
「寝ころがって漫画本を見たり、電車の中で週刊誌を読んだりすることは、勝義の読書には含まれない」展示図書一覧   
2016.10　中部学院大学附属図書館

No. 書名 著者 出版社 所在 請求記号 資料ID
1 レバレッジ・リーディング : 100倍の利益を稼ぎ出すビジネス書「多読」のすすめ 本田直之著 東洋経済新報社 各務原図一般図書 019.12||HO 110184194

2 読書の技法 : 誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門 佐藤優著 東洋経済新報社 各務原図一般図書 019.12||SA 110171608

3 ビジネスに効く最強の「読書」 : 本当の教養が身につく108冊 出口治明著
日経BP社/日経BP
マーケティング (発売)

各務原図一般図書 019.9||DE 110182128

4 「問い」の読書術 (朝日新書:477) 大澤真幸著 朝日新聞出版 各務原図一般図書 019.9||OS 110174955

5 書評家「狐」の読書遺産 (文春新書:552) 山村修著 文藝春秋 各務原図一般図書 019.9||YA 110130101

6 学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方
サンキュー
タツオ著

角川学芸出版/角
川グループパブ
リッシング (発売)

各務原図一般図書 813.1||SA 110180076

7 教養は「事典」で磨け : ネットではできない「知の技法」 (光文社新書:768) 成毛眞著 光文社 各務原図一般図書 KS||768 110185330

8 生涯を賭けた一冊
紀田順一郎
著

新潮社 各務原図集密 019||KI 110177047

9 生きるということ : 読書による道案内 (岩波ジュニア新書:126) 宮田光雄著 岩波書店 各務原図集密 IJ||126 130004139

10 本の読み方上達法 (現代人コトバシリーズ:2)
大久保忠利,
井上尚美編
著

あゆみ出版 関図1階書庫(和) 019.1||OK 130030141

11 読む技術 : 速読・熟読・自在読みのマニュアル (ことばの訓練教室) 前園主計著 日本経済新聞社 関図1階書庫(和) 019||M4 110000942

12 何を読むべきか : 立体的読書のすすめ (グリーン・ブックス:7) 佐藤忠男著 大和出版 関図1階書庫(和) 019||SA 110141235

13 読書術 (岩波現代文庫:社会 ; 24) 加藤周一著 岩波書店 関図2階文庫本 019.12||KA 130021250

14 読書の腕前 (知恵の森文庫:[tお10-1]) 岡崎武志著 光文社 関図2階文庫本 019.12||OK 110169149

15 読書論
亀井勝一郎
著

旺文社 関図2階文庫本 019||K||3 110052464

16 読書について
A.Schopenh
auer著/斎
藤忍随訳

岩波書店 関図2階文庫本 019||S||4 110052465

17 読書の旅 : 愛書家に捧ぐ (講談社文庫) 森本哲郎 講談社 関図2階文庫本 019||モ 130001096

18 図書館員に勧めたいこの1冊
日本図書館
協会出版委
員会編

日本図書館協会 関図3階一般図書 010.31||NI 110114511

19 耳で読む読書の世界 : 音訳者とともに歩む 二村晃著 東方出版 関図3階一般図書 015.17||FU 110157515

20 人生読本 : 読書術 河出書房新社 関図3階一般図書 019.04||D1 110000960

21 ホンの幸せ 氷室冴子 集英社 関図3階一般図書 019.04||H1 110049158

22 読書大全 植田康夫編 講談社 関図3階一般図書 019.04||U1 110000963

23 いつも読みたい本ばかり 渡辺一枝著 講談社 関図3階一般図書 019.04||W1 110000974

24
読書は1冊のノートにまとめなさい : 100円ノートで確実に頭に落とすインストール・リーディン
グ (Nanaブックス:0076)

奥野宣之著
ナナ・コーポレー
ト・コミュニケーショ

関図3階一般図書 019.12||OK 110144575

25 知的読書術100のヒント : こうすれば知的財産は蓄積できる (Kou business) 岩崎隆治著 こう書房 関図3階一般図書 019.2||I1 110001028

26 青春読書遍歴 : 大学時代に何を読んだか 佐高信著 講談社 関図3階一般図書 019.5||S8 110019954

27 20代に読みたい名作 林真理子著 文藝春秋 関図3階一般図書 019.9||HA 110151658

28 ホンのひととき : 終わらない読書 中江有里著 毎日新聞社 関図3階一般図書 019.9||NA 110181940

29 書物耽溺 谷沢永一著 講談社 関図3階一般図書 019.9||TA 110101115

30 ぼくが読んだ面白い本・ダメな本そしてぼくの大量読書術・驚異の速読術 立花隆著 文藝春秋 関図3階一般図書 019.9||TA 110094916



No. 書名 著者 出版社 所在 請求記号 資料ID

31 書物から読書へ

ロジェ・シャルチ
エ編/水林章,
泉利明, 露崎俊
和訳

みすず書房 関図3階一般図書 019||CH 110114545

32 本の「使い方」 : 1万冊を血肉にした方法 (角川oneテーマ21:D-42)
出口治明
[著]

KADOKAWA 関図3階一般図書 019||DE 110182950

33 私はこうして読書をたのしんだ 池内紀著 中央公論社 関図3階一般図書 019||I3 110000934

34 <超>読書法 小林信彦著 文藝春秋 関図3階一般図書 019||KO 110077013

35 読書会の周辺 久保輝巳著 菁柿堂 関図3階一般図書 019||KU 110102201

36
脳のメカニズムからみた速読法 : 情報過剰時代・マルチメディア時代の右脳&左脳活用術
(三一新書:1106)

栗田伸一著 三一書房 関図3階一般図書 019||KU 130006956

37 私の読書法 (松田道雄の本  第15巻) 松田道雄著 筑摩書房 関図3階一般図書 019||M3 110000940

38 東大生はどんな本を読んできたか : 本郷・駒場の読書生活130年 (平凡社新書:394) 永嶺重敏著 平凡社 関図3階一般図書 019||NA 110164303

39 本の話をしよう
長田弘著/江
國香織 [ほか

晶文社 関図3階一般図書 019||OS 110102108

40 人は本なしには生きられない : 活字からのメッセ-ジ 清水英夫著 サイマル出版会 関図3階一般図書 019||S3 110000955

41 本の虫 : その生態と病理--絶滅から守るために
スティーヴ
ン・ヤング著
/薄井ゆうじ

アートン 関図3階一般図書 019||ST 110103482

42 ビブリオバトル : 本を知り人を知る書評ゲーム (文春新書:901) 谷口忠大著 文藝春秋 関図3階一般図書 019||TA 110176282

43 ぼくはこんな本を読んできた : 立花式読書論、読書術、書斎論 立花隆著 文藝春秋 関図3階一般図書 019||TA 110100619

44 電子書籍元年 : iPad & キンドルで本と出版業界は激変するか? 田代真人著
インプレスジャパン
/インプレスコミュ
ニケーションズ (発

関図3階一般図書 023||TA 110155003

45 読書療法 阪本一郎著 明治図書 関図3階一般図書 146.8||S3 110003679

46 拡大読書器であなたも読める!書ける! : 選び方・使い方のポイント. 大活字版 (情報バリアフ 森田茂樹著 大活字 関図3階一般図書 369.275||MO 110110188

47 障害者の読書と電子書籍 : 見えない、見えにくい人の「読む権利」を求めて

日本盲人社
会福祉施設
協議会情報
サービス部会

小学館 関図3階一般図書 369.275||NI 110184744

48
大学生 : キャンパスの生態史 (リーディングス日本の高等教育:3. Tamagawa University
Press higher education reader series)

橋本鉱市編
集

玉川大学出版部 関図3階一般図書 377.08||RI 110156510

49 新明解国語辞典 : 第6版, 机上版
山田忠雄
[ほか] 編

三省堂 関図3階一般図書 813.1||YA 110110348

50 クリティカル・リーディング入門 : 人文系のための読書レッスン (アカデミック・スキルズ) 大出敦著
慶應義塾大学出版
会

関図3階一般図書 817.5||OI 110187051

51 書く力は、読む力 (祥伝社新書:380)
鈴木信一
[著]

祥伝社 関図3階一般図書 817.5||SU 110182819

52 青空文庫全 : もう一つの読む自由 [テキスト]
青空文庫編
著

青空文庫 関図3階一般図書 908||AO 110140724

53 本の運命 井上ひさし 文藝春秋 関図3階一般図書 914.6||IN 110097330

54 本は寝ころんで 小林信彦著 文芸春秋 関図3階一般図書 914.6||K19 110019922

55 古事記の読み方 : 八百万の神の物語 (岩波新書:新赤版 864) 坂本勝著 岩波書店 関図3階新書 IS||864 130008442

56 私の読書 (岩波新書:黄版 246)
「図書」編集
部編

岩波書店 関図3階新書 IY||246 110158518

57 活字のサーカス : 面白本大追跡 (岩波新書:黄-389) 椎名誠著 岩波書店 関図3階新書 IY||389 110173382



No. 書名 著者 出版社 所在 請求記号 資料ID
58 読書こぼればなし : 一月一話 (岩波新書:黄-54) 淮陰生著 岩波書店 関図3階新書 IY||54 110158517

59 速読の科学 : どこまで速く読めるか (ブル-バックス) 佐藤泰正著 講談社 関図3階新書 KB||732 130002537

60 生きることと読むことと : 「自己発見」の読書案内 (講談社現代新書) 中野孝次著 講談社 関図3階新書 KG||1192 130000759

61 悪の読書術 (講談社現代新書:1684) 福田和也著 講談社 関図3階新書 KG||1684 130008490

62 日本書紀の読み方 (講談社現代新書:1709)
遠山美都男
編/遠山美
都男[ほか]

講談社 関図3階新書 KG||1709 130010038

63 本はどう読むか (講談社現代新書  297) 清水幾太郎 講談社 関図3階新書 KG||297 130003420

64 素読のすすめ (講談社現代新書) 安達忠夫著 講談社 関図3階新書 KG||839 130002310


