
■　名著百選 選者リスト

選者名 選者名

あ 相場英雄 作家 か カータン 主婦ブロガー

赤澤かおり フリー編集者+ライター 開沼博 立命館大学准教授

秋月壱葉 漫画家 片岡 龍峰 国立極地研究所　准教授

朝井リョウ 小説家 方喰正彰
ビジネスコンサルタント。代表作『ワンピースの言葉が教えてくれる
こと』『とことん調べる人だけが夢を実現できる』。有限会社
Imagination Creative代表。

安野光雅 画家 門井慶喜 作家

池澤春菜 声優／エッセイスト 門上武司
「あまから手帖」編集顧問／株式会社　ジオード　代
表取締役

伊坂幸太郎 小説家 角野栄子 作家

石井登志郎 元衆議院議員 樺山　三英 作家

石井ゆかり ライター 神永　学 作家

石井洋佑 英語ライター 川上徹也 コピーライター

石岡良治 批評家・表象文化論 川村元気 小説家・映画プロデューサー

石川智健 小説家 神崎正哉 神田外語大学国際コミュニケーション学科講師

石黒謙吾 著述家／編集者 岸見一郎 哲学者

石田章洋 構成作家 岸本佐知子 翻訳家

石原真弓 英語学習スタイリスト 木下古栗 作家

磯部光毅 アカウントプラナー（マーケティング・コミュニケーション戦略） 木村 緑 料理家

板倉梓 漫画家 木村　衣有子 文筆家

伊東紅一 クリエイティブ・ディレクター 霧嶋珠生 漫画家

稲垣えみ子 無職 楠木建 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

井上淳哉 漫画家 久世番子 漫画家

今枝昌宏 エミネンスLLC　代表パートナー 九段そごう 漫画家

今尾真佐一 シニア　ワインソムリエ 熊田プウ助 漫画家

入江敦彦 作家 倉島麻帆 スピーチコンサルタント

入江喜和 漫画家 久瑠あさ美 メンタルトレーナー／作家

入山章栄 早稲田大学ビジネススクール准教授 黒川　信重　 大学教授・数学者

いわい　としお 絵本作家／メディアアーティスト 黒田一樹 中小企業診断士　1級販売士

上阪徹 ブックライター 江弘毅 編集者／著述家

後田良輔 現役会社員　兼　ビジネス書作家 紅玉いづき 小説家

宇野常寛 評論家 河野龍太 多摩大学大学院教授

冲方丁 作家 小手鞠るい 小説家

梅木泰祐 漫画家 小林　泰三 作家

梅本昌男 フリーライター（アジア専門） 五味太郎 絵本作家

恵比須大輔/Evine（エヴィン） 株式会社evinet biz 代表取締役 近藤史恵 作家

大島安希子 漫画家

太田紫織 作家

大平信孝 目標実現の専門家

大和田秀樹 漫画家

岡田ピコ 漫画家

岡本達彦 販促コンサルタント

小川哲 作家

荻原魚雷 エッセイスト

小沢かな 漫画家



選者名 選者名

さ 斎藤芳乃 心の花嫁学校マリアージュスクール主宰　マリアージュカウンセラー た メンタリストDaiGo 肩書き無し

最果タヒ 詩人 髙田郁 作家

酒井駒子 絵本作家 高野秀行 ノンフィクション作家

坂木司 作家 髙橋　朋子 大学教授（アメリカ創価大学　大学院長・教授）

佐々木圭一 『伝え方が９割』著者／コピーライター 高浜寛 漫画家

佐高信 評論家 髙山文彦 作家

佐藤可士和 クリエイティブディレクター 瀧羽麻子 小説家

佐藤友美 ヘアライター／エディター 竹内佐千子 漫画家

沢野ひとし イラストレーター 田島麻衣子 国連職員

三月薫 漫画家 立岩真也 社会学者／立命館大学教員

椎名誠 作家 田中相 漫画家

ジェーン・スー コラムニスト／ラジオパーソナリティ 玉越博幸 漫画家

シゲタサヤカ 絵本作家 田丸雅智 ショートショート作家

芝本秀徳 コンサルタント 為末大 株式会社侍代表取締役／元プロ陸上選手

詩歩 「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」（三才ブックス）著者 ちきりん 社会派ブロガー

清水　亮 株式会社UEI　代表取締役社長兼CEO 千早茜 小説家

シモダアサミ 漫画家／イラストレーター 月村了衛 小説家

小路幸也 小説家 辻村　深月 作家

白井　いち恵 編集者／ライター ツナミノユウ 漫画家

新条正恵 マルチリンガルファシリテーター 釣巻和 漫画家

水道橋博士 浅草キッド／漫才師 出口治明 ライフネット生命保険株式会社　代表取締役会長

菅野完 著述家 土井英司 「ビジネスブックマラソン」編集長

スギヤマカナヨ 絵本作家 どいかや 絵本作家

鈴木輝一郎  小説家 富安陽子 童話作家

鈴木大介 ルポライター 豊崎由美 書評家

住野よる 小説家 酉島伝法 小説家

瀬戸口みづき 漫画家



選者名 選者名

な 奈院ゆりえ 漫画家 は 橋本花鳥 漫画家

なかむらるみ イラストレーター 長谷川町蔵 ライター

中山和義 経営者・作家 畑中葉子 歌手／女優

七尾与史 小説家 服部文祥 サバイバル登山家

西　加奈子 作家 服部みれい 文筆家／ﾏｰﾏｰﾏｶﾞｼﾞﾝ編集長、／詩人

西崎憲 作家／翻訳家／『たべるのがおそい』編集長 花田徹也 株式会社花田塾　代表取締役

西平あかね 絵本作家 花田七星 ECC国際外語専門学校専任講師

西村　健 作家 ハマザキカク 編集者

西村敏雄 絵本作家 濵﨑　潤之輔 大学・企業研究講師

似鳥鶏 ミステリ書き 浜田文人 作家

二村ヒトシ アダルトビデオ監督 葉真中顕 小説家

野地秩嘉 作家 早川幸治 TOEIC対策講師／企業研修講師

のぶみ 絵本作家 百田尚樹 作家

野村恭彦
株式会社フューチャーセッションズ代表取締役／金
沢工業大学（K.I.T.）虎ノ門大学院 教授

平野敦士カール 経営コンサルタント／大学教授

平野秀典 感動プロデューサー／作家／講演家

平林亮子 合同会社アールパートナーズ代表／公認会計士

平松洋子 エッセイスト

弘兼憲史 漫画家

広瀬直子 ライター／翻訳者

深沢真太郎 ビジネス数学の専門家／教育コンサルタント

福岡　伸一 生物学者・青山学院大学教授

福澤徹三 作家

福嶋亮大 文芸批評家

藤谷治 小説家

藤田里奈 漫画家

藤森　照信 建築家／江戸東京博物館館長

古川悠紀 フリーライター

北条かや ライター

細谷功 ビジネスコンサルタント

堀尾省太 漫画家

誉田哲也 小説家

ホンマタカシ 写真家



選者名 選者名

ま 将良 漫画家 や 薬丸岳 作家

増田裕子 ミュージックユニット・ケロポンズ 安田謙一 ロック漫筆家

増山実 作家 椰月美智子 小説家

町田康 作家 柳原満月 マンガ家

松澤萬紀 ホスピタリティー・マナー講師 矢野香 スピーチコンサルタント／元ＮＨＫキャスター

松田青子 作家／翻訳家 山内マリコ 作家

松本創 ライター／編集者 山口恵似子 作家

真山仁 小説家 山崎ナオコーラ エッセイスト／作家

真梨幸子 ミステリー作家 山崎まどか コラムニスト

幹本ヤエ 漫画家 山崎　亮　 コミュニティデザイナー・studio-L代表

美崎栄一郎 商品開発コンサルタント 山本貴光 文筆家・ゲーム作家

三谷宏治 K.I.T. 虎ノ門大学院 教授 山本幸美 株式会社プラウド代表取締役社長

道尾秀介 作家 結城　浩　
『数学ガール』著者

湊かなえ 小説家 柚木麻子 作家

宮内悠介 作家 横山信弘 経営コンサルタント

みやこしあきこ 絵本作家 横山英樹 シェフ

宮田珠己 エッセイスト 吉江勝 経営コンサルタント

村田沙耶香 小説家 吉川トリコ 小説家

目黒考二 書評家 吉田尚記 ニッポン放送アナウンサー　著者

森晶麿 小説家 吉田幸弘 人材育成コンサルタント

森野萌 漫画家 ヨシタケシンスケ イラストレーター／絵本作家

吉本浩二 マンガ家

四角　友里 アウトドアスタイル・クリエイター

選者名 選者名

ら ルネッサンス吉田 漫画家 わ 和田はつ子 作家

和田裕美 作家・営業コンサルタント

和田竜 作家

渡邊康弘 一般社団法人ビジネスモデルイノベーション　理事




