
世話人
第１回  ～第98回　　 久津正行
第99回 ～第115回　 河田慶子
第116回～　　　　　　 高橋あかね

 本 著者 担当

1 1994/3/25 ルーブル　美と権力の物語 小島英煕 久津　正行 第一回より久津正行氏が世話人

2 1944/5/20 ラビ・バトラーの世紀末大予言 ラビ・バトラー 丸　　徳

3 1994/7/22 ロザムンドおばさんの贈り物 ロザムンド・ピルチャー 松倉　公子

4 1994/9/16 バベルの階段 北沢　栄 山辺　良樹

5 1994/11/25 ドナウ河紀行 加藤　雅彦 日野　暁子

6 1995/1/27 ベラルーシの林檎 岸　恵子 徳田　安正

7 1995/3/24 ハル・ライシャワー 上坂　冬子 河田　慶子

8 1995/5/26 木のいのち・木のこころ 西岡　常一 佐藤　　敬

9 1995/7/28 大往生 永　六輔 小川　総子

10 1995/9/22 ソフィーの世界 ゴルデル 井上　弘子 訳者池田香代子氏参加

11 1995/11/24 あいまいな日本の私 大江　健三郎 高野　純子

12 1996/1/26 台湾のいもっ子 蔡　徳本 佐藤　隆子

13 1996/3/22 蓮如 五木　寛之 笠野　　隆

14 1996/5/24 流通の覇王 木下　英治 西條　也寸志

15 1996/7/26 花うせては面白からず 城山　三郎 久津　正行 城山氏よりお礼状戴く

16 1996/9/27 八人との対話 司馬　遼太郎 丸　　徳

17 1996/11/22 滅びのチター師 軍司　貞則 松倉　公子

18 1997/1/24 ニッポン国カイシャ村 正木　鞆彦 山辺　良樹

19 1997/3/28 いろいろな人たち カレル・チャペック 日野　暁子

20 1997/5/23 日本国の研究 猪瀬　直樹 徳田　安正

21 1997/7/25 ヘッド・ハンティング 藤井　義彦 河田　慶子 藤井義彦氏参加

22 1997/9/26 もの喰う人々 辺見　庸 佐藤　　敬

23 1997/11/28 ちひろ愛の絵筆 滝　いく子 小川　総子

24 1998/1/23 紙の道 陳　舜臣 高野　純子

25 1998/3/27 医者のみた福沢諭吉 土屋　雅春 佐藤　隆子

26 1998/5/22 行こう！野うさぎ アルト・パーシリンナ 久津　正行

27 1998/7/31 パンと麺と日本人 大塚　滋 笠野　　隆

28 1998/9/25 運を摑む人のがす人 さい　ふうめい 丸　　徳

29 1998/11/27 犬が星見た 武田　百合子 松倉　公子

30 1999/1/22 こどもと宇宙 河合　隼雄 加賀谷　亜矢

31 1999/3/26 笑う警官 マイ・シュバル他 日野　暁子

32 1999/5/28 二つの大聖道のある町 高橋　哲男 笠野　　隆

33 1999/7/27 伊能忠敬 童門　冬二 山辺　良樹

34 1999/9/24 風景との対話 東山　魁夷 徳田　安正

35 1999/11/25 読むことは生きること 柳田　邦男 河田　慶子

36 2000/1/28 二十世紀の忘れもの 佐治　晴夫/松岡正剛 高野　純子

37 2000/3/24 夢分析 新宮　一成 佐藤　　敬

38 2000/5/26 アメリカの経済支配者たち 広瀬　隆 佐藤　隆子

39 2000/7/28 莫山美学 榊　莫山 加賀谷　亜矢

40 2000/9/22 博物学の巨人アンリ・ファーブル 奥本　大三郎 久津　正行

41 2000/11/24 ワインの常識 稲垣　真美 辻村　英一

42 2001/1/26 地名の世界地図 21世紀研究会 日野　暁子

43 2001/3/23 ヒットラーの震え毛沢東の摺り足 小長谷　正明 笠野　　隆

44 2001/6/8 シェイクスピアを盗め ケアリー・ブラックウッド 松倉　公子

45 2001/7/28 古くて豊かなイギリスの家・便利で貧しい日本の家 井形　慶子 河田　慶子

46 2001/9/28 ゴッドは神か上帝か 柳父　章 橋爪　荘一郎

47 2001/11/30 宮崎駿の世界 切通　理作 佐藤　隆子

48 2002/1/25 ルネッサンス再生への挑戦 カルロス・ゴーン 辻村　英一

49 2002/3/22 スローフードな人生 島津菜津 加賀谷　亜矢

50 2002/5/31 届かなかった手紙 クレマンス・テイラー 竹山　恭二

　臨 2002/6/15 象は痩せても象である アフターブ・セット 佐藤　　敬 駐日インド大使アフターブ。セットさん来
訪

杉並三田会　読書会記録杉並三田会　読書会記録杉並三田会　読書会記録杉並三田会　読書会記録



51 2002/7/26 ベートーベンの遺髪 ラッセル・マーチン 久津　正行

52 2002/9/27 クレジット・タイトルは最後まで 川本三郎 笠野　　隆

53 2002/11/22 にせもの美術史 トマス・ホーヴィング 日野　暁子

54 2003/1/24 木々を渡る風 小塩　節 松倉　公子

55 2003/3/28 幸福論 アラン 河田　慶子

56 2003/5/23 日本社会を生きるということ 阿部勤也 橋爪　荘一郎

57 2003/7/25 iモード以前 末永真理 佐藤　隆子

58 2003/9/26 鳥が教えてくれた空 三宮麻由子 最上　　徹

59 2003/11/28 古代への情熱 シュリーマン 高橋　あかね

60 2004/1/23 われらを巡る海 レイチェル・カーソン 辻村　英一

臨 2004/3/6 青柳瑞穂の生涯 青柳いずみこ 辻村　英一 10周年記念行事いずみこさんのピアノ

61 2004/3/26 君たちはどういきるか 吉野源三郎 家坂　孝男

62 2004/5/28 源氏物語音読論 玉上琢彌 加賀谷　亜矢

63 2004/7/23 呉淞クリーク 日比野士朗 竹山　恭二

64 2004/9/24 藤沢周平 高橋敏夫 松倉　公子

65 2004/11/26 四国遍路 辰濃和男 乙竹　伸一

66 2005/1/28 野口英世は眠らない 山本厚子 佐藤　　敬 山本厚子さんを囲んで

67 2005/3/25 教養主義の没落 竹内　洋 笠野　　隆

68 2005/5/27 報道電報検閲秘史 竹山恭二 竹山　恭二 竹山氏日本エッセイスト・クラブ賞受賞

69 2005/7/22 続オーケストラは素敵だ 茂木大輔 日野　暁子

70 2005/9/23 博士の愛した数式 小川洋子 野水　　清 映画化されたので会員有志合同鑑賞

71 2005/11/25 養生の実技 五木寛之 最上　　徹

72 2006/1/24 樋口一葉「いやだ！」と云ふ 田中優子 辻村　英一

73 2006/3/24 古代出雲 門脇禎二 武永茂里江

74 2006/5/18 トムは真夜中の庭で フィリバ・ピアス 高橋あかね

75 2006/7/28 日和下駄 永井荷風 佐藤　博信

76 2006/9/22 私は『蟻の兵隊』だった 奥村和一 橋爪　荘一郎

77 2006/11/24 地中海 樺山紘一 久津　正行

78 2007/1/26 嫉妬学 和田秀樹 日紫喜　克基

79 2007/3/23 明治デモクラシー 坂野潤冶 鎌田　豊彦

80 2007/5/25 ガセネッタ＆シモネッタ 米原万理 河田　慶子

81 2007/7/27 ヒラリーとライス 岸本裕紀子 佐藤　隆子

82 2007/9/14 荻窪風土記 井伏鱒二 松倉　公子

83 2007/11/23 世界の日本人ジョーク集 早坂隆 最上　　徹

84 2008/1/23 ケータイを持ったサルー「人間らしさの崩壊」ー 正高信男 佐藤　　敬

85 2008/3/28 「東京の情景」「一年の風景」 池波正太郎 日野　暁子

86 2008/5/25 この本が世界に存在することに 角田光代 辻村　英一

87 2008/7/11 ボローニャ紀行 井上ひさし 野水　　清

88 2008/9/26 スパイと言われた外交官ハーバート・ノーマン 工藤美代子 高橋　あかね

89 2008/11/28 平左衛門家始末 竹山恭二 佐藤　博信

90 2009/1/23 毒と薬の世界史 船山信次 橋爪　荘一郎 著者船山信次氏よりメールを頂く

91 2009/3/27 トリエステの坂道 須賀敦子 乙竹　伸一

92 2009/5/22 脳と仮想 茂木健一郎 加賀谷　亜矢

93 2009/7/17 20世紀の自画像 加藤周一 武永　茂里江

94 2009/9/11 流れる星は生きている 藤原てい 深堀　博義

95 2009/11/27 ある日の大石内蔵助 芥川龍之介 網倉　　勲

96 2010/1/22 ハプスブルク家12の物語ー名画で読み解くー 中野京子 久津　正行

97 2010/3/26 ローマで語る 塩野七生・アントニオ・シモーネ 河田　慶子

98 2010/5/28 ことわざの論理 外山滋比古 最上　　徹

99 2010/7/23 介護保険は老いを守るか 沖藤典子 佐藤　隆子 第99回より河田慶子さんが世話人

100 2010/10/1 クラバート プロイスラー 松倉　公子 本の編集者松倉氏解説

101 2010/11/26 日本は世界第5位の農業大国 浅川芳裕 柳原　英晶

102 2011/1/28 原っぱで夕焼けを見ていた頃　サザエさんをさがして　その５ 朝日新聞be編集部・編 佐藤　博信

103 2011/3/25 世界をこんなふうに見てごらん 日高敏隆 佐藤　　敬



104 2011/5/27 小さいおうち 中島京子 辻村　英一 第１４３回直木賞受賞作

105 2011/7/22 雪の練習生 多和田葉子 野水　　清 第６４回野間文芸賞受賞作

106 2011/9/30 ぼくの叔父さん　網野善彦 中沢新一 高橋　あかね

107 2011/11/25 生物と無生物のあいだ 福岡伸一 横田　順子

108 2012/1/27 昭和東京物語 山本七平 橋爪　荘一郎

109 2012/3/23 人生に大切なことはすべて絵本から教わった 末盛千枝子 河田　慶子

110 2012/5/25 さかのぼり日本史②－「昭和　とめられなかった戦争」 加藤陽子 乙竹　伸一

111 2012/7/27 舟を編む 三浦しをん 加賀谷　亜矢 映画化されたので会員有志で合同鑑賞

112 2012/9/21 しがみつかない生き方 香山リカ 武永　茂里江

113 2012/11/30 果樹　　銀座復興より 水上瀧太郎 網倉　　勲 朗読演者　野間脩平氏　・　松倉公子氏

114 2013/1/25 太平洋のレアアース泥が日本を救う 加藤泰浩 深堀博義

松下幸之助　　日本の家電　復興の条件 岩谷英明

115 2013/3/22 日本の漢字 笹原宏之 池上　章

116 2013/5/24 キリスト教の真実 竹下節子 久津正行 第116回より高橋あかねが世話人

117 2013/7/26 アイルランドを知れば日本がわかる 林景一 松倉公子

118 2013/9/27 明治十年丁丑公論・瘠せ我慢の説 福沢諭吉 松井滋

119 2013/11/22 私のギリシャ神話 阿刀田高 辻村英一

若者のホンネ 香山リカ 最上徹

欲しがらない若者たち 山崎拓

121 2014/2/20 「小さいおうち」が映画化されたので鑑賞 山田洋次監督

122 2014/3/26 ぷらり日本全国「語源遺産」の旅 わぐりたかし 尾本愛子

123 2014/4/12 読書会20周年記念朗読会 野間脩平ほか6名 衎芸館

124 2014/5/23 反・幸福論 佐伯啓思 山田不二雄

125 2014/7/25 万葉挽歌のこころ・夢と死の古代学 上野誠 瀬川隆二

126 2014/9/26 自律神経を変える「たった1ミリ」の極意 小林弘幸 日根野弘道

127 2014/10/11 銀座散策の会（１５名参加） 最上徹

128 2014/11/28 吉田神道の四百年・神と葵の近世史 井上智勝 坂田進

129 2015/1/23 春になったら苺を摘みに 梨木香歩 鎌田豊彦

130 2015/3/27 郊外の文学誌 川本三郎 佐藤博信

131 2015/5/16 読書会主催朗読会 野間脩平ほか８名 衎芸館

132 2015/5/22 ノラや 内田百閒 河田慶子

133 2015/7/24 ジャガイモの世界史 (歴史を動かした貧者のパン） 伊藤章治 横田順子

134 2015/9/25 二宮金次郎の一生 三戸岡道夫 林明

135 2015/11/27 楽園のカンバス 原田マハ 深堀博義

136 2016/1/22 木材・石炭・シェールガス 石井彰 山本雄一

137 2016/3/25 ニッポン社会入門 コリン・ジョイス 遠藤富士夫

138 2016/4/22 千駄木・根津・本郷・文学散歩 最上徹

139 2016/5/27 作家という病 校條剛 乙竹伸一

140 2016/7/22 私が殺した少女 原尞 池上章

141 2016/9/23 生きて帰ってきた男 小熊英二 野水清

142 2016/11/25 夏の葬列・箱の中のあなた 山川方夫 網倉勲 野間脩平さんと松倉公子さんが朗読

143 2017/1/27 読んで、「半七」！半七捕物帳傑作選一 岡本綺堂 松井滋

アルベール・ド・バッソン 久津正行

ピエール

145 2017/5/26 チャイコフスキーコンクール 中村紘子 豊田秀一 大宅壮一ノンフィクション賞

146 2017/7/28 タテ社会の人間関係 中根千枝 高橋あかね

147 2017/9/22 吾輩は猫である 夏目漱石 最上徹

148 2017/11/24 深夜特急・無名・敗れざる者たち・その他 沢木耕太郎 松倉公子
149 2017/11/28 早稲田界隈文学散歩 最上徹
150 2017/12/16 2017年忘年会
151 2018/1/26 「サル化」する人間社会 山極寿一 坂田進
152 2018/3/23 真昼の悪魔 遠藤周作 石橋満
153 2018/5/25 絶望の裁判所 瀬木比呂志 西條也寸志
154 2018/7/27 嫌われる勇気 岸見一郎・古賀史健 小室真知子
155 2018/9/28 武士の家計簿 磯田道史 瀬川隆二

156 2018/11/30 奇跡の自然の守り方 岸由二・柳瀬博一 景平悳雄
157 2019/1/25 うめ婆行状記 宇江佐真理 佐藤博信

158 2019/3/39 羊と鋼の森 宮下奈都 加賀屋亜矢
159 2019/5/31 さよならドビュッシー 中山七里 深堀博義
160    2019/7/26 福翁自伝 福沢諭吉 高橋あかね
161 2019/9/27 花の百名山 田中澄江 河田慶子
162 2019/11/22 ハーバードで一番人気の国、日本 佐藤智恵 尾本愛子
163 2020/1/24 スポーツビジネス15兆円時代の到来 森貴信 遠藤富士夫
164 2021/1/10 こころ 夏目漱石 分田宗廣
165 2021/2/10 死という最後の未来 曾野綾子･石原慎太郎 景平悳雄
166 2021/3/10 万葉秀歌 斎藤茂吉 高橋あかね
167 2021/4/10 まるまるの毬 西條奈加 加賀谷亜矢
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168 2021/7/10 はじめて楽しむ万葉集 上野誠 瀬川隆二
169 2021/11/26 本の交換


