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４月２３日は「子ども読書の日」です。それに伴って、４月２３日～５月１２日が「こど

もの読書週間」と定められています。今、読書習慣を身につけておくことは、今後の人生を

よりよく生きる助けになるはずです。 

この「筑高の１００冊」は、筑高の教員が筑高生にすすめる１００冊超のブックリストで

す。推薦文には、生徒の皆さんへ向けた思いがこもっています。ぜひ目を通して、本選びに

役立ててください。 

 

目次 

 １・２年生のうちに読みたい 

 大学受験に向けて 

 知識を得る本 

 読んで考えてみよう 

 心の栄養に「小説」を 

 高校生のうちに読みたい名著 

 おすすめエッセイ／ノンフィクション 

 特別編：ＳＤＧｓ関連書 

 

１・２年生のうちに読みたい 

1 １００の思考実験／ジュリアン・バジーニ（紀伊国屋書店）  

 

小論文や面接で何かを問われたときに、ものを考える訓練をしていないと全く答え

ることはできません。この本にはものを考えるためのヒントがちりばめられていま

す。 

2 外国語学習に成功する人、しない人／白井 恭弘（岩波書店） 

 英語以外の言語でも同じことがあてはまります。自分の語学の学習法と比較してみ

てください。 

3 「面積」とは何か／小山 拓輝（技術評論社）  

 

面積を求めるため、数学 4000 年の歴史の中で生み出された様々なテクニックを紹介

している。覚えるのでなく考えることによって、小学校レベルの算数で次々と面積を

求めてゆくのは圧巻である。 

4 項羽と劉邦／司馬 遼太郎（新潮文庫）   

 ２年生の漢文で学習する、史記の項羽と劉邦の話です。二人の人間性の違いなどにも

気づくことができると思います。授業で読む前に、是非読んでほしいと思います。 

5 「Ｐ≠ＮＰ」問題 現代数学の超難問／野崎 昭弘（講談社ブルーバックス） 

  



大学受験に向けて 

1 ゼロから無限へ／コンスタンス・レイド（講談社ブルーバックス） 

 

欧米で常識的に読まれている本は「聖書」「原論（ユークリッド）」等、数多くありま

すが、現代では「沈黙の春」「ゼロから無限へ」などです。センター数学Ａのネタ本

にも使われました。 

2 大論争！哲学バトル／畠山 創（KADOKAWA）  

 

西洋哲学者を中心に倫理・現代社会頻出の思想家を現代的にわかりやすくバトル形

式で紹介しています。大学受験で、倫理の試験や文系の小論文試験を予定している人

にお薦めです。 

3 国際秩序 18 世紀ヨーロッパから 21世紀アジアへ／細谷 雄一（中公新書） 

 複雑な国際秩序を「均衡」「協調」「共同体」の３つの概念を用いてわかりやすく説明

してあります。 

4 バナナと日本人 フィリピン農園と食卓のあいだ／鶴見 良行（岩波書店） 

 

九州大学経済学部後期受験指導の時に、地歴公民科の先生が紹介された本です。元祖

バイリンガルな著者のプロフィールも興味深く、グローバルな視点を得られます。他

に「東南アジアを知る」などもあり。 

5 さよならインターネット／家入 一真（中央公論新社）  

 

東大生協で購入しました。何故東大で売れているかは読めば分かります。アメリカの

大統領選挙、アマゾンとクロネコヤマト、マイクロソフト(ウィンドウズ）がグーグ

ル（アンドロイド）に負けたこと。現在進行していることはすべて数学的に論理的に

説明がつきます。入試のネタ本としてだけでなく問題解決に使える思考法が身に付

きます。 

6 AI に負けない子どもを育てる／新井 紀子（東洋経済新報社） 

 

穴埋めプリント学習で育った子供が文章を理解できないことを実証実験し、それを

社会的に応用してゆく過程を述べた本。面接小論文は穴埋めの得意な子供ではなく、

文章読解力のある子供を選び出すために使われることが分かる。面接や小論文が楽

だと勘違いしている人に読んでほしい。 

7 術語集・術語集 II／中村 雄二郎（岩波新書）  

 

高 3の時、受験対策として読んだのが最初です。新鮮な部分もありますが、大学入学

後にも役立った記憶があります。今改めて読み返しても「古さ」をあまり感じません

ので、生徒諸君も一読してみては、と思いここに推薦します。 

8 国語入試問題必勝法／清水 義範（講談社文庫）  

 

国語のセンター入試を根底からくつ返した（ママ）本。このやり方で国語は解けない

が、国語力のない作問者の作る教科（言いたくありません）の選択問題は問題文を読

まず、選択肢だけで解けます。 
    

  



知識を得る本 

1 Cool Japan Guide／Abby Denson（Tuttle Publishing）  

 
日本文化を英語で紹介している。英語も高校生レベルで丁度よく、イラスト一杯でた

のしく読める１冊です。 

2 苦海浄土 わが水俣病／石牟礼 道子（講談社）  

 ひとことでは語れません。とにかく読んでください。 

3 
アウシュヴィッツは終わらない あるイタリア人生存者の考察 

／プリーモ・レーヴィ（朝日選書） 

 
「人間」でなくなることが、どういうことか、また「人間」を取り戻すとは、どうい

うことかを考えさせられる一冊。 

4 情報のはなし／大村 平（日科技連）   

 情報という概念はコンピュータが生まれる前からありました。「情報ってなんだろ

う？」というものをつかんでください。 

5 頭をよくする本／ピーター・フランクル（WAVE出版） 

 柔らかい数学の頭を育ててみましょう。数学の事以外のエッセイもいいですよ 

6 13歳から知っておきたい LGBT+／アシュリー・マーデル（ダイヤモンド社） 

 LGBT+について知らなかったことが分かる入門書のようなもの。インタビューを中

心に構成され、イラストもカラフルで読みやすい。 

7 ボーイズ 男の子はなぜ「男らしく」育つのか／レイチェル・ギーザ（DU Books） 

 

今高校生である皆さんは、残念ながら将来「LGBTQ 関連の教育が充実する直前に学

生だった、ぎりぎり間に合わなかった人たち」という扱いを受けることになるでしょ

う。あなたたちの心の中はかなり時代の流れに柔軟に対応できると思いますが、実際

にこの本を手に取ってみると、いろいろな疑問が腑に落ちると思います。「男の子」

についての扱われ方はあまり話題にならずに来たと思いませんか。とても勉強にな

る一冊です。 

8 ローマ人の物語／塩野 七生（新潮社）   

 

世界史が苦手な私が、この本では、ぐいぐい引き込まれました。「歴史」とは何なの

か、と学びつつ、ローマの歴史を知ることができます。ユリウス＝カエサルのくだり

は秀逸、今を生きる上でも参考になる点が多々あると思います。全１５巻。 
    

  



読んで考えてみよう 

1 思考の整理学／外山 滋比古（筑摩書房）   

 ここ数年１年生の課題図書にしています。積読にもおすすめ。 

2 知ろうとすること。／早野 龍五・糸井 重里（新潮社）  

 

福島第一原発の事故後、淡々と事実の分析を行いデータを発信し続けた早野氏。調査

を繰り返し行って得られた誠実な分析結果は、多くのことを明らかにした。自然科学

的に考える力の重要性について考えさせられる。 

3 
何のために「学ぶ」のか  中学生からの大学講義１ 

／外山滋比古 他（ちくまプリマー新書） 

 

中学生からというタイトルを侮るなかれ。「学ぶ」ことについてしっかりと考えて授

業を受けている筑高生はどれくらいいるのだろうか。各教科のカリスマ的存在の方

が繰り出す言葉はどれも含蓄に富みます。 

4 呪（じゅ）の思想 神と人との間／白川 静・梅原 猛（平凡社） 

 まさに「みこと」（御言・命・尊）としての 言葉（漢字）について考えさせられます。

キリスト教の「ロゴス」にも通じる思想。 

5 自我の起原 愛とエゴイズムの動物社会学／真木 悠介（岩波現代文庫） 

 
著者である真木悠介は、社会学者、見田宗介の別名です。人間の生き方や本質を生物

学的アプローチから考察していて、考えさせられます。 

6 
自分の中の「どうせ」「でも」「だって」に負けない３３の方法 

／飯山 晄朗（実務教育出版） 

 
令和元年度の壮行会、2学期終業式の校長式辞の中で紹介のあったメンタルコーチ・

飯山晄朗さんの本です。 

7 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（新潮社） 

 

話題の本なので知っている人もいるはず。ものすごく面白い。class(階級)、多様性、

racism、PC(politically correctness)、chavs(チャブ：一橋大学後期の超長文問題のテ

ーマはこれだったことがある)、教育制度、福祉…挙げればきりがないが、ぜひ知っ

ておきたいイギリスの現状が、筆者の 12 歳の息子の生活を通じて語られる。この子

が凄い。P.71 以降お勧め。Sympathy と Empathy の違いがよくわかります。また、

今、日々の生活に追われているであろう皆さんに、人生は続いていくもので、いろい

ろな側面があるということを彼女はこの著書で教えてくれていると思う。多様性、国

際化、共生等の観点から 21世紀をいきていくために、ぜひ一読することをお薦めし

ます。 

  



8 
意識をデザインする仕事 「福祉の常識」を覆すピープルデザインが目指すもの 

／須藤 シンジ（阪急コミュニケーションズ） 

 

「マイノリティとマジョリティをミックスしてその境界線をなくそう」という、一見

難しいことにカッコよく取り組む人たちの話。ナイキとコラボして、セレクトショッ

プでしか買えない(=福祉施設では買えない)おしゃれなハイカットのユニバーサル

デザインのシューズを開発、販売するなど、「もの、こと、まち、しごとづくり」全

てに対して慧眼の一冊。この本の表紙にある、かわいいコミュニケーションチャーム

は、天神の若者が集うショップで購入可能です。  

9 世界一やさしい問題解決の授業／渡辺 健介（ダイヤモンド社） 

 

第１弾ではロジカルシンキングなど“左脳”を生かして問題を解決する手法を、第２弾

では“右脳”を生かしてクリエイティブに問題を解決する手法をかわらしい図解でわ

かりやすく説明してくれています。問題解決力を身につけるヒントになると思いま

す。 

 

心の栄養に「小説」を 

1 日御子（ひみこ）／帚木 蓬生（講談社）  

 九州大学医学部出身の精神科医であり小説家でもある著者渾身の古代歴史ロマン。志

賀島、糸島半島、筑後川、対馬など見る目が変わります。 

2 センセイの鞄／川上 弘美（文春文庫）   

 高校生の頃読んで、今でも印象に残っています。切なく温かい恋愛小説です。 

3 Ｇｏ／金城 一紀（講談社）   

 

“在日韓国人”のティーンエイジャー・杉原が、友人との交際、初めてできた彼女との

恋愛、そして様々な事件の中でもがきながら、「国」にも「民族」にも縛られない生

き方を探していく青春小説です。軽快・痛快なストーリーを通して、「日本人である

こと」の意味を改めて考えさせられます。読後感も爽やかでおすすめです。 

4 国会議員基礎テスト／黒野 伸一（小学館）  

 

小説です。単純におもしろいし、国会議員という仕組みについても勉強になります。

それ以上に、国会議員や官僚に対して、すぐに批判・ネット炎上する我々一般人やマ

スコミの在り方について考えなければならない教訓がたくさんあります。日本人の一

番の問題点は、私達一般人にあると私は思います。「世論」というものを疑い、正し

く情報を分析する力を身につけましょう。 

5 本日は、お日柄もよく／原田 マハ（徳間書店） 

 スピーチって緊張しますよね。でもこの本を読むとスピーチするのが楽しみになりま

すよ（ま、そんなに上手くはならないけど） 

6 すべてが Fになる／森 博嗣（講談社文庫） 

 理系的な小説です。ミステリー好きな方は是非！ 



7 精霊の守り人（「守り人」シリーズ）／上橋 菜穂子（偕成社） 

 

短槍使いの女用心棒・バルサが、偶然に皇国の第二皇子チャグムの命を救ったことか

ら始まる大河ファンタジーです。その魅力は、綿密につくり込まれた世界観と、その

中で生き生きと躍動するキャラクターたちでしょう。人の強さ、哀しさ、いとしさを

様々な角度から描いた、和製ファンタジーの金字塔です。ファンタジー小説を読みた

い人、強い主人公が好きな人、長編シリーズに苦手意識がある人におすすめ。 

8 スーツケースの半分は／近藤 史恵（祥伝社） 

 日常生活に行き詰ったとき、ちょっと旅に出て、気持ちを切り替えるといいですね。

優しい心になれる本です。 

9 宝島 ＨＥＲＯ‘ｓ ＩＳＬＡＮＤ／真藤 順丈（講談社） 

 最後まで謎がいっぱいです。でも、ラストのカチャーシーを踊る場面では胸が圧し潰

されそうになりました。 

10 Never Let Me Go（邦訳：わたしを離さないで）／Kazuo Ishiguro（Faber and Faber） 

 It's beautifully written！☺  

11 復活の日／小松 左京（角川書店） 

 

１９６４年に書かれた SF小説。１９８０年に映画化され話題となった。ウィルス感

染の脅威に端を発し、人類滅亡の危機が迫る中での、人類が生き延びるために闘うド

ラマが衝撃的。決して小説の世話だとやり過ごせないリアルさは、再読しても思い知

らされることが少なくない。 

12 夜は短し歩けよ乙女／森見 登美彦（角川文庫）  

 
京大理学部出身の著者が描く、青春恋愛ファンタジー。不思議な世界観に引き込まれ、

あっという間に読み終えてしまいます。 
    

 

高校生のうちに読みたい名著 

1 われはロボット／アイザック・アシモフ（ハヤカワ文庫） 

 

今や一般化している単語 robotics を造ったのはこの人です。科学エッセイも多数。こ

の作品中に出てくる「ロボット三原則」はあらゆる点で現代に影響を与えています。

２００４年にウィル・スミス主演で映画化。 

2 青春の門（筑豊篇・自立篇）／五木 寛之（講談社文庫） 

 福岡に住む、そして東京の大学に憧れるすべての高校生にお薦めの名著です。さらに、

今また連載が再開されていることにも感動です。 

3 一九八四年［新訳版］／ジョージ・オーウェル（ハヤカワ epi 文庫）  

 最近の世界情勢に触発され、再びイギリスでは多くの人に読まれているようです。実

話のような不気味な喜劇（悲劇）的世界です。 

  



4 夏への扉／ロバート・Ａ・ハインライン（ハヤカワ文庫） 

 

アシモフ、アーサー・Ｃ・クラークと共に SF界のビッグ３に数えられる人です。夏

に読むと爽快な気分になります。時代を超えて新鮮に感じられる作品。ハインライン

は作中で数々の発明品を予言しています。 

5 アルケミストｰ夢を旅した少年／パウロ・コエーリョ（角川文庫） 

 

羊飼いの少年が夢を追いかけて旅に出て、様々な出会いの中で人生の知恵を学んでい

くという物語。「世界で最も読まれた本ベスト１０」に入っている本です。世界中で

読まれている理由を是非確かめてみてください。 

6 舞姫／森 鴎外（集英社文庫 他）   

 
高校の現代文の授業で読みました。冒頭の「石炭をばはや積み立てつ」の美しいリズ

ムに衝撃を受けたのを今でも覚えています。 

7 次郎物語／下村 湖人（新潮文庫 他）   

8 車輪の下／ヘルマン・ヘッセ（集英社文庫 他） 

9 路傍の石／山本 有三（新潮文庫 他）   

10 にんじん／ジュール・ルナール（旺文社文庫 他）   

11 狭き門／アンドレ・ジッド（新潮文庫 他）   

12 十五少年漂流記／ジュール・ヴェルヌ（新潮社 他） 

13 夏目漱石の本すべて／夏目 漱石  

 

おすすめエッセイ／ノンフィクション 

1 アシモフの科学エッセイ（１）空想自然科学入門／アイザック・アシモフ（早川書房） 

 

ＳＦ作家として有名なアシモフは科学者でもあり、生物学から天文学まで、一般向け

の科学エッセイを多く手がけています。「体の大小や寿命に関わらず、哺乳類の一生

涯における心拍数は同じ」という話題を『ゾウの時間ネズミの時間』のはるか昔に一

般向けに紹介したのもアシモフでした。何しろ５０年前に始まったシリーズなので最

新の科学的知見は含まれませんが、視点が斬新で（すごく長い距離を「光年」で表す

なら、すごく短い時間を「光メートル」という単位で表してはどうか？など）、語り

口はユーモアに溢れ、面白さは折り紙付きです。全１５巻。 

2 
ザ・ディスプレイスト 難民作家 18人の自分と家族の物語 

／ヴィエト・タン・ウェン 他（ポプラ社） 

 

「作家とは痛みのあるところへと向かうべきものであり、よそ者であることがどうい

う感覚かを知っている必要がある。よそ者の生を心に呼び起こすことができなけれ

ば、作家の仕事は不可能だ。そのような記憶と想像と共感の行為によってのみ、われ

われはよそ者の身になって感じる力を育むことができる。（はじめに p.18より）」the 

displaced という単語の意味についても思いを馳せる、時に胸をしめつけられる時間

になりますが、私たちはこういう本こそ読むべきだと思います。 



3 こころの処方箋／河合 隼雄（新潮社） 

 人の心は不思議なもの。自分の心を知る上でも是非読んでほしいです。 

4 
The Third Door（邦訳：サードドア 精神的資産のふやし方） 

／Alex Banayan（Currency Press） 

 

「スティーヴン・スピルバーグは、どうやってハリウッド史上最年少で大手スタジオ

の監督になれたのか。19 歳のレディー・ガガは、ニューヨークでウエイトレスをし

ながらどうやってレコード契約にこぎつけたのだろうか。僕は図書館に通いつめ、答

えが書いてある本を探した。でも数週間が過ぎても、何も得るものがない。これだと

思うような、人生の始まりに的を絞った本は 1冊もなかった。知名度もなくまだ無名

で、誰と面会できるわけでもない。そんな時に、どうやって彼らはキャリアの足がか

りを見つけたんだ？そのとき、能天気な 18 歳の思考にスイッチが入った。 “誰も書

いていないなら、いっそ自分で書くのはどうだ？” （8 頁より）」Native は 1 日で読

み終えます。non-nativeは 2日で読み終えましょう(ultimate goal)。それが本を読む

スピードです。先輩たちの中にはそのスピードで読む人たちがいましたよ。君も目指

せ！話の展開もダイナミックで、世界に名だたる有名人がどんどん登場します。一度

読み始めたら英語であることを忘れているかも。 

5 ボクの音楽武者修行／小澤 征爾（新潮文庫）  

6 僕が大人になったら／佐渡 裕（PHP研究所）  

 すべての音楽を愛する人へ。 

7 教室をいきいきと／大村 はま（ちくま学芸文庫）  

 国語を愛し、教師を目指す人に。 

 

特別編：ＳＤＧｓ関連書 

1 働く幸せ 仕事でいちばん大切なこと／大山 泰弘（WAVE出版） 

2 
やっぱり医者になりたい君たちへ 逆境の時代にこそチャンスがある！ 

／和田 秀樹（PHP研究所） 

3 ウソだらけ間違いだらけの環境問題／武田邦彦（新講社） 

4 ルポ 貧困大国アメリカ／堤 未果（岩波新書） 

5 ルポ 貧困大国アメリカⅡ／堤 未果（岩波新書） 

6 
高学歴ワーキングプア 「フリーター生産工場」としての大学院 

／水月 昭道（光文社新書） 

7 生き方の不平等 お互いさまの社会に向けて／白波瀬 佐和子（岩波新書） 

8 
紛争、貧困、環境破壊をなくすために世界の子どもたちが語る２０のヒント 

／小野寺 愛・高橋 真樹（合同出版） 

9 ぼくは８歳、エイズで死んでいくぼくの話を聞いて。／青木 美由紀（合同出版） 

10 ぼくは１２歳、路上で暮らしはじめたわけ。／国境なき子どもたち（合同出版） 



11 人権で世界を変える 30 の方法／ヒューマンライツ・ナウ〔編〕（合同出版） 

12 「激安」のからくり／金子 哲夫（中公新書ラクレ） 

13 知らないと恥をかく世界の大問題／池上 彰（角川ＳＳＣ新書） 

14 
ゴミ分別の異常な世界 リサイクル社会の幻想 

／杉本 裕明・服部美佐子（幻冬舎新書） 

15 世界を救う７人の日本人 国際貢献の教科書／池上 彰（日経 BP 社） 

16 「戦地」に生きる人々 ／日本ビジュアル・ジャーナリスト協会（集英社新書） 

17 日本の経済格差 所得と資産から考える／橘木 俊詔（岩波新書） 

18 共生の大地 新しい経済がはじまる／内橋 克人（岩波新書） 

19 職業は武装解除／瀬谷 ルミ子（朝日新聞出版） 

20 
“食の安全”はどこまで信用できるのか 現場から見た品質管理の真実 

／河岸 宏和（アスキー新書） 

21 弱者の居場所がない社会 貧困・格差と社会的包摂／阿部 彩（講談社現代新書） 

22 「ゴミ」を知れば経済がわかる／瀬戸 義章（PHP 研究所） 

23 死因不明社会 Ａｉが拓く新しい医療／海堂 尊（講談社ブルーバックス） 

24 世界は貧困を食いものにしている／ヒュー・シンクレア（朝日新聞出版） 

25 「赤十字」とは何か 人道と政治／小池 政行（藤原書店） 

26 
わたしはマララ  教育のために立ち上がり、タリバンに撃たれた少女 

／マララ・ユスフザイ 他（学研マーケティング） 

27 
風をつかまえた少年 十四歳だったぼくはたったひとりで風力発電をつくった 

／ウィリアム・カムクワンバ 他（文藝春秋） 

28 たべものがたり 食と環境 ７のはなし／山本 良一（ダイヤモンド社） 

29 ルポ差別と貧困の外国人労働者／安田 浩一（光文社新書） 

30 限界集落株式会社／黒野 伸一（小学館文庫） 

31 ヒーローを待っていても世界は変わらない／湯浅 誠（朝日文庫） 

32 AI の衝撃 人工知能は人類の敵か／小林 雅一（講談社現代新書） 

33 アウトサイダー・アート入門／椹木 野衣（幻冬舎新書） 

34 「欲望」と資本主義 終りなき拡張の論理／佐伯 啓思（講談社現代新書） 

35 「見えざる手」が経済を動かす／池上 彰（ちくまプリマー新書） 

36 貧困の克服 アジア発展の鍵は何か／アマルティア・セン（集英社新書） 

37 グローバリズムが世界を滅ぼす／エマニュエル・トッド 他（文春新書） 

38 ワンガリ・マータイ 「MOTTAINAI」で地球を救おう／筑摩書房編集部（筑摩書房） 

39 タックス・ヘイブン : 逃げていく税金／志賀 櫻（岩波新書） 

40 移民大国アメリカ／西山 隆行（ちくま新書） 

41 「無理」の構造 この世の理不尽さを可視化する／細谷 功（dZERO） 



42 人種とスポーツ 黒人は本当に「速く」「強い」のか／川島 浩平（中公新書） 

43 
考える力がつく本 本、新聞、ネットの読み方、情報整理の「超」入門 

／池上 彰（プレジデント社） 

44 本当にこわい！スマートフォン族の病気／浅川 雅晴（ロングセラーズ） 

45 〈対話〉のない社会 思いやりと優しさが圧殺するもの／中島 義道（PHP 新書） 

46 新・リーダー論 大格差時代のインテリジェンス／池上 彰・ 佐藤 優（文春新書） 

47 
キュレーションの時代 「つながり」の情報革命が始まる 

／佐々木 俊尚（ちくま新書） 

48 東南アジアを知る 私の方法／鶴見 良行（岩波新書） 

49 オーストラリア 多文化社会の選択／杉本 良夫（岩波新書） 

50 
グローバリズム以後 アメリカ帝国の失墜と日本の運命 

／エマニュエル・トッド（朝日新書） 

51 生活保障 排除しない社会へ／宮本 太郎（岩波新書） 

52 ベーシック・インカム入門 無条件給付の基本所得を考える／山森亮（光文社新書） 

53 
スカートはかなきゃダメですか？ ジャージで学校 世界をカエル 

／名取 寛人（理論社） 

54 
超少子化 異次元の処方箋 

／NHK スペシャル「私たちのこれから」取材班〔編〕（ポプラ新書） 

55 AI 時代の新・ベーシックインカム論／井上 智洋（光文社新書） 

56 日本が売られる／堤 未果（幻冬舎新書） 

 


