
No. 書名 著者 出版社 おすすめの理由 応募者

1 アートオブJ.C.ライエンデッ
カー

J.C.ライエンデッカー／画
ローレンス・カトラー、
ジュディ・ゴフマン・カト
ラー／著

マール社 1800年代後半から1900年代前半に活
躍したJ.C.ﾗｲｴﾝﾃﾞｯｶｰの画集。雑誌の
表紙をたくさん手がけており、とても人
気がありました。これが発売された時
は、ツイッターでもスーツのイケメンがた
くさん拝めるぞ！と話題になったそうで
す（笑）

うみ子

2 愛の讃歌　エディット・ピア
フが生きた時代

加藤登紀子 東京ニュース
通信社

加藤登紀子がピアフについて書いてい
て興味深い。ピアフは晩年不遇だった
けど、こんな風に生きれたら素敵。

紅の豚

3 朝ドラの55年 NHKドラマ番組部／監修 NHK出版 「芋たこなんきん」がすきだったのです
が、DVDにもなっておらず再放送もしな
いので借りました。再放送しないかな？

能年玲奈

4 Another 綾辻行人 角川書店 最初から最後までミステリアスで謎もと
けない所が好き!!アニメを見ていてハ
マった。ミサキという少年もまぎらわし
いような事を言っているところがいい!!

バルサミコ
酢

5 あなたの猫、お預かりしま
す

蒼井上鷹 実業之日本社 犬、猫、メダカ…。ペットにまつわる人間
たちの悲喜こもごも。当のペットたちは
何を思っているのでしょう。

鈴丸

6 あらしのよるにシリーズ きむらゆういち／作
あべ弘士／絵

講談社 アニメ化され昨年は歌舞伎にもなりまし
た。オオカミとヤギが周りに反対されて
も友情を貫こうとする姿は胸を打ちま
す。

決定！

NUKUI AWARD 2016

100票もの投票をいただいた

「NUKUI AWARD 2016」。

たくさんのご応募ありがとうございました！

投票で寄せられたオススメの本の数々、

ぜひご覧ください。



No. 書名 著者 出版社 おすすめの理由 応募者

7 アルスラーン戦記 荒川弘／漫画
田中芳樹／原作

講談社 原作の次巻が最終巻でどのようなラス
トを迎えるか楽しみであります。

3期希望

8 生きもののヘンな顔 小宮輝之／監修
ネイチャー・プロ編集室
／構成・文

幻冬舎 ウーパールーパーの正面の顔がまぬ
けでかわいい。

のんたん

9 イザベラ・バードの日本紀
行

イザベラ・バード 講談社 明治初めのころの日本の農村の様子
が書かれていて、現代とはあまりにも
違うのに驚いた。

10 居眠り磐音江戸双紙シ
リーズ

佐伯泰英 双葉社 解説で、読み始めたらやめられないと
書いてあったが、本当。続編を楽しみに
している。

11 失われた世界 アーサー・コナン・ドイル 光文社ほか これぞ冒険小説！新聞記者マローン
は、チャレンジャー教授とともに、恐竜
が生存するという秘境を目指す。作者
はホームズの生みの親、コナン・ドイ
ル。100年以上前に書かれた古典SFが
新訳で楽しめます。

12 有頂天家族 森見登美彦 幻冬舎 たぬきが可愛くて、文章が可愛くてほっ
こりします。

えむちゃん

13 海色のANGEL 手塚治虫／原案
池田美代子／作
尾谷おさむ／絵

講談社 ブランとシュシュがかわいい！ ひまわり様

14 うるうのもり 小林賢太郎 講談社 児童本だけど、大人の方にも読んでみ
てほしいから。

こば

15 AKB48白熱論争 小林よしのり、
中森明夫、
宇野常寛、
濱野智史

幻冬舎 AKBよりモー娘。が好きだけど、過熱す
るアイドル業界を知るにはおすすめ。

まーちゃん

16 オイディプスの刃 赤江瀑 角川春樹事務
所

妖刀に運命を狂わされた人々の物語。
残酷で美しい世界戦にひきこまれまし
た。

ねりまる子

17 黄金の雨は知っている 藤本ひとみ／原作
住滝良／文

講談社 自分のできることを最大限にいかして
いるから。

本好
きー！

18 オウリィと呼ばれたころ 佐藤さとる 理論社 コロボックルシリーズを書いた佐藤さと
るってどんな人なんだろう？コロボック
ルの秘密がわかるかも。

ページ

19 置かれた場所で咲きなさ
い

渡辺和子 幻冬舎 身近で気付かない事にハッとさせられ、
反省する事が多い。

2 ページ
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20 おばけマンション　シリー
ズ

むらいかよ ポプラ社 それは、いろんなおはなしがでていて
おもしろいからです。

サラマン
ダー

21 海賊とよばれた男 百田尚樹 講談社 こんなにすばらしい日本人がいたことを
今まで知らなくて、そのことを知ることが
できてよかった。映画より本がよかっ
た。

ちっちこ

22 海賊とよばれた男 百田尚樹 講談社 人生あきらめてはいけない事を学ん
だ。

23 科学漫画サバイバルシ
リーズ

洪在徹／文
李泰虎／絵、ほか

朝日新聞出版 マンガでいろいろなことをしれる。 SINYa

24 華氏451度 レイ・ブラッドベリ 早川書房 新訳・新装版を読みました。原文に近
い文章表現で詩的です。本を燃やすと
いう文章だけでも美しさとはかなさを感
じました。とても心酔しました。

せいぎちょ
うじん（6）

25 カブキブ！ 榎田ユウリ KADOKAWA 歌舞伎を部活でやってみようなんて、考
えたこともなかったけど、自分の学校に
もしあったらやってみたかった！登場人
物も魅力的。4月からアニメもやるよ!!

ぬくいねり
のすけ

26 果報者ササル ジョン・バージャー、
ジャン・モア

みすず書房 イギリスの田舎に実在した医師の話。
地域医療に携わってきた医者、ササル
と彼が観てきた人々を静かに描いた作
品で、医療のあり方、人としての生き方
を考えさせられた。

ぬくいねり
のすけ

27 きえた!?かいけつゾロリ 原ゆたか ポプラ社 すっごいわらえるから。 オカユウ

28 寄生虫ビジュアル図鑑 濱田篤郎／監修 誠文堂新光社 目黒の寄生虫博物館に行った後に読
みました。気持ち悪いけど、気になって
読んじゃう！

回虫

29 恐竜1億年 リチャード・マースティン
／作
福井典子／絵

岩崎書店 かわいいです。 なずしたと
もこ

30 ぐつぐつ、お鍋 阿川佐和子、ほか 河出書房新社 冬はお鍋！ あいちゃん

31 芸術家列伝 hABU 白水社 中世からルネサンスの芸術の歴史作
品など美術的におもしろい。

mabamu
KAZUKO

32 藝人春秋 水道橋博士 文藝春秋 ゴシップ大好き。 浅草キッド
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33 獣の奏者 上橋菜穂子 講談社 獣と心をつなぐところ。 清宮大河

34 コンビニ人間 村田沙耶香 文藝春秋 現状の若者？の世間からの視線が悲
しくも笑える。

35 サバイバル入門
マジックツリーハウスシ
リーズ

メアリー・ポープ・オズ
ボーン、
ナタリー・ポープ・ボイス

KADOKAWA 自分もぼうけんしているみたいでおもし
ろいから。

ゆいにゃん

36 さよなら、ニルヴァーナ 窪美澄 文藝春秋 この作者が好きなことと、ニルヴァーナ
の言葉は？と思い手にとりました。実際
の少年Ａを思いうかべ本の中の女性達
の心情もおもしろかったです。

きなな

37 JB論　ジェイムズ・ブラウン
闘論集1959-2007

ネルソン・ジョージ
アラン・リーズ／編著

スペースシャ
ワーブックス

読みごたえバッチリ。 ゲロッパ

38 時代劇ベスト100 春日太一 光文社 時代劇の研究をしている著者（なかな
かのイケメン）が、解説。時代劇を見た
ことのない人が増えているので、またテ
レビでやってほしい。

光圀

39 ジブリの世界を創る 種田陽平 KADOKAWA 宮崎駿さん以降のジブリが気になる！ ナウシカ

40 シャイローがきた夏 フィリス・レイノルズ・ネイ
ラー／著
岡本順／画

あすなろ書房 子犬を思う少年の気持ちが読む者の胸
に伝わってくる。

H.SEKI

41 小説　鋼の錬金術師 荒川弘／原作
井上真／著

エニックス いつ読んでも面白い!!面白い。他に理
由はいらない。

実写化
（笑）。

42 少年探偵響 秋木真／作
しゅー／絵

KADOKAWA 絵もおもしろい。ワクワクしてたのし
い！

はるまっ
きー

43 ジョジョの奇妙な冒険 荒木飛呂彦 集英社 効果音がおもしろいからだッ!! D様のしも
べ

44 ジョン・カーペンター　恐怖
の倫理

鷲巣義明／監修 洋泉社 恐怖映画最高！ 物体X

45 白い生きもの図鑑 小宮輝之／監修
ネイチャー&サイエンス／
編

河出書房新社 表紙のオコジョさんのかわいらしさにや
られました。他にも、青や赤などシリー
ズがあり、どれもたまりません。

ぺろりん

46 スターすっぱだか列伝 澤井健 洋泉社 アンジーや、リンジー・ローハンなどの
お騒がせセレブを紹介。一緒に映画も
紹介しているのでおもしろい。

どりゅーば
りねこ
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47 西武鉄道の百年 日本鉄道車両研究会 彩流社 でんしゃだいすき。 たっくん

48 せかいいちのねこ ヒグチユウコ 白泉社 好きな人と一緒にいたくてがんばるにゃ
んこが本当にかわいいです。どうか坊
ちゃんも同じ気持ちであってほしいなぁ
と思いました。

すな。

49 世界で一番美しい劇場 エクスナレッ
ジ

世界旅行は難しいけれど、この本を見
ていると豊かな気持ちになります。

アオイ

50 せなか町から、ずっと 斉藤倫／著
junaida／画

福音館書店 児童のよみものではありますが、詩人
である著者が紡ぐ美しい言葉の世界は
大人でも魅了されます。せなか町でお
きたすこしふしぎな物語を楽しんで下さ
い。

おなか村

51 ゼロ！ 片野ゆか 集英社 すごいから！おもしろいから！読んで
いるとうれしかったりするから！

ふくろうさ
ん

52 空鉄今昔
昭和から平成へ空から見
る鉄道変遷

吉永陽一、花井健朗／
撮影・文

講談社 今見ている景色は、ずっと同じではない
んだと思いました。電車好きは、今見て
いる景色と電車を一緒に撮影して後世
に平成の景色を残そう。

キハ40

53 空は僕を誰とも比べない HABU PHP研究所 HABUさんの空の写真と、そえられた言
葉がよかった。

N

54 ダイオウイカと深海の生物  NHKスペシャル深海プロ
ジェクト／監修

学研パブリッ
シング

深海はロマン！ダイオウイカの目が大
好きです。いつか深海に行きたいな。

ラブカ

55 宝塚歌劇　華麗なる100年 朝日新聞出版／編 朝日新聞出版 何故、もっとはやく宝塚を見に行かな
かったのか！

あーさ

56 宝塚というユートピア 川崎賢子 岩波書店 限られた時間を宝塚で輝くスターたち
は、本当に素敵です。

すみれ

57 立川談志　最後の大独演
会

立川談志／著
ビートたけし／お客
太田光／お客

新潮社 CDもついていてとってもお得な一冊。
ツービートと爆笑問題、テレビではでき
ない企画がもりだくさん。お笑い好きに
はたまりません。

爆笑問題
カーボーイ

58 魂の演技レッスン22 ステラ・アドラー フィルムアート
社

役者の志がかいてある。ベンキョウに
なる。

59 誰がために鐘を鳴らす 山本幸久 KADOKAWA ちょっと気がめいっているときに読んで
みよう。笑って泣いて気分転換。男子
高校生の部活ものです。

レベッカ.D

60 ダンゴムシに心はあるの
か　新しい心の科学

森山徹 PHP研究所 虫にも心はあると思う。 ごんた
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61 談志が遺した落語論 立川談志 dZERO もう談志がいないなんて信じられない
…。

イリュー
ジョン

62 談志のことば 立川志らく 徳間書店 志らくさんの語り口がやさしくて好きな
本です。

63 デトロイト美術館の奇跡
DIA:A Portrait of Life

原田マハ 新潮社 一人の黒人老人の夢を実現させていく
米国人の素晴らしさ。トランプは時代に
求められるかと考えさせられた。

ポチママ

64 東京喰種 石田スイ 集英社 自分は人間ですが、人しか食べない種
族の方がいいと思った。命の大切さや
弱肉強食というのが分かった。豚や牛
や鳥にとっては人間が喰種なんだと思
う。

あひ

65 透明なゆりかご 沖田×華 講談社 なける…。

66 「ドラえもん」への感謝状 楠部三吉郎 小学館 スネ夫の声優さんが亡くなってしまい、
しょんぼりしながら読みました。もう10
年ぐらい前に新しい声優さんになりまし
たが、やっぱり前のスネ夫やドラえもん
の昔の声も忘れられません。

バインバイ
ン

67 にいさん Mon Frère いせひでこ 偕成社 ゴッホ兄弟の愛憎が、美しい挿絵とテ
オドロス視点の語りで描かれていま
す。絵本ということもあり、書かれた言
葉はやさしくまっすぐで、テオドロスの純
粋な兄への愛情を感じることができま
す！

ヤンテオ

68 21世紀アメリカの喜劇人 長谷川町蔵 スペースシャ
ワーブックス

ウディ・アレンとコーエン兄弟は見るべ
き。

モンティ・
パイソン

69 飲めば都 北村薫 新潮社 主人公のハチャメチャに次はどうなるの
かとハラハラ面白いです。

はな

70 ノンタンがんばるもん キヨノサチコ 偕成社 ちゅうしゃがこわくなくなりました。 ノンタン

71 はじめてのヨーロッパ鉄道
旅行

イカロス出版 定年して夫と行けたらいいなぁ～。 S

72 はしれさんてつ、きぼうを
のせて

国松俊英／文
間瀬なおかた／絵

WAVE出版 東日本大震災の大きな被害にも負け
ず、震災から9日目で再び走り出した岩
手県の三陸鉄道「さんてつ」の当時の
様子が描かれています。なにがあって
もまた走り出す「さんてつ」に当時はと
ても希望を感じました。（地元の県なの
で）おざしき列車やこたつ列車もおすす
めです！のりたい！

たかはし
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73 発酵はマジックだ 小林武夫 日本経済新聞
出版社

もやしもんを読んだから、個人的に発酵
ブームです。

かもすぞー

74 洟をたらした神 吉野せい 中央公論新社 みずみずしい文章が感動します。

75 羊男のクリスマス 村上春樹／文
佐々木マキ／絵

講談社 本のページ自体は100ページですが、
絵もついているので実際は50ページ程
で、気軽に読むことができます。

利根川トネ

76 羊と鋼の森 宮下奈都 文藝春秋 言葉使いがきれいです。一生の仕事を
選べるキッカケと成長していく様が良
かった。その様にして職業を選べて、幸
せだと思う。

パパパン
ダ

77 不思議を売る男 ジェラルディン・マコーリ
アン／作
佐竹美保／絵

偕成社 母親と2人で古道具屋を営んでいる少
女エイルサは不思議な男と出会う…。

パティ

78 武士道シックスティーン 誉田哲也 文藝春秋 青春！剣道やりたくなります。 りお

79 ブラック・マシン・ミュージッ
ク

野田努 河出書房新社 黒さの全てはココにある。 ヒンババロ
フミ

80 フレディ・マーキュリー
孤独な道化

レスリー・アン・ジョーン
ズ

ヤマハミュー
ジックメディア

フレディの魂は俺がひきつぐ！ ボヘミアン

81 ブロンテ姉妹 ブロンテ姉妹 集英社 ブロンテ姉妹の中でも一番マイナーな
アン・ブロンテの作品が手軽によめま
す！ブロンテ姉妹ファンはぜひ!!

いちかわ

82 文豪怪談傑作選 東雅夫／編 筑摩書房 怪談は文豪たちの花形です！このシ
リーズはどれもオススメですが、特に川
端康成のをプッシュします。「伊豆の踊
子」や「雪国」しかイメージのない人に
は、川端の妖しい世界におどろくことま
ちがいなし！

片腕のひと

83 ペンギンの楽園　地球上
でもっとも生命にあふれた
世界

水口博也 山と渓谷社 子供がペンギンが好きで手に取りまし
た。捕食されてしまう写真もあります
が、自然動物が暮らす環境について知
ることができました。

ぺんぎん

84 ほしじいたけほしばあたけ
じめじめ谷でききいっぱつ

石川基子 講談社 絵柄、キャラクターのセリフの言い回し
など、なぜかツボにはまりました。ほし
しいたけの擬人化（？）、大人が読んで
もおもしろいはず…。

とみき

85 細田守の世界
希望と奇跡を生むアニメー
ション

氷川竜介 祥伝社 細田アニメはジブリを超えるか!?次回作
が楽しみです。

前々前世
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86 マザー・テレサ 相良憲昭／監修
榊ゆうか／画
堀ノ内雅一／シナリオ

集英社 おもしろいから。 りゅうたろ
う

87 都会(まち)のトム&ソーヤ はやみねかおる 講談社 第一に、作り込まれた世界観と、また読
みたくなるキャラクターがすばらしい。ま
た、ミステリー要素が入っていて、読ん
でいてあきることがない。

きらら397

88 ママがおばけになっちゃっ
た！

のぶみ 講談社 ママがおばけになっちゃっておもしろ
かったから。

みーたん

89 まるまる、フルーツ 青木玉、ほか 河出書房新社 多くの著者が果物について楽しい想い
出や思いを述べていて面白い。

ムサシの
母

90 まんが社会見学シリーズ 工藤ケン、ほか 講談社ビー
シー

まんがでおもしろいから。 U

91 まんがとイラストの描き方2 まんがイラスト研究会／
編

ポプラ社 服の書き方や物、メガネ、表情などのこ
とを書いていたから

M・S

92 三屋清左衛門残日録 藤沢周平 文藝春秋 人生の変遷から楽しみを味わえ苦しみ
を知る。

行丘

93 見てる、知ってる、考えて
る

中島芭旺 サンマーク出
版

10歳の哲学者が名言をくりだします。
「自分を大切にすること」の大切さを改
めて気づかされる。

IKUTSUYO

94 村上海賊の娘 和田竜 新潮社 壮大なストーリーがおもしろかった。

95 名作アニメの風景50 ピエ・ブックス ハイジ、トラップ一家物語など、世界名
作劇場好きはよんでほしい！

ロミオの青
い空

96 メカニックデザイナーの仕
事論　ヤッターマン、ガンダ
ムを描いた職人

大河原邦男 光文社 上野の展覧会を見た後に読みました。
ロボット好きの神様です。

ボトムズ

97 物語ること、生きること 上橋菜穂子 講談社 「守り人」シリーズの作者、上橋菜穂子
はどのようにして作家になったのか。本
すきの子供時代から研究社になり、物
語を書きくようになるまでの半生を知る
ことができます。

中村橋次
郎

98 ゆるく考えよう ちきりん イースト・プレ
ス

ゆるい考え方で大丈夫？世間の常識
にとらわれて自由に生きられない！と
いう方は一刻も早くお読みください。心
が楽になります。

さいきょん
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No. 書名 著者 出版社 おすすめの理由 応募者

99  リトビネンコ暗殺 アレックス・ゴールド
ファーブ、
マリーナ・リトビネンコ

早川書房 今から11年前のロシアでおこった実際
の暗殺事件。正義とはなんなのか、真
実が明らかになる日は来るのか。そし
てプーチン政権がどうなっていくのか考
えさせられる内容でした。

タチコマ

100  「私」を受け容れて生きる 末盛千枝子 新潮社 船越保武氏の長女のエッセイだが、人
生観、宗教観などまっすぐで率直な考
え、生き方がとてもよく伝わってきた。
美術館で彫刻を見たこともあり身近に
感じた。

キャベツお
ばさん

たくさんのご応募、ありがとうございました！
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