宗教・
歴史・人物伝をこう読む

麻生川 静男／著 ビジネス社 2020.11 019.12/ｱｿ20/ 0015645302

自己肯定感を上げるOUTPUT読書術 アバタロー／[著]
クロスメディア・
パブリッシング

2021.1 019.12/ｱﾊ21/ 0015680390

やってはいけない読書術 石井 貴士／著 きずな出版 2020.7 019.12/ｲｼ20/ 0015341084

読書革命　「本の読み方」で人生が思い通りになる 金川 顕教／著 総合法令出版 2020.12 019.12/ｶﾅ20/ 0015670300

本には読む順番がある　「最初の1冊」から「仕上げ
の1冊」まで

齋藤 孝／[著]
クロスメディア・
パブリッシング

2020.12 019.12/ｻｲ21/ 0015679426

東大理Ⅲスピード読書術　超一級の思考力&情報処
理力を身につける

佐々木 京聖／著 学研プラス 2020.12 019.12/ｻｻ20/ 0015662190

一生忘れない読書　100分で3回読んで、血肉にする
超読書法

ジョン・キム／著 PHP研究所 2020.7 019.12/ｼﾖ20/ 0015536014

人生で大切なことは、すべて「書店」で買える。　20
代で身につけたい本の読み方88

千田 琢哉／著
日本実業出版
社

2021.2 019.12/ｾﾝ21/ 0015738289

インバスケット読書術　限られた時間で成果につな
げる!

鳥原 隆志／著 河出書房新社 2020.7 019.12/ﾄﾘ20/ 0015536022

読書の方程式　インプット・アウトプットが10倍になる 羽田 康祐／著 フォレスト出版 2021.8 019.12/ﾊﾀ21/ 0015867443

人生を変え夢を実現させるための読書術　発想脳を
刺激するすごい読み方

藤由 達藏／著 ユサブル 2021.4 019.12/ﾌｼ21/ 0015801103

情報吸収力を高めるキーワード読書術　質の高い
読書は、「キーワード設定」で決まる

村上 悠子／著 フォレスト出版 2020.4 019.12/ﾑﾗ20/ 0015265945

読書に学んだライフハック　「仕事」「生活」「心」人生
の質を高める25の習慣

印南 敦史／著 サンガ 2020.8 019.9/ｲﾝ20/ 0015536006

言葉である。人間である。　読書術極意 藤沢 周／著 言視舎 2020.10 019.9/ﾌｼ20/ 0015637267

速読

たったの10分!「プチ速読」で読書スピードが2倍にな
る

池江 俊博／著 明日香出版社 2019.5 019.13/ｲｹ19/ 0014934152

日本一の速読教室　2万人以上が効果を実感! 石井 真／著 カンゼン 2018.1 019.13/ｲｼ18/ 0014307805

世界一わかりやすい「速読」の教科書　“速読耳”で
今までの100倍成果が上がる!

斉藤 英治／著 三笠書房 2021.3 019.13/ｻｲ21/ 0015433352

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

2021.4 019.13/ﾂﾉ21/ 0015801079

瞬読ドリル　1日5分見るだけで、1週間で勝手に速く
読める!

山中 恵美子／著
SBクリエイティ
ブ

2020.2 019.13/ﾔﾏ21/ 0015808066

　　　　　※　リストはテーマに関連する本の一部です。
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ブックガイド

青春の本棚　中高生に寄り添うブックガイド 高見 京子／編著
全国学校図書
館協議会

2020.11 019.5/ﾀｶ21/ 0015549959

わたしのなつかしい一冊
池澤 夏樹／編、
寄藤 文平／絵

毎日新聞出版 2021.8 019.9/ｲｹ21/ 0015880867

名著のツボ　賢人たちが推す!最強ブックガイド 石井 千湖／著 文藝春秋 2021.8 019.9/ｲｼ21/ 0015909146

時代を撃つノンフィクション100 佐高 信／著 岩波書店 2021.3 019.9/ｻﾀ21/ 0015681356

一生モノの教養が身につく世界の古典 必読の名
作・傑作200冊

佐藤 優／監修 宝島社 2020.10 019.9/ｻﾄ20/ 0015580558

文庫本千秋楽 坪内 祐三／著 本の雑誌社 2020.11 019.9/ﾂﾎ21/ 0015617269

あなたは読んだものに他ならない 服部 文祥／著 本の雑誌社 2021.2 019.9/ﾊﾂ21/ 0015431133

読書大全　世界のビジネスリーダーが読んでいる経
済・哲学・歴史・科学200冊

堀内 勉／著 日経BP 2021.4 019.9/ﾎﾘ21/ 0015764707

図書館について知る

戦国の図書館 新藤 透／著 東京堂出版 2020.9 010.21/ｼﾝ20/ 0015572092

日本の図書館の歩み　1993-2017

日本図書館協会『日
本の図書館の歩
み:1993-2017』編集
委員会／編

日本図書館協
会

2021.3 010.21/ﾆﾎ21/ 0015781958

図書館文化論 加藤 好郎／著 丸善出版 2021.7 010.4/ｶﾄ21/ 0015903198

たまたま、図書館長。　それはドイツからはじまった 鳥越 美奈／著 郵研社 2020.12 010.4/ﾄﾘ21/ 0015704638

未来の図書館のために 前川 恒雄／著 夏葉社 2020.12 010.4/ﾏｴ21/ 0015681349

図書館を語る　未来につなぐメッセージ 山崎 博樹／編著 青弓社 2021.8 010.4/ﾔﾏ21/ 0015903867

まちづくりと図書館　人々が集い、活動し創造する図
書館へ

大串 夏身／著 青弓社 2021.4 016.21/ｵｵ21/ 0015804354

公共図書館が消滅する日
薬師院 仁志、薬
師院 はるみ／著

牧野出版 2020.5 016.21/ﾔｸ20/ 0015314107

図書館員について知る

すてきな司書の図書館めぐり　しゃっぴいツアーのた
まてばこ

高野 一枝／編著 郵研社 2018.5 010.21/ﾀｶ18/ 0014458210

ROCK司書の図書館ライブ 大林 正智／著 郵研社 2020.9 010.4/ｵｵ20/ 0015580566

魔女っ子司書の自由研究 八巻 千穂／著 郵研社 2020.7 010.4/ﾔﾏ20/ 0015348600

司書のお仕事　お探しの本は何ですか?
大橋 崇行／著、小
曽川 真貴／監修

勉誠出版 2018.4 013.1/ｵｵ18/ 0014540108

司書のお仕事　2　本との出会いを届けます
大橋 崇行／著、小
曽川 真貴／監修

勉誠出版 2020.11 013.1/ｵｵ18/2 0015649569

司書職制度の再構築　日本の図書館職に求められ
る専門性

大城 善盛／著 日本評論社 2019.12 013.1/ｵｵ20/ 0015190218

新編図書館員への招待
塩見 昇、木下 み
ゆき／編著

教育史料出版
会

2020.3 013.1/ｼｵ20/ 0015207160

サブジェクト・ライブラリアン　海の向こうアメリカの学
術図書館の仕事

田中 あずさ／著 笠間書院 2017.12 017.753/ﾀﾅ18/ 0014307789
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