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 武士の娘 筑摩書房 杉本 鉞子 1994.1 289.1//Su38

 熊 : 人類との「共存」の歴史 白水社 Brunner Bernd 2010.9 489.57//B78

板尾創路 （お笑いタレント・俳優・映画監督）  吉原手引草 幻冬舎 松井 今朝子 2009.4 913.6//Ma77//直木

 日の名残り 中央公論社 Ishiguro Kazuo 1990.7 933.7//I73

 The remains of the day Faber and Faber Ishiguro Kazuo 2015 933.7//I73

 わたしを離さないで 早川書房 Ishiguro Kazuo 2008.8 933.7//I73

 空白を満たしなさい 講談社 平野 啓一郎 2012.11 913.6//H66

 Never let me go Faber and Faber Ishiguro Kazuo 2006 933.7//I73

大谷亮平 （俳優・モデル）  火の粉 幻冬舎 雫井 脩介 2003.6 913.6//Sh94

オカダ・カズチカ （プロレスラー）  陸王 集英社 池井戸 潤 2016.7 913.6//I33

門脇麦 （女優）  あの家に暮らす四人の女 中央公論新社 三浦 しをん 2015.7 913.6//Mi67

加藤一二三 （将棋棋士）  福翁自伝 岩波書店 福沢 諭吉 1983.1 289//F85

亀梨和也〈KAT-TUN〉 （歌手・俳優）  覚悟の磨き方 : 超訳吉田松陰 サンクチュアリ出版 池田 貴将 2013.6 289.1//I32

岸田繁〈くるり〉 （ミュージシャン）  水木サンの幸福論 : 妖怪漫画家の回想 日本経済新聞社 水木 しげる 2004.3 726.1//Mi95

國村隼 （俳優）  里山資本主義 : 日本経済は「安心の原理」で動く 角川書店 藻谷 浩介 2013.7 332.107//Mo82

坂口健太郎 （俳優・モデル）  人でなしの恋・孤島の鬼他 岩波書店 江戸川 乱歩 2017.11 913.6//E24//1

桜庭ななみ （女優）  いま、会いにゆきます 小学館 市川 拓司 2003.3 913.6//I14

佐藤優 （作家）  コーヒー・ハウス : 18世紀ロンドン、都市の生活史 講談社 小林 章夫 2000.1 233.06//Ko12

瀬戸康史 （俳優）  思い出トランプ 新潮社 向田 邦子 2014.6 913.6//Mu27//直木

高橋一生 （俳優・歌手）  騎士団長殺し 新潮社 村上 春樹 2019.3 913.6//Mu43//1/1

高橋優 （シンガーソングライター）  星の王子さま 岩波書店 Saint-Exupéry 2000.3 953//Sa22

高畑充希 （女優・歌手）  異類婚姻譚 講談社 本谷 有希子 2016.1 913.6//Mo92//芥川

2019年11月展示　あのひとの、おすすめ本
今回の展示は、芸能､文化､スポーツなど、各界で活躍する有名人のおすすめ本を集めました。出典は本の情報誌『ダ･ヴィンチ』の過去2年分の

インタヴュー記事や、各誌ブックレビューを参考に書籍をピックアップしました。あのひとがこんな本を！という意外な発見ごと、お楽しみください。

杏 （女優・モデル）

猪瀬直樹 （作家）

大倉眞一郎 （ラジオ番組ナビゲーター）
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TAKAHIRO （ダンサー・振付師）  ラ・ロシュフコー箴言集 岩波書店 La Rochefoucauld 1989.12 957//R56

竹内涼真 （俳優・モデル）  心を整える。 : 勝利をたぐり寄せるための56の習慣 幻冬舎 長谷部 誠 2011.3 783.47//H35

 晩夏 角川春樹事務所 今野 敏 2013.2 913.6//Ko75

 欠落 講談社 今野 敏 2013.1 913.6//Ko75

田中達也 （プロサッカー選手）  熱帯 文藝春秋 森見 登美彦 2018.11 913.6//Mo54

塚田僚一〈A.B.C-Z〉 （歌手・俳優）  太陽の季節 新潮社 石原 慎太郎 1956 913.6//I74//芥川

テイ・トウワ （DJ・音楽プロデューサー）
 天才たちの日課 : クリエイティブな人々の
 必ずしもクリエイティブでない日々

フィルムアート社 Currey Mason 2014.12 702.8//C96

中江有里 （女優・脚本家・文筆家）  恋愛中毒 角川書店 山本 文緒 1998 913.6//Y31

野田秀樹 （劇作家・演出家・役者）  夜は終わらない 講談社 星野 智幸 2014.5
913.6//H92//読売文
学

萩原利久 （俳優）  コンビニ人間 文藝春秋 村田 沙耶香 2016.7 913.6//Mu59//芥川

星野源 （音楽家・俳優・文筆家）  王とサーカス 東京創元社 米澤 穂信 2015.7 913.6//Y84

松岡茉優 （女優）  かわいそうだね? 文藝春秋 綿矢 りさ 2011.1 913.6//W47

松重豊 （俳優）  劇場 新潮社 又吉 直樹 2017.5 913.6//Ma71

松下優也〈X4〉 （歌手・俳優）
 新しい道徳
 : 「いいことをすると気持ちがいい」のはなぜか

幻冬舎 北野 武 2015.9 914.6//Ki69

松本穂香 （女優）  サラバ!（上・下） 小学館 西 加奈子 2014.11 913.6//N81//直木

ミムラ （女優・エッセイスト）  この世でいちばん大事な「カネ」の話 理論社 西原 理恵子 2008.12 159.7//Sa17

森永卓郎 （経済アナリスト・大学教授）  日本が売られる 幻冬舎 堤 未果 2018.1 304//Ts94

横浜流星 （俳優・モデル・歌手）  告白 双葉社 湊 かなえ 2008.8 913.6//Mi39

若林拓也 （俳優・モデル）  4 TEEN 新潮社 石田 衣良 2003.5 913.6//I72//直木

若林正恭〈オードリー〉 （お笑いタレント）  大聖堂 中央公論社 Carver Raymond 1990.5 938//C24//3

田中圭 （俳優）

城西大学水田記念図書館


	11月HP用

