
総合学部の先生方 オススメの本 

 

総合学部教頭 氏名 前田 恵美  

本のタイトル  ライオンのおやつ 

著 者  小川 糸 出版社  ポプラ社 

オススメの理由 
日常のありがたさや、こんな時だからこそ、一日一日をきちんと生きようと思える

感動の一冊です。 

 

総合学部３年 学年主任 氏名 赤峰 保  

本のタイトル 大局観 

著 者 羽生 善治 出版社 角川書店 

オススメの理由 
自分を見つめなおし、様々な出来事に対しての捉え方、考え方について改めて 

考えさせられる。 

 
クラス ＧⅢ１ 氏名 中村 久美  

本のタイトル  ルパンの消息 

著 者  横山 秀夫 出版社  光文社 

オススメの理由 
読み易く、どんどん物語に引き込まれていく。 

本を好きになることができる一冊です。 

 
クラス ＧⅢ２ 氏名 鈴木 教昭  

本のタイトル  蒼き狼 

著 者  井上 靖 出版社  新潮文庫 

オススメの理由 まずは手に取って読んでみよう。きっとページをめくる手が止まらなくなるはず。 

 
クラス ＧⅢ３ 氏名 淺田 洋平  

本のタイトル スタンド・バイ・ミー改版 恐怖の四季秋冬編 

著 者 スティーブン・キング 出版社  新潮文庫 

オススメの理由 

ある夏の日、行方不明となった少年の死体が森の中にあるという情報を得た４人の少年

が死体探しの旅に出る話です。大人になりきれず、子どもでもいられない主人公たちが生

徒の皆さんと重なります。映画もありますが、小説がおすすめです。 

 
クラス ＧⅢ４ 氏名 古谷 知子  

本のタイトル ツナグ 

著 者 辻村 深月 出版社 新潮文庫 

オススメの理由 

生者と死者を一度だけ会わせる使者の物語。 

心残りがないように、悔いるような人間関係にならないように、色々ままならない

世の中でも生きているからこそできることもある。 さあ皆さん どう生きますか？ 

 
 
 



 
クラス ＧⅢ５ 氏名 山下 直樹  

本のタイトル  風が強く吹いている 

著 者  三浦 しをん 出版社  新潮文庫 

オススメの理由 
どんどん物語の世界へ引き込まれてしまいます。 

とにかく前向きにさせてくれる本です。 

 
総合学部２年 学年主任 氏名 服部 雅士  

本のタイトル  バカ論 

著 者  ビートたけし 出版社  新潮新書 

オススメの理由  とにかく手にとって読んでほしい。 

 
クラス ＧⅡ１ 氏名 芥川 遼甫  

本のタイトル ウイルスは生きている 

著 者 中屋敷 均 出版社 講談社現代新書 

オススメの理由 
非生物と言われがちのウイルスだが、ウイルスは人間を利用して何千年も生きてきた 

「したたかな奴ら」だった！ 今こそ彼らのことを考えてみないか！？ 

 
クラス ＧⅡ２ 氏名 関根 由大  

本のタイトル 新しい道徳 

著 者 北野 武 出版社 幻冬舎 

オススメの理由 

世間一般で良いと言われていることは、万人にとっても良いものなのでしょうか。 

１つの事象でも見方によって良くも悪くもなりうるはずです。皆さんにはこの本を

通し、自身の行動の在り方を再確認してもらいたいです。 

 
クラス ＧⅡ３ 氏名 森 聡太郎  

本のタイトル  世に潜む日日 

著 者  司馬 遼太郎 出版社  文春文庫 

オススメの理由 

ペリー来航からはじまる激動の幕末。私利私欲ではなく、日本の行く末を考えて

命をかける若者たちを「志士」と呼びました。そんな志士たちの思想的原動力とな

った吉田松陰と、その弟子である高杉晋作の熱すぎる歴史小説です。人生の糧

になること間違いなし。 

 
クラス ＧⅡ４ 氏名 髙橋 升美  

本のタイトル 茨木 のり子詩集 

著 者 茨木 のり子 出版社  岩波文庫 

オススメの理由 

私が大学卒業時に恩師から茨木のり子さんの 「自分の感受性くらい」 という 

詩とともに言葉をいただき、とても心に残っている。とても素直な表現で人を励ま

し、奮い立たせてくれる本です。  

 
 
 
 



 
総合学部１年 学年主任 氏名 原 雅幸  

本のタイトル 下流志向 

著 者 内田 樹 出版社  講談社 

オススメの理由 
どうして子どもたちは勉強をしないのか？ 学校で授業妨害がおこるのか？ 

この問題点をくっきりとわかりやすく伝えてくれている。 

 
クラス ＧⅠ１ 氏名 篠原 卓也  

本のタイトル  嫌われる勇気 

著 者  岸見 一郎・古賀 史健 著 出版社  ダイヤモンド社 

オススメの理由 前向きな考え、自分を見つめ直すことができる一冊です。 

 
クラス ＧⅠ２ 氏名  小山 俊彦  

本のタイトル  みつばちの家族は５０００びき 

著 者 大村 光良作 金尾 恵子絵 出版社  文研出版 

オススメの理由 
小さな命の小さな社会が大きな人間社会を支えていることを再発見させてくれる

本です。読後には、養蜂がやりたくなる。ミツバチが愛おしくなること間違いなし。 

 
クラス ＧⅠ３ 氏名  森田 恵美子  

本のタイトル 街の中で見つかる「すごい石」 

著 者 西本 昌司 出版社  日本実業出版社 

オススメの理由 

街の中に使われている様々な「石」に着目している本。外出自粛中はニュースで

「エラい人」が会見している背景に映る壁が、外出できるようになったら、通り道で

目に入る建物や石垣が違って見える・・・かも？ 

 
クラス ＧⅠ４ 氏名 飯塚 幸宣  

本のタイトル  「か」 「く」 「し」 「ご」 「と」 

著 者  住野 よる 出版社  新潮社 

オススメの理由 

きっと誰もが持っている、自分だけのかくしごと。 

高校生５人がそれぞれ秘めた思いを抱えながら繰り広げられる青春小説。 

きっとキミも共感できることがある。 

 

クラス ＧⅠ４ 氏名 河本 秀昭  

本のタイトル  心を整える 

著 者  長谷部 誠 出版社  幻冬舎 

オススメの理由 
サッカー日本代表チームキャプテンの人間性について、運動部の生徒には特に参

考にしてもらいたい。 

 

 

 



進学部の先生方 オススメの本 

 

進学部教頭 氏名 岡本 謙治  

本のタイトル  Ｄｉｎｅｒ 

著 者  平山 夢明 出版社  ポプラ社 

オススメの理由 

本を読むと、頭の中でその舞台が想像できる。 

映画を観ると、その想像がその通りとその予想外のものと分かれて、さらに楽しむ 

ことができる。 

 

進学部３年 学年主任 氏名 菊間 一樹  

本のタイトル ジャングルの少年 

著 者 チボール・セケリ 出版社 福音館書店 

オススメの理由 
クメワワ少年の知識と知恵に圧倒される。 

冒険譚として、文化や年齢を超えた友情の物語。 

 
クラス ＰⅢ１ 氏名 中神 悠祐  

本のタイトル  ＡＩ ｖｓ 教科書が読めない子どもたち 

著 者  新井 紀子 出版社  東洋経済新報社 

オススメの理由 

空前のＡＩブーム。しかし、誤解をしている人も多くいます。 

ＡＩの技術にも限界があり、その限界が「読解力」です。この先「読解力」のない人間は 

ＡＩに仕事を奪われてしまいます。あなたは今、教科書をきちんと読めますか？ 

 
クラス ＰⅢ２ 氏名 渡邊 光輔  

本のタイトル  神様のカルテ 

著 者  夏川 章介 出版社  小学館 

オススメの理由 
何度も泣ける！ 病院で働く大変さを知ることができ、お医者さんのありがたみを

感じることのできる作品！！ 

 
クラス ＰⅢ３ 氏名 相羽 真由美  

本のタイトル 明日のあなたへ 

著 者 三浦 綾子 出版社  集英社文庫 

オススメの理由 

新型コロナウイルスの関係で世界が騒がしい中、自分自身の指針を考えさせてく

れる書です。 

こんな苦しい時に「心」をなごませる言葉が見つかると思います。 

 
クラス ＰⅢ４ 氏名 関 博樹  

本のタイトル 女子高生サヤカが学んだ「１万人に１人」の勉強法 

著 者 美達大和・山村サヤカ  &  ヒロキ 出版社 プレジデント社 

オススメの理由 

勉強は何のためにするのか？ という女子高生サヤカの問いに「何にでも平然と取り組

める、解決できる、忍耐強く続けられる」という能力を養うための訓練が勉強と無期懲役

囚の美達大和は説く。君たちは一体何のために勉強をするのだろうか？ 



 
クラス ＰⅢ５ 氏名 望月 理緒奈  

本のタイトル  キミが働く理由 

著 者  福島 正伸 出版社  中経出版 

オススメの理由 

高校生活を送るうえで、誰しもが一度は考える将来の夢や職業について。 

「何のために働くのか、誰のために働くのか」 悩める若者の心に響く、たくさんの

メッセージやヒントがつまった本です。 

 
クラス ＰⅢ６ 氏名 辻原 宏美  

本のタイトル  今より強くを目指して！ ～アスリートの身体づくりと食のエッセンス～ 

著 者  公益財団法人 日本陸上競技連盟 医事委員会  出版社  ライフサイエンス出版 

オススメの理由 

自分の身体（体型）は、自分が食べた物で作られている。 

今後は、運動する人も、しない人も、「食」を通して、自分を見つめ直してみてもよ

いのではないか。運動部はもちろん、そうでない人たちにも読んでみて欲しいで

す。辻原が持っているので、興味のある人は声をかけて下さい！！ 

 
進学部２年 学年主任 氏名 遠藤 真一  

本のタイトル  夢をかなえるゾウ 

著 者  水野 敬也 出版社  飛鳥新社 

オススメの理由 

小さなことから成功へ導く例や「成功って何？」という基本を知ることができる。 

また、続編も出ています。芸術鑑賞会でも見たことがある人がいると思いますが、

ぜひ読んでみて下さい。 

 
クラス ＰⅡ１ 氏名 土屋 佑介  

本のタイトル アリエナクナイ科学ノ教科書 

著 者 くられ 出版社 ソシム 

オススメの理由 

「タイムマシン」・「ゾンビ」などＳＦでよくあるものを科学的に実現する方法を考察する本で

す。「ビームサーベル」ならガンダムなどイメージしやすい作品が挿絵や図として挿入されて

いて読みやすいです。読んだ後は理科を勉強したくなること間違いなし！？ 

 
クラス ＰⅡ２ 氏名 坪内 春花  

本のタイトル 君の膵臓を食べたい 

著 者 住野よる 出版社 双葉社 

オススメの理由 

住野よるさんのデビュー作。 

心をすっきりさせたい時、読むと心が浄化されるのでオススメです。 

甘酸っぱい青春物語を味わって下さい  

 
クラス ＰⅡ３ 氏名 鈴森 昌子  

本のタイトル  日本の給料&職業図鑑パーフェクトバイブル 

著 者  給料ＢＡＮＫ 出版社  宝島社 

オススメの理由 
普段知ることのない業種なども含め、５００種類ほどの職業が載っています。 

仕事の内容から収入まで細かく説明されていてわかりやすいのでオススメです。 

 



 
クラス ＰⅡ４ 氏名 山田 泰基  

本のタイトル 決めて断つ ～ぶれないために大切なこと～ 

著 者 黒田 博樹 出版社  ベストセラーズ 

オススメの理由 
『男気伝説』 メジャー球団の１年２０億円のオファーを蹴ってまで古巣の広島カー

プに復帰した男の覚悟と決断の物語。 

 
クラス ＰⅡ５ 氏名 月足 知浩  

本のタイトル  幸福優位７つの法則～仕事も人生も充実させるハーバード式最新成功理論～ 

著 者  ショーン・エイカー著 高橋由紀子訳 出版社 徳間書店 

オススメの理由 
「成功」と「幸福」の関係について、とても良いヒントをもらえる１冊です。 

勉強にも運動にも、更には生活全般にまで生かすことができると思います。 

 
クラス ＰⅡ６ 氏名 鈴木 力也  

本のタイトル  情報生産者になる 

著 者  上野 千鶴子 出版社  筑摩書房 

オススメの理由 

進路で悩む人、探究活動で何をすればよいかわからない人。 

この本を読むと学問の広さに気付き、あふれた情報を「消費」することより、「生

産」する楽しさに気付けるはずです。 

 
クラス ＰⅡ７ 氏名 黒田 裕太  

本のタイトル  ＦＡＣＴ ＦＵＬＮＥＳＳ ～１０の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣～ 

著 者  ﾊﾝｽ・ﾛｽﾘﾝｸﾞ著  上杉周作訳 出版社  日経ＢＰ 

オススメの理由 
世界に対して抱いているイメージが変わります。 

今後新型コロナウイルスで世界がさらに大きく変わる前に読んでおきたい本です。 

 
進学部１年 学年主任 氏名 藤澤 紘子  

本のタイトル ＢＲＯＯＣＨ 

著 者 内田 也哉子 出版社  リトルモア 

オススメの理由 

樹木希林さんの娘、内田也哉子さんの感性で表現されることばと、デザイナー渡邉良重さん

が描いた美しくやさしい絵。薄紙に印刷されているため次のページが透けてみえる仕組みに

なっているとても美しい絵本です。「小さな祈りを胸にかざる」 はっとさせられるラストの１ペ

ージ。薄いページをそっとめくることにワクワクする本。英語版もあります。 

 
クラス ＰⅠ１ 氏名 加藤 恭平  

本のタイトル  ハーバード白熱教室講義録 + 東大特別授業（上） 

著 者  マイケル・サンデル 出版社  早川書房 

オススメの理由 

『正義』とは何かについてのハーバード大学の実際の講義をまとめたものです。 

命や人権などについて考えさせられる本になっています。 

また学校が始まったらハーバードに負けない白熱教室をつくりあげよう。 

 
 
 



 
クラス ＰⅠ２ 氏名 井桁 輝嵩  

本のタイトル  本当の「頭のよさ」ってなんだろう？ ～勉強と人生に役立つ、一生使えるものの考え方～ 

著 者  齋藤 孝 出版社  誠文堂新光社 

オススメの理由 

タイトルの通り、一生使える考え方が身につく。 

この休校期間も、どう考え、どう受け入れるか？ で過ごし方が変わるはず。 

この本を読み、休校期間を前向きに過ごしてほしい。 

 
クラス ＰⅠ３ 氏名 杉山 耕太  

本のタイトル  等伯 

著 者  安部 龍太郎 出版社  日本経済新聞出版 

オススメの理由 

世の中に楽しい歴史小説はたくさんあります。あえての長谷川等伯です。 

日本画に興味をもつこと請け合いです。 

命をかけて自己を表現する等伯の姿に涙すること請け合いです。 

 
クラス ＰⅠ４ 氏名 中村 海鈴  

本のタイトル 流浪の月 

著 者  凪良 ゆう 出版社  東京創元社 

オススメの理由 

２０２０年本屋大賞を受賞した作品です。全国の本好き代表である書店員の投票で１位に選

ばれた作品です。読み始めると止まらなくなり、夕方から読み始めて眠さも吹っ飛んで夜まで

読み続けてしまいました。決して明るく楽しい話ではありませんが、共感・感動があります。 

 
クラス ＰⅠ４ 氏名 佐久間 清  

本のタイトル  １６歳のデモクラシー 

著 者  佐藤 優 出版社  晶文社 

オススメの理由 
「高校での勉強は、人生に役立つ教養だ」 

埼玉県立川口北高校の２年生に向けた教養ゼミを書籍化したものです。 

 
クラス ＰⅠ５ 氏名 矢部 誉大  

本のタイトル ロウソクの科学 

著 者 ファラデー著  三石 厳訳 出版社 角川文庫 

オススメの理由 

昨年ノーベル化学賞を受賞した吉野彰さんがオススメの本でもあります。 

実験の様子を文章化したので難しい内容ではありますが、理系の人には読んでも

らいたい本です。 

 
クラス ＰⅠ６ 氏名 鳥居 萌瑛子  

本のタイトル  天使と悪魔 

著 者  ダン・ブラウン 出版社  ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

オススメの理由 
科学とは何か。本当に私たちが信じている科学は万能なのか。人の「信じる」心に

ついて、宗教と科学から考えさせられます。考えたい人にぜひ！！ 

 
 
 



 
クラス ＰⅠ７ 氏名 近藤 史生  

本のタイトル  神去なあなあ日常 

著 者  三浦 しをん 出版社  徳間文庫 

オススメの理由 
都会っ子男子高校生がひょんなことから林業をやらなければならなくなり、ド田舎

の暮らしを通して成長する人間ドラマです。テンポよく、読み易いです。 

 
クラス ＰⅠ８ 氏名 飯島 あずさ  

本のタイトル  君の波が聞こえる 

著 者  乾 ルカ 出版社  新潮文庫 

オススメの理由 

みなさんと同年代の少年が主人公の物語です。 

自分にとっての幸せとは、本当に大事なものとは何か。それを考えるきっかけにな 

れば嬉しいです。 

 

クラス ＰⅠ８ 氏名 米山 学  

本のタイトル  栗山ノート 

著 者  栗山 英樹 出版社  光文社 

オススメの理由 
北海道日本ハムファイターズの栗山英樹監督が書いた本です。 

人としての生き方などのヒントがあります。 

 

特進部の先生方 オススメの本 

 

特進部教頭 氏名 伊藤 哲也  

本のタイトル Ｔｈｅ ＭＡＮＺＡＩ 

著 者 あさのあつこ 出版社 ピュアフル文庫 

オススメの理由 読むとわかります。面白いですよ。 

 

特進部３年 学年主任 氏名 永留 佐奈美  

本のタイトル 青春論 

著 者 亀井 勝一郎 出版社 角川ソフィア文庫 

オススメの理由 

昭和３７年に文庫化された、もはや古典の部類に入りそうな本。 

しかし驚くべきことに、今の君達にも共感できること間違いない。 

人生の中で一番悩み多き君達にぜひ読んで欲しい本です。 

 

クラス ＳＰⅢ１ 氏名 鈴木 英武  

本のタイトル ５４字の物語 

著 者 氏田 雄介 出版社 ＰＨＰ研究所 

オススメの理由 

タイトル通り、９マス×６行に５４字で文章の完結する短縮小説です。 

投稿作品も多くあり、読書の苦手な人でもとても読みやすい本です。シリーズ化 

もされています。 

 



 
クラス ＳＰⅢ３ 氏名 尾﨑 祥子  

本のタイトル モンテ・クリスト伯 

著 者  アレクサンドル・デュマ 出版社  岩波文庫 

オススメの理由 

正義は勝つ、ということを気持ちよく教えてくれる物語。 

読み出したら終わるまで眠れないので、読むなら今しかない。 

全７巻ですが、一気に読めます。 

 
クラス ＳＰⅢ３ 氏名 浅井 健雄  

本のタイトル 天地明察（上）（下） 

著 者 沖方 丁 出版社  角川文庫 

オススメの理由 

歴史は好きだけど数学は苦手という文系タイプの人 

数学は得意だけど歴史なんて関係ないと思っている理系タイプの人 などに読ん

で欲しい一冊。映画化もされています。 

 
クラス ＳＰⅢ４ 氏名 杉山 政弥  

本のタイトル 悩みどころと逃げどころ 

著 者 梅原 大吾 出版社  小学館新書 

オススメの理由 自分の将来は自分で決めてほしいので、この本をおすすめします。 

 
特進部２年 学年主任 氏名 松本 英教  

本のタイトル  そして誰もいなくなった 

著 者  アガサ・クリスティー 出版社  ハヤカワ文庫 

オススメの理由 
ミステリーの女王の最高傑作。単なるミステリーでなく、古き良き英国の雰囲気を

味わって、想像をふくらませてほしい。 

 
クラス ＳＰⅡ１ 氏名 Ｍａｒｋ Kaiser  

本のタイトル きまぐれロボット 「ＴＨＥ CAPRICIOUS ROBOT」 

著 者 (日本語)Hoshi Shinichi  （英語）Robert Matthew 出版社 ＫＯＵＤＡＮＳＨＡ ＥＮＧＬＩＳＨ ＬＩＢＲＡＲＹ 

オススメの理由 

Ｈｏｓｈｉ Shinichi is famous for short stories. 

This book has many stories – most are only 3～4 pages long. 

I recommend The Convenient Flower.  

 
クラス ＳＰⅡ２ 氏名 磯川 彩  

本のタイトル １日１ページ、読むだけで身につく世界の教養 

著 者 ディビッド・Ｓ・キダー著 小林朋則訳 出版社 文響社 

オススメの理由 
知らない世界を知ることは面白い！ 

この本を様々な分野への入り口にして、自分の興味を広げていきましょう。 

 
 
 
 
 



 
クラス ＳＰⅡ３ 氏名 勝間田 芳信  

本のタイトル  命のビザ、遥かなる旅路 ～杉原千畝を陰で支えた日本人たち～ 

著 者  北出 明 出版社  交通新聞社 

オススメの理由 

杉原千畝に関しては、多くの人がその偉業を知っている。 

しかし、ユダヤ人の逃避行を手助けした、多くのあたたかい日本人がいたことを 

知ってほしい。 

 
クラス ＳＰⅡ４ 氏名  南良 知  

本のタイトル  ノーサイドゲーム 

著 者  池井戸 潤 出版社  ダイヤモンド社 

オススメの理由 
明日も頑張ろう！ というやる気が出ます。 

努力は人を裏切らない！ 正義は勝つ！！ 

 
 特進部１年 学年主任 氏名 平野 史生  

本のタイトル  夢をかなえるゾウ 

著 者  水野敬也 出版社  飛鳥新社 

オススメの理由 

面白いし読みやすいし、読書が苦手な人にとってもとっつきやすい１冊。 

この本を読んで「自分磨き」に精を出そう。 

自分が変わることによって世界が変わります。２・３も出ています。 

 
クラス ＳＰⅠ１ 氏名 白嶋 卓  

本のタイトル  弧塁 ～双葉郡消防士たちの３・１１～ 

著 者  吉田 千亜 出版社  岩波書店 

オススメの理由 

東日本大震災の際、人々の命を救うために不眠不休で活動した双葉郡の消防士たちの苦

難と葛藤を描いた圧倒的なノンフィクション作品です。決死の覚悟で原発事故に立ち向かっ

た消防士の皆さんの思いを知ると、タイトルの「弧塁」の意味がきっとわかると思います。 

 
クラス ＳＰⅠ２ 氏名 日野 陽平  

本のタイトル  心が変われば ～山下智茂・松井秀喜を創った男～ 

著 者  松下 茂典 出版社  朝日新聞出版 

オススメの理由 

「心が変われば行動が変わる。行動が変われば習慣が変わる。習慣が変われば

人格が変わる。人格が変われば運命が変わる。」と述べる本書。 

これから運命を切り開いていく皆さんを力強く後押ししてくれるでしょう。 

 
クラス ＳＰⅠ２ 氏名 渡邉 浩美  

本のタイトル  受験脳の作り方 

著 者  池谷 裕二 出版社  新潮文庫 

オススメの理由 

暗記するのが苦手だな、どうしたら効率よく勉強を進められるかなと思っている人

に読んでもらいたい一冊です。受験勉強はそれなりに大変ですが、脳を上手に使

うと少し気持ちは楽になるはずです。 

 
 



 
クラス ＳＰⅠ３ 氏名  伊藤 正  

本のタイトル  他人をほめる人、けなす人 

著 者  フランチェスコ・アルベローニ 出版社  草思社文庫 

オススメの理由 
様々な人の在り方をそれぞれの立場からコメントしたものになっていて、自分自身

を見つめ直すきっかけとして是非読んで欲しい一冊です。 

 
クラス ＳＰⅠ４ 氏名  鈴木 伴吏  

本のタイトル  悪意 

著 者  東野 圭吾 出版社  双葉社 

オススメの理由 最後の終わり方に・・・・・。 

 


