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『世界を変えた１０冊の本』

応援!SGH

池上 彰／著

文芸春秋 2014
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Super Global Highschool

テレビでもおなじみの著者が，世界に大きな影響を与えた１０冊の本を厳選し，
その内容をわかりやすく紹介するとともに，歴史的意義も解説しています。現
代を形づくっている思想や，日々メディアで報じられている国際問題の源泉が，
この本を読むとよくわかります。読書離れと言われていますが，１冊の本の存
在が世界を動かし，新しい歴史をつくる．．．。書物の持つ力の大きさを改め
て実感します。
本書に登場するのは，『アンネの日記』『聖書』『コーラン』『プロテスタン
ティズムの倫理と資本主義の精神』『資本論』『イスラーム原理主義の「道し
るべ」』『沈黙の春』『種の起源』『雇用，利子および貨幣の一般論』『資本
主義と自由』。授業などで耳にした覚えはあるけれど，ちゃんと読んだことが
ないというものが多いのではないでしょうか。本書を読んで興味を持った原書
を読んでみるのもいいと思います。ぜひ読んでみてください。

経済について読んでみる

３つのゼロの世界 ムハマド ユヌス

授業にも受験科目にもないからどうでもいい！って思っていません
か？この世に生きている限り、経済問題ははずせませんよ～。
４月から受け入れた本の中から、いくつか選んでみました。
レッツトライ！

お金儲けで成功＝人生の成功、なのかなぁ？
自分が得するように動かないとバカなのかなぁ？
なんて思っている人は読んでみてください。
著者はグラミン銀行創設者かつノーベル平和賞受
賞者です。かといって、雲の上の話ではありませ
んから！

教養としてのテクノロジー 伊藤 穣
著者は日本人でありながら、MIT（ﾏｻﾁｭｰｾｯﾂ工科
大学）のメディアラボで所長をされています。日
本を離れ俯瞰できる立場から、AI、仮想通貨、ブ
ロックチェーンの現状とこれからの人間、国家、
社会の予想される、また求められる変化について
書かれています。学術書ではなく、エッセイに近
い書き方なのでとても読みやすいですよ！

他にも「１０年後の仕事図鑑」堀江貴文・落合陽一対談（主に仕事とお金）
「倫理としてのナショナリズム」佐伯啓思（グローバリズムについての
一視点）なども入っています!

お金２．０ 佐藤 航陽
今、ネットやITの発達により従来の貨幣経済に変化が訪れています。
今までの貨幣経済と資本主義の関係、また価値観を見直し、これか
らの時代をどういった視点や考えで過ごしていくのか、説明しながら
問いかけています。

と、内容はざっとこういう感じですが、これでは読
む気にならないですね！もしかしたら、高校生のみ
んなは「今は過度期なんだよ～」と言われても「ふ～
ん」かも？なので、とりあえず、話題本なので手に
取ってみて。世の中でこういう変化が起きているん
だ、と感じられますよ。

"If we want things to stay as they are, things will have to change." （映画「山猫」より）

新しく購入した図書

内容が分かるように題名のあとに副題を入れました。著者名のあとにも少し紹介あり。

Ｓ新書

Ｂ文庫

ＩＢ岩波ブックレット

Ｍ 漫画

Ｔ郷土

007 データサイエンス入門

竹村 彰通∥著

016 わたしは１０歳、本を知らずに育ったの。

シャンティ国際ボランティア会∥編

T

016 徳島県立図書館百年史

徳島県立図書館∥編集

S

140 人は、なぜ約束の時間に遅れるのか

島宗 理∥著

S

141 声のサイエンス：あの人の声は、なぜ心を揺さぶるのか

山崎 広子∥著

S

210 陰謀の日本中世史

呉座 勇一∥〔著〕

S

210 記録を記憶に残したい大正時代

山口 謡司∥編著

S

213 五日市憲法

新井 勝紘∥著 自由民権運動の歴史の水脈をさぐる

230 ケルトを知るための６５章

木村 正俊∥編著

288 後醍醐天皇

兵藤 裕己∥著

S

S

291 札幌 小樽

2018

291 札幌・小樽駅から１時間で楽しむ厳選５８スポット

B

ＪＴＢパブリッシング
ＫＡＤＯＫＡＷＡ

291 るるぶ北海道

’１９

ＪＴＢパブリッシング

291 るるぶ札幌

19

ＪＴＢパブリッシング

291 るるぶ徳島鳴門祖谷渓

2017

ＪＴＢパブリッシング

修学旅行に使ってね！

301 世界の見方が変わる５０の概念

斎藤 孝∥著

302 オマーンを知るための５５章

松尾 昌樹∥編著

304 １０年後の仕事図鑑

堀江 貴文・落合 陽一∥著

304 倫理としてのナショナリズム

佐伯 啓思∥著

307 世の中の動きに強くなるライブ！現代社会

2018

池上 彰∥監修

332 イギリス人アナリスト日本の国宝を守る

ﾃﾞｰﾋﾞｯﾄﾞ ｱﾄｷﾝｿﾝ先月紹介。思い込んできた日本像が変わります。

335 ３つのゼロの世界：貧困０・失業０・ＣＯ２排出０の新たな経済

ムハマド ユヌス∥著

S

361 「対人不安」って何だろう？

榎本 博明∥著

S

369 ルポ保育格差

小林 美希∥著

372 データで読む教育の論点

舞田 敏彦∥著

S

373 今こそ「奨学金」の本当の話をしよう。

本山 勝寛∥著

B

382 日本人なら大事にしたい和の知恵

藤野 紘∥著

S

402 理系という生き方

最相 葉月∥著

S

410 リベラルアーツの学び：理系的思考のすすめ

芳沢 光雄∥著

450 絵でわかる日本列島の地震・噴火・異常気象

藤岡 達也∥著

491 世界一わかりやすいＡＲ人体図鑑

宝島社 ｽﾏﾎでQRｺｰﾄﾞを読みとると画像が出て来ます！

491 ストレスの脳科学

田中 正敏∥著

493 心身症：身体の病からみたこころの病

高尾 竜雄∥編著

689 外国人が熱狂するクールな田舎の作り方

山田 拓∥著 ありふれた里山に観光客を呼び込んだ実録

723 ベラスケスとプラド美術館の名画

松原 典子∥監修

S

S

M

726 この音とまれ！

S

757 オリンピックと万博

暮沢 剛巳∥著

S

771 声優：声の職人

森川 智之∥著 ご自分の体験を語ります。

780 筋肉と技の科学知識

ニュートンプレス

780 これならわかるオリンピックの歴史Ｑ＆Ａ

石出 法太∥著

837 覚えておきたい基本英会話フレーズ１３０

小池 直己∥著

S

17

アミュー∥著

B

913.6 浜村渚の計算ノート

7さつめ8さつめ 青柳 碧人∥〔著〕

B

913.6 ソードアート・オンラインプログレッシブ

5

川原 礫∥〔著〕

B

913.6 りゅうおうのおしごと！

7

白鳥 士郎∥著

IB

914.6 どんなことが起こってもこれだけは本当だ、ということ。

加藤 典洋∥著 副題：幕末・戦後・現在。 講演の加筆。

914.6 僕の隣で勝手に幸せになってください

蒼井 ブルー∥著

