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　※各ジャンル内、下へ行くほど、読みごたえのある（読みにくい？）本になります。（ノンフィクションは除く）

中には「どれも同じくらい軽い」のもありますが。

◆読み慣れてないので、軽いのからお願いします。

◆一人の作家さんが書いた短編集は？

◆子供の頃に

◆青春！の一冊

◆スポーツ・団体

◆バディ物

◆勧善懲悪／人との関わり方

◆サバイバル

◆動物もの

◆おいしい食べ物と謎解きと

◆小説から社会を見よう

◆対比して読むと面白い（かも？）

◆お仕事系小説

◆ノンフィクションでがっつり現実を

◆読み慣れてないので、軽いのからお願いします。

5 分で読める! ひと駅ストーリー 各編 <ミステリ> 品質の差はばらばらだけど、軽く読めます。

もっとすごい！10 分間ミステリー 5 分の次は 10 分。慣れていきましょう。

◆一人の作家さんが書いた短編集は？

短劇 坂木司 かなり読み応えありますが、途中からかなり

傾向が変わってきます。

東京バンドワゴンシリーズ 小路 幸也 実は 8 作品も出てる連作短編です（一部長編

有)

コンビニたそがれ堂#1～3 村山早紀 かなり泣けました。大人の方が泣ける、うん。

賢者の贈り物 石持浅海 他にも「人柱はミイラと出会う」「Ｒのつく月には

気をつけよう」など発想が面白い！

バスジャック 三崎亜紀 訳わからん世界観。でもクセになる・・・。

他に「となり町戦争」「失われた町」「刻まれない

明日」「廃墟建築士」などなど・・・。

◆青春！の一冊

キケン！ 有川浩 学生生活の醍醐味！バカやらないと

鴨川ホルモー／ホルモー六景 万城目 学 京都の大学生活って・・・バカやなぁ。

４ TEEN／６ TEEN 石田衣良 少年4人の忘れられない思い出

大きな音が聞こえるか　 坂木司 アマゾンのポロロッカの波に乗る！

上と外 恩田陸 夏期休暇の家族旅行で訪れた南米からの脱出



◆スポーツ・団体

武士道シックスティーン/17/18 誉田哲也 剣道でぶつかる２人の少女の 3年間。

風が強く吹いている 三浦しをん 箱根駅伝に挑戦！

サクリファイス／エデン／サヴァイブ／キア

ズマ／

近藤史恵 競技自転車の世界。

→もっと気楽が良いなら「追い風ライダー（米津

一成）
死のロングウォーク スティーブンキン

グ
５０人の少年がひたすら歩き続ける。最後の一
人になるまで。

◆バディ（相棒）物

子羊の巣／青空の卵／動物園の鳥 坂木司 ひきこもり探偵と僕の物語

 NO.6〔ナンバーシックス〕 あさの あつこ 人が人を管理する社会。#1～#6/beyond 

まほろ駅前シリーズ（多田便利軒／番外地

／狂騒曲)

三浦しをん 多田と行天の貧乏ライフ

◆勧善懲悪／人との関わり方

妖怪アパートの幽雅な日常 1～10巻＋＠ 香月 日輪 様々な価値観の人と知り合おう。世界は広がる。

三匹のおっさん／ふたたび 有川浩 還暦過ぎても街は守る！

てふてふ荘へようこそ 乾ルカ 格安アパートには同居人がいる・・・。

虹の岬の喫茶店 森沢明夫 おいしいコーヒーをどうぞ。

パレード 吉田修一 ルームシェアしてるけどつながらない彼ら。

アンジャーネ 吉永 南央 外国人向けのアパートの管理人になった僕

MOMENT/ＷＩＬＬ 本多孝好 病院の清掃員の僕と葬儀屋の彼女。

◆サバイバル

海の底 有川浩 巨大ザリガニっすよ！神奈川に！！

日本沈没 小松左京 日本人の尊厳と存続をかけて。

◆動物もの

旅猫レポート 有川浩 猫の僕とあいつの旅の目的地は・・・

ペットのアンソロジー！ 近藤史恵編 ペットにまつわる良品ばかり。

ソウルメイト 馳 星周 犬の為、夜遊びやめて八ヶ岳へ引っ越した

シートン（探偵）動物記 柳　広司 シートン先生って名探偵だったのね。

戦場で出会った子犬の物語 ジェイ・コペルマ

ン, メリンダ・ロス

イラク戦争から生還した子犬。実話です。

ウォッチャーズ Dクーンツ ラブラドルレトリバーがいとおしい。

◆おいしい食べ物と謎解きと

ふたたびの虹/竜の涙 柴田よしき 旬の素材を扱う小料理屋が舞台。

和菓子のアンソロジー 坂木司編 色々な作家さんが書いた和菓子の話

タルト・タタンの夢／ヴァン・ショーをあなたに 近藤史恵 フレンチビストロのオーナーが謎解きを

香菜里屋シリーズ 北森鴻 旨いビールと料理は垂涎もの！

花の下にて春死なむ／桜宵／螢坂／香菜里



屋を知っていますか

◆小説から社会を見よう

レインツリーの国 有川浩 聴覚障害とは思いやりとは

君たちに明日はない１～４ 垣根良介 リストラ担当者が見る人の適正とは

アコギなのかリッパなのか／さくら聖・咲く 畠中恵 議員事務所でバイトの大学 4年生

幽霊人命救助隊 高野 和明 自殺しようとする人をメガホンで応援！
その数１００人！

砂漠の悪魔 近藤史恵 中国の砂漠にいた悪魔の正体は。

空飛ぶタイヤ／下町ロケット／半沢直樹 池井戸潤 文章は読みづらい。がんばって。

閉鎖病棟 帚木 蓬生 外にいる人はみな正常なのか？古い作品です
が、「カッコーの巣の上で(DVD）」と一緒に。

手紙 東野圭吾 犯罪者はどこまでいっても犯罪者、そう思わせ
る世間の冷たさ。

◆対比して読むと面白い（かも？）

何者 朝井リョウ ⇔シューカツ！（石田衣良)

　就職活動の参考に。

ハートブレイクレストラン 松尾由美 ⇔静おばあちゃんにおまかせ(中山七里)

　謎解きの相談はおばあちゃんに。

ゴールデンスランバー 伊坂幸太郎 ⇔笑う警官（佐々木譲）

　誰が敵か？味方か？？

ようこそ我が家へ 池井戸潤 ⇔火の粉（雫井脩介）

　ふとした行動に相手が豹変？！

生存者ゼロ 安生正 ⇔黒い春（山田宗樹）

　まさか、の下降線。読みやすいけどね。

渚にて ネビル・シュート ⇔終末のフール（伊坂幸太郎）

　人類最期のとき、人間でいるためには・・・。

輝く夜 百田尚樹 ⇔聖い夜の中で（仁木悦子）

　クリスマス対決！ノエル（道尾秀介）も！

◆お仕事系小説

切れない糸 坂木司 クリーニング店を継いだ大学生。

仕事へのこだわりとは？

成風堂書店シリーズ 大崎梢 配達あかずきん／晩夏に捧ぐ／サイン会はい

かが？／ようこそ授賞式の夕べに

井辻くんシリーズ（出版社シリーズ） 大崎梢 平台はおまちかね／背表紙は歌う

神様のカルテ 1～3 夏川草介 医者とは、医学とは。

神去なぁなぁ日常／夜話 三浦しをん WoodJobで映画化！　林業と村世界を

窓際ドクター 川渕圭一 人に寄り添う医学とは

ローカル線で行こう 真保裕一 第三セクターの赤字鉄道の再生物語

　→デパートを舞台の「デパートへ行こう」も

◆ノンフィクションでがっつり現実を

絶対貧困 石井光太 世界の貧困をご紹介します。

エンジェルフライト 国際霊柩送還士 佐々 涼子 羽田空港や NEWSの見方が変わります。

あなたのまわりの「コミュ障」な人たち 姜昌勲 コミュ障とどうつきあうか

良心をもたない人たち―

25 人に 1 人という恐怖 

マーサ スタウト 他人に関心がない、世の中の面白みを感じな

い、そんな人は 1/25 人。



迷惑行為はなぜなくならないのか? 

「迷惑学」から見た日本社会

北折充隆 電車内での携帯は NG？化粧は？リュック

は？？違法駐車は？

カネを積まれても使いたくない日本語 内館牧子 最近 TVによく出る字幕を見るのが面白くなる。

その話し方がクレームを生む 小林作都子 言葉遣いは社会すべてに関係します。

他にも「そのバイト語はやめなさい」も。

志の輔・宗久 風流らくご問答 立川 志の輔,

玄侑 宗久

「風流」という言葉について。

「考えない練習（小池龍之介）」もお勧め。

イマジネーション 赤川次郎 エッセイですが、良い話です。想像と思いやり

が欠けた今の時代に。
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