
タ イ ト ル 著者名 タ イ ト ル 著者名
1 赤毛証明 光丘　真理／作 59 世界のはての少年 ジェラルディン・マコックラン／著

2 あっ!命の授業 ゴルゴ松本／著 60 世界一清潔な空港の清掃人 新津　春子／著

3 あなただけの人生をどう生きるか 渡辺　和子／著 61 戦地の図書館 モリー・グプティル・マニング／著

4 池上彰の君たちと考えるこれからのこと 池上　彰／著 62 戦略読書 三谷　宏治／著

5 池上彰の未来を拓く君たちへ 池上　彰／著 63 走狗 伊東　潤／著

6 イマジン? 有川　ひろ／著 64 その声を力に 早乙女　勝元／著

7 イラストで学ぶスタディスキル図鑑 キャロル・ヴォーダマン／ほか著 65 その情報、本当ですか? 塚田　祐之／著

8 運は創るもの 似鳥　昭雄／著 66 空ニ吸ハレシ15ノココロ 園田　由紀子／著

9 AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井　紀子／著 67 空は逃げない まはら　三桃／著

10 大人になるっておもしろい? 清水　真砂子／著 68 それでも人生にYESを 富樫　康明／著

11 おとなになるってどんなこと? 吉本　ばなな／著 69 立ち直る力 辻　仁成／著

12 大人のための言い換え力 石黒　圭／著 70 脱・呪縛 鎌田　實／著

13 大人のための社会科 井手　英策／著 71 たまちゃんのおつかい便 森沢　明夫／著

14 大人のにほんご事典 齋藤　孝／著 72 地球生まれで旅育ち ヤマザキ　マリ／著

15 女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原　理恵子／著 73 頂点への道 錦織　圭／著

16 かがみの孤城 辻村　深月／著 74 翼を持つ少女 山本　弘／[著]

17 か「」く「」し「」ご「」と「 住野　よる／著 75 哲学用語図鑑 田中　正人／著

18 風に恋う 額賀　澪／著 76 鉄道デザインの心 水戸岡　鋭治／著

19 学校では教えてくれないゆかいな日本語 今野　真二／著 77 デニムさん 今関　信子／文

20 学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社／編 78 転換期を生きるきみたちへ 内田　樹／編

21 カルピスをつくった男 三島海雲 山川　徹／著 79 「どうせ無理」と思っている君へ 植松　努／著

22 考え方ひとつで人生は変わる 稲盛　和夫／著 80 投票に行きたくなる国会の話 政野　淳子／著

23 危機の現場に立つ 中満　泉／著 81 どん底からの甲子園 タイムリー編集部／編

24 きみを変える50の名言 佐久間　博／文 82 泣いたあとは、新しい靴をはこう。 日本ペンクラブ／編

25 君たちはどう生きるか 吉野　源三郎／著 83 なぜ僕らは働くのか 池上　彰／監修

26 逆ソクラテス 伊坂　幸太郎／著 84 七〇歳年下の君たちへ 五木　寛之／著

27 キャスターという仕事 国谷　裕子／著 85 南極ではたらく 渡貫　淳子／著

28 給食アンサンブル 如月　かずさ／著 86 何のための「教養」か 桑子　敏雄／著

29 金子と裕而 五十嵐　佳子／著 87 21世紀の資本 トマ・ピケティ／[著]

30 「空気」を読んでも従わない 鴻上　尚史／著 88 ノーサイド・ゲーム 池井戸　潤／著

31 9月1日 樹木　希林／著 89 バッタを倒しにアフリカへ 前野ウルド浩太郎／著

32 クローヴィス物語 サキ／著 90 ハナコの愛したふたつの国 シンシア・カドハタ／作

33 国境のない生き方 ヤマザキ　マリ／著 91 花咲小路二丁目の花乃子さん 小路　幸也／著

34 孤独論 田中　慎弥／著 92 春や春 森谷　明子／著

35 これを知らずに働けますか? 竹信　三恵子／著 93 ヒーロー ロート・レープ／著

36 コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ／著 94 ビッグ・クエスチョン スティーヴン・ホーキング／著

37 さかなクンの一魚一会 さかなクン／著・イラスト・題字 95 人をつくる言葉 大村　智／著

38 さよならクリームソーダ 額賀　澪／著 96 人をつくる読書術 佐藤　優／著

39 「幸せ」について知っておきたい5つのこと NHK「幸福学」白熱教室制作班／著 97 フジコ・ヘミング14歳の夏休み絵日記 フジコ・ヘミング／著

40 死にがいを求めて生きているの 朝井　リョウ／著 98 不動の魂 五郎丸　歩／著

41 死ぬこと以外かすり傷 箕輪　厚介／著 99 ふるさとって呼んでもいいですか ナディ／著

42 死ぬんじゃねーぞ!! 中川　翔子／著 100 ブロードキャスト 湊　かなえ／著

43 宗教ってなんだろう? 島薗　進／著 101 平和のバトン 弓狩　匡純／著

44 10年後、君に仕事はあるのか? 藤原　和博／著 102 ペンギンのバタフライ 中山　智幸／著

45 18歳から考えるワークルール 道幸　哲也／編 103 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー ブレイディみかこ／著

46 18歳からの民主主義 岩波新書編集部／編 104 僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 山中　伸弥／著

47 14歳からの政治入門 池上　彰／著 105 僕らが毎日やっている最強の読み方 池上　彰／著

48 14歳からの戦争のリアル 雨宮　処凛／著 106 ぼくらの民主主義なんだぜ 高橋　源一郎／著

49 14歳の水平線 椰月　美智子／著 107 星に願いを、そして手を。 青羽　悠／著

50 16歳の語り部 雁部　那由多／語り部 108 ほぼ命がけサメ図鑑 沼口　麻子／[著]

51 知らなかった、ぼくらの戦争 アーサー・ビナード／編著 109 本と鍵の季節 米澤　穂信／著

52 人工知能の核心 羽生　善治／著 110 本当の「頭のよさ」ってなんだろう? 齋藤　孝／著

53 人生を変える勇気 岸見　一郎／著 111 ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木　香歩／著

54 人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極　寿一／著 112 翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース／著　イラスト

55 スマホ断食 藤原　智美／著 113 まねる力 齋藤　孝／著

56 成功する人は偶然を味方にする ロバート・H.フランク／著 114 マルカン大食堂の奇跡 北山　公路／著

57 世界の終わりの天文台 リリー・ブルックス=ダルトン／[著] 115 漫画君たちはどう生きるか 吉野　源三郎／原作

58 世界の果てのこどもたち 中脇　初枝／著 116 未到 岡崎　慎司／著

「若い人に贈る読書のすすめ」　一覧




