
タ イ ト ル 著者名 タ イ ト ル 著者名
1 アウトプットする力 斎藤　孝／著 59 死ねばいいのに 京極　夏彦／著

2 青い鳥 重松　清／著 60 自分勝手で生きなさい 下重　暁子／著

3 赤毛のアン モンゴメリ／[著] 61 車輪の下 ヘッセ／[著]

4 朝読むと元気をくれる56の言葉 西沢　泰生／著 62 少年時代 安野　光雅／著

5 明日も出勤する娘へ ユ　インギョン／著 63 世界から猫が消えたなら 川村　元気／著

6 あなたがスマホを見ているとき、スマホもあなたを見ている。 藤原　智美／著 64 想像ラジオ いとう　せいこう／著

7 あなたの人生をゆたかにしてくれる世界の知恵 植西　聰／著 65 それでも、幸せになれる 鎌田　實／著

8 アルジャーノンに花束を ダニエル・キイス／著 66 大丈夫、誰かに頼ってもいいんです。 青陰　沙莉／監修

9 あん ドリアン助川／著 67 高瀬舟 森　鷗外／著

10 いい女、ふだんブッ散らかしており 阿川　佐和子／著 68 旅ごはん 小川　糸／著

11 怒り　上 吉田　修一／著 69 ダブル・ファンタジー 村山　由佳／著

12 怒り　下 吉田　修一／著 70 だれも知らない小さな国 佐藤　さとる／作

13 悼む人 天童　荒太／著 71 小さいおうち 中島　京子／著

14 1行書くだけ日記 伊藤　羊一／著 72 ちょっと今から仕事やめてくる 北川　恵海／[著]

15 一度きりの人生だから 伊集院　静／著 73 ＴＵＧＵＭＩ　つぐみ 吉本　ばなな／著者

16 異邦人 アルベール・カミュ／著 74 ツナグ 辻村　深月／著

17 有頂天家族　[1] 森見　登美彦／著 75 Day to Day 講談社／編

18 絵のない絵本 アンデルセン／[著] 76 定年後、うまくいく人いかない人 保坂　隆／著

19 おじさんはどう生きるか 松任谷　正隆／著 77 共喰い 田中　慎弥／著

20 大人の男の遊び方 伊集院　静／著 78 永い言い訳 西川　美和／著

21 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原　理恵子／著 79 なぜ星付きシェフの僕がサイゼリヤでバイトするのか? 村山　太一／著

22 風に舞いあがるビニールシート 森　絵都／著 80 怠けてるのではなく、充電中です。 ダンシングスネイル／著

23 数えないで生きる 岸見　一郎／著 81 なんか勝手に人生がよくなるやめることリスト 本田　晃一／著

24 彼女がその名を知らない鳥たち 沼田　まほかる／著 82 人間失格 太宰　治／[著]

25 鎌田式「にもかかわらず」という生き方 鎌田　實／著 83 人間であることをやめるな 半藤　一利／著

26 ガメ・オベールの日本語練習帳 ジェームズ・フィッツロイ／著 84 ノルウェイの森　上 村上　春樹／著者

27 カレー沢薫のワクワク人生相談 カレー沢薫／著 85 ノルウェイの森　下 村上　春樹／著者

28 キッドナップ 藤田　宜永／著 86 博士の愛した数式 小川　洋子／著

29 きみにしか聞こえない 乙一／[著] 87 働く女性に贈る27通の手紙 小手鞠　るい／著

30 君の膵臓をたべたい 住野　よる／著 88 バブルノタシナミ 阿川　佐和子／著

31 君は噓つきだから、小説家にでもなればいい 浅田　次郎／著 89 半落ち 横山　秀夫／著

32 きみはポラリス 三浦　しをん／[著] 90 火花 又吉　直樹／著

33 キャッチャー・イン・ザ・ライ Ｊ．Ｄ．サリンジャー／〔著〕 91 100回泣くこと 中村　航／著

34 97歳の悩み相談 瀬戸内　寂聴／著 92 風味絶佳 山田　詠美／著

35 教団X 中村　文則／著 93 ふがいない僕は空を見た 窪　美澄／[著]

36 嫌われ松子の一生 山田　宗樹／著 94 ふつうでない時をふつうに生きる 岸本　葉子／著

37 桐島、部活やめるってよ 朝井　リョウ／著 95 プリンセス・トヨトミ 万城目　学／著

38 銀の匙 中　勘助／作 96 ベリィ・タルト ヒキタ　クニオ／著

39 苦役列車 西村　賢太／著 97 変身 カフカ／[著]

40 愚行録 貫井　徳郎／著 98 星の王子さま サン=テグジュペリ／作

41 くちびるに歌を 中田　永一／著 99 星の巡礼 パウロ・コエーリョ／[著]

42 悔しみノート 梨うまい／著 100 ほしのはじまり 星　新一／著

43 クローズド・ノート 雫井　脩介／著 101 ほほえみを忘れずに。ルンルンでいきましょう 美輪　明宏／著

44 劇場 又吉　直樹／著 102 本日は、お日柄もよく 原田　マハ／著

45 ケモノの城 誉田　哲也／著 103 幕張少年マサイ族 椎名　誠／著

46 鴻上尚史のますますほがらか人生相談 鴻上　尚史／著 104 三十路女は分が悪い 壇　蜜／著

47 心屋仁之助のずるい生き方 心屋　仁之助／著 105 みらいめがね 荻上　チキ／著

48 ご本,出しときますね? BSジャパン／編 106 むしろ、考える家事 山崎　ナオコーラ／著

49 これでもいいのだ ジェーン・スー／著 107 百瀬、こっちを向いて。 中田　永一／著

50 斎藤一人 神的まぁいいか 斎藤　一人／著 108 やわらかなレタス 江國　香織／著

51 さくら 西　加奈子／著 109 夢は薬諦めは毒 佐伯　チズ／[著]

52 さくら色 咲乃　月音／著 110 夢十夜 夏目　漱石／著

53 作家の贅沢すぎる時間 伊集院　静／著 111 ユリゴコロ 沼田　まほかる／著

54 ざらざらをさわる 三好　愛／著 112 夜のピクニック 恩田　陸／著

55 三人三昧 清水　ミチコ／著 113 夜は短し歩けよ乙女 森見　登美彦／著

56 死という最後の未来 石原　慎太郎／著 114 楽園のカンヴァス 原田　マハ／[著]

57 幸せな人生のつくり方 坂東　眞理子／著 115 Little DJ 鬼塚　忠／著
58 69 村上　龍／著 116 レ・ミゼラブル　1 ヴィクトール・ユゴー／著

「読書週間２０２１」　一覧



タ イ ト ル 著者名 タ イ ト ル 著者名
117 レ・ミゼラブル　2 ヴィクトール・ユゴー／著

118 レ・ミゼラブル　3 ヴィクトール・ユゴー／著

119 レ・ミゼラブル　4 ヴィクトール・ユゴー／著

120 レ・ミゼラブル　5 ヴィクトール・ユゴー／著

121 若者がうらやましがる老人になってやろう 帯津　良一／著

122 私は夕暮れ時に死ぬと決めている 下重　暁子／著

123 私の男 桜庭　一樹／著

124 わりなき恋 岸　惠子／著

「読書週間２０２１」　一覧


