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Ａ－１，ミライの授業

これは１４歳に向けた「冒険の書」！
◆未来をつくる５つの法則とは－
法則１：世界を変える旅は「？」からはじまる
法則２：冒険は「？」が必要だ
法則３：一行の「？」が世界を変える
法則４：すべての冒険には「？」がいる
法則５：ミライは「？」の向こうにある

Ｃ－２，東大のクールな地理～経済と“世界の動き”が見えてくる！

ＥＵって、そういうことだったのか！
－東大の入試問題から激変する世界と日本の本質を学ぶ

たとえばＱ スペインには、世界的に知られている自動車のブランドが見られないのに、自動車が輸出

第1位となっている。
その理由を、スペイン国内外の状況にふれながら、３行以内で述べなさい。（２０１４年）

Ｄ－１，発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由

８歳で「発達障害」と診断された僕が、なぜ自分の才能を生かす居場所を見つけて輝
けるようになったのか。
同じ障害がありながら、いつも僕を信じて導いてくれた母。
そしてアメリカの「発達障害」に対するおおらかな環境と、学んだ英語が自身を持た
せてくれたこと。
されて嫌なことはしないと決めた、人として愛される生き方など。
ＡＤＤの特徴である衝動性を抑え、苦手なコミュ力を克服し、モデル・タレント・役
者として歩んできたこれまでの道のりを語る。

Ｅ－３，戦争とおはぎとグリンピース～婦人の新聞投稿欄「紅皿」集

Ｅ－６，世界一豊かなスイスとそっくりな国ニッポン

輸出依存度が高いスイスが、ＥＵにもＮＡＴＯにも加盟せずに豊かな経済を謳歌して
いるのならば、デジカメなどの消費財に加えて工作機械まで幅広く力を発揮し、輸出
依存度が低い日本は、少なくともスイスの上を行ってよいはずだ。



- 3 -

ＥＵの孤島スイスのことを、誰も孤立しているなどとはいわない。日本だって同じだ。
アジアの中で独立独歩の繁栄を築けるかどうかは、結局、私たちの心の持ちよう次第
だ！

Ｈ－１，ぶたにく

お肉はどこからやってくる？

ぶたの命のサイクルは、人間が作ったもの。
ぶたは、かわいい。
けれどやっぱりおいしい生き物。

Ｉ－２，意志を持ちはじめるロボット～人類が創りだす衝撃的な未来

ロボットは人間の生活を豊かにしてくれる、有能な味方なのでしょうか。
それとも人間の仕事を次々と奪っていく警戒すべきライバルなのでしょうか。
ロボットが将棋や囲碁で人間を凌駕したあと、本来人間でなければできないと信じら
れてきた領域にどこまで進出していくのでしょう。
衝撃的な未来を、新たな視点から予測してみましょう。

Ｊ－２，Ａ Ｃｈｉｌｄ ｉｓ Ｂｏｒｎ 赤ちゃんの誕生

Ｋ－３，故郷と戦場

戦場に生きたカメラマン 澤田教一 生誕８０周年
青森県に生まれ育ち、カメラ店に勤めた米軍三沢基地時代を経て、東京、ベトナム、
カンボジアへ－
澤田教一が伝える「アメリカの戦争」。

Ｌ－１，大相撲の解剖図鑑

日本の国技・相撲ってこんなにおもしろい！！
◆番付って何？ ◆土俵はどうやって造る？ ◆国技館ってどんな建物なの？
◆力士の引退後って？ ◆裏方ってどんな人がいるの？ ◆取組ってどう見るの？
取組の見かたから国技館の秘密まで、大相撲の全てをイラストで完全図解。

Ｍ－１，世界のあいさつことば学

「あいさつことば」は、日本では、天候に関係するものが多いのですが、外
国では、宗教に関係するもの、食事など生活に根ざすものなど、その成り立
ちはいろいろです。この本では、世界のさまざまなあいさつことばと、その
ことばを表す文字を一緒に紹介しています。
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Ｍ－３，同時通訳はやめられない

右から左へ機械のごとく言葉を変換
できると思われがちな同時通訳者。
だが、話はそう単純ではない。
のしかかるプレッシャーの中で、専門的な話を専門家ではない者が仲介するという無
理をするのがこの仕事。
ひたすら日々の研鑽と経験で技が磨かれる職人とアスリートを合わせたような職業だ。
異なる言語を行き来することで見える世界、表には見えない日々の格闘をユーモラス
に描く。

Ｎ－１，プリズン・ブック・クラブ～コリンズベイ刑務所読書会の一年

読書会運営に関わったカナダ人ジャーナリストによる胸に迫るノンフィクション！

「怒りの葡萄」「かくも長き旅」「またの名をグレイス」…
刑務所内での本をかこんでのやりとりを通して囚人た
ちは読書の楽しみを知り、自らの喪失感や怒り、罪の
意識について吐露し、異なる意見の持ち主の話にも耳
を傾けるようになった…

Ｏ－３，いい人ランキング

「いい人」 でいれば、安全だと思っていた。

人の悪口を言わないし、掃除はサボらないし、「宿題みせて」と頼まれたら、気前よ
く見せる人。
「いい人」とよばれるのは、いいことだと思っていたけれど、実は……？
夏休み明けの教室で起こった小さな変化。それは、やがて……

Ｏ－６，また桜の国で

ショパンの名曲「革命のエチュード」が、日本とポーランドをつなぐ！
それは、遠き国の友との約束。
第二次世界大戦勃発。
ナチス・ドイツに 踏みにじられる欧州で、“真実”を見た日本人外務書記生は、いか
なる“道”を選ぶのか？

Ｏ－７，きみの声をきかせて

パソコンを消そうとした瞬間、ぱっと目にとびこんできた文字が
あった。
「海を渡る風」－－。
日本に住む孤独な少女とアメリカに住むピアノ弾きの少年。
二人は詞と音楽の交換をはじめる。

（本文より）だいじょうぶだよ。心配しなくていいよ。
きみにももうじき見つかるよ。
新しい世界のとびらと、そのとびらの向こうで君を待っている友だちが。
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Ｏ－９，君はレフティ

夏休み中、交通事故に遭い古谷野真樹（高２）は後遺症で全ての記憶
を失った。
学校生活に復帰した新学期、文化祭前の高校で謎の落書き事件勃発。
最初は他愛ないいたずらかと思われたが、落書きは段々とエスカレー
トしていく。
そして、その落書きはあたかも真樹に向けられたメッセージのようだった。
その謎を追っていくうちに次々と見えてきてしまった親友の秘密。そして……
記憶喪失の僕が取り戻した大切な「真実」とは？

Ｏ－１２，夜霧姫
美しき平安の世。
15 歳でひとりぼっちになってしまった晶姫は、なぞの盗賊に
とらえられたことをきっかけに、夜盗として生まれ変わる－－。
姿は少年、名は夜露。
快活でありながら、絵巻のような繊細さを持つ、断層の姫の活
劇がはじまる！

Ｑ－１，ウォークラフト

長い間、平和な次代が続いていた、人間たちの世界“アゼロス”。
しかし、故郷を追われ、新しい住処を求めていたオークたちは、アゼロスを侵略し始
める。
人間たちはアゼロスを守るため、オークとの全面戦争を決意する。
しかし、アゼロスの騎士ローサーは、人間とオークのハーフであるガローナと協力し、
和平を試みる。
一方、人間との戦いに疑問を持っている一人のオーク・デュロタンも争いを避け、一
族を守るために、人間と手を結ぶことを決断するのだが……
果たして、この壮絶な闘いの先に待つ結末とは？

Ｑ－３，エベレスト・ファイル～シェルパたちの山

「エベレストはすばらしい。
想像をはるかに上回る、大きくて圧倒的な存在だった」

飛行機から初めて見たエベレストに感激しつつも、これ
から自分を待ち受けることへの不安と期待と恐れに、落
ち着かない若者がいた。
彼の仕事は、ネパールの僻地に衣料品を届けるという
ボランティアだったのだが……

Ｑ－４，ホイッパーウィル川の伝説

父と森で暮らす二人の姉妹は、特別な絆で結ばれていた。
だがある日、姉のシルヴィが近くの川の淵で消息を絶った。
喪失感に苦しむ妹ジュールズと父。
そこに、ある使命をもって生まれた子ギツネの魂が響き合い…

スピルチュアル・ファンタジー。
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Ａ，宗教・哲学について

1.ミライの授業 瀧本哲史 講談社

Ｂ，歴史について

1.縄文美術館 小川忠博 平凡社
2.伊井直虎 女領主・山の民・悪党 夏目拓史 講談社
3.記録された記憶～東洋文庫の書物からひもとく世界の歴史 山川出版社

Ｃ，地理・紀行について

1.人生一度の素晴らしい旅 ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
2.東大のクールな地理

～経済と“世界の動き”が見えてくる！ 伊藤彰芳 青春出版社

Ｄ，伝記について

1.発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原 類 角川書店

Ｅ，政治・経済・教育について

1.１８歳選挙権ガイドブック 川上和久 講談社
2.国ってなんだろう？

～あなたと考えたい「私と国」の関係 早尾貴紀 平凡社

3.戦争とおはぎとグリンピース～婦人の新聞投稿欄「紅皿」集 西日本新聞社
4.在日朝鮮人ってどんなひと？ 徐京植 平凡社

5.手話単語力アップ３週間プログラム ＤＶＤつき 谷 千春 主婦の友社
6.世界一豊かなスイスとそっくりな国ニッポン 川口マーン惠美 講談社

7.日本の現場 地方誌で読む２０１６ 早稲田大学出版

Ｆ，動物・植物・宇宙について

1.ジオパークへ行こう！～火山や恐竜にあえる旅 林 信太郎 小峰書店
2.微生物イラストキャラ図鑑～顕微鏡より見やすい、わかりやすい 東京書店

3.補食動物写真集 新紀元社
4.月の素顔 沼澤茂美 小学館

5.木のタネ検索図鑑 小南陽亮 文一総合出版

Ｇ，科学・物理について

1.数学ガールの秘密ノート やさしい統計 結城 浩 SB ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
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2.ふたたびの高校数学 永野裕之 すばる舎

Ｈ，産業について

1.ぶたにく 大西暢夫 幻冬舎

Ｉ，技術・工学について

1.生涯を賭けるテーマをいかに選ぶか 最相葉月 ポプラ社
2.意志を持ちはじめるロボット

～人類が創りだす衝撃的な未来 中谷一郎 KK ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ

3.「消せるボールペン」３０年の開発物語 滝田誠一郎 小学館
4.文房具のスゴイ技術 涌井良幸 角川書店

5.城の作り方図典 三浦正幸 小学館
6.戦国の城がいちばんよくわかる本 西股総生 KK ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ

7.世界の美しいモスク 深見奈緒子 エクスナレッジ

Ｊ，料理・育児・医学について

1.魔法のケーキ～焼くと３つの“層”ができる 荻田尚子 主婦と生活社
2.A Child is Born 赤ちゃんの誕生 ﾚﾅﾙﾄﾞ･ﾆﾙｿﾝ あすなろ書房
3.上手な脳の使いかた 岩田 誠 岩波書店

Ｋ，絵画・写真集について

1.動物オメガ図鑑～カワイイのはクチでした 松原卓二 マガジンハウス
2.モフモフ家族 〃 東京書籍
3.故郷と戦場 澤田敬一 羽鳥書店

Ｌ，音楽・スポーツ・娯楽について

1.大相撲の解剖図鑑 伊藤勝治 エクスナレッジ
2.東京のちいさな美術館・博物館・文学館 増山かおり 〃

Ｍ，諸言語について

1.世界のあいさつことば学 稲葉茂勝 今人舎
2.国連で通じる世界の非ネイティブ英語術 谷本真由美 角川書店

3.同時通訳はやめられない 袖川裕美 平凡社
4.大統領の演説 ﾊﾟﾄﾘｯｸ･ﾊｰﾗﾝ 角川書店
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Ｎ，文学一般について

1.プリズン・ブック・クラブ～コリンズベイ刑務所読書会の一年
ｱﾝ･ｳｵｰﾑｽﾞﾘｰ 紀伊國屋書店

Ｏ，日本の小説について

1.東京會舘とわたし 上・下 辻村深月 毎日新聞社
2.小説王 早見和真 小学館

3.いい人ランキング 吉野万理子 あすなろ書房
4.四月になれば彼女は 川村元気 文藝春秋

5.星がひとつほしいとの祈り 原田マハ 実業之日本社
6.また桜の国で 須賀しのぶ 祥伝社

7.きみの声を聞かせて 小手鞠るい 偕成社
8.みかづき 森 絵都 集英社

9.君はレフティ 額賀 澪 小学館
10.静かな雨 宮下奈緒 文藝春秋

11.私のスポットライト 林 真理子 ポプラ社
12.夜霧姫 みなと菫 講談社

Ｐ，日本の詩集・随筆について

1.永六輔の伝言～僕が愛した「芸と反骨」 矢崎泰久 集英社
2.養老孟司の人生論 養老孟司 ＰＨＰ研究所

Ｑ，外国文学について

1.ウオークラフト ｸﾘｽﾃｨ･ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ SB ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
2.ぼくは君を憎まないことにした ｱﾝﾄﾜｰﾇ･ﾚﾘｽ ポプラ社

3.エベレスト･ファイル～シェルパたちの山 ﾏｯﾄ･ﾃﾞｨｷﾝｿﾝ 小学館
4.ホイッパーウィル川の伝説 ｷｬｼｰ･ｱｯﾍﾟﾙﾄ あすなろ書房

Ｒ，絵本

1.ぼくのいいとこ ｼｬﾅﾝ･ｹｲﾝ 少年写真新聞
2.えんとつ町のプペル にしのあきひろ 幻冬舎
3.ずっといっしょ ｱﾘｽﾝ･ﾌﾞﾗｳﾝ ＷＡＶＥ出版


