
消滅世界 
 / 村田沙耶香著 

河出書房新社 

学べるマンガ100冊 : 人生と勉強に効く  
/ 佐渡島庸平 [ほか] 著 

文藝春秋 

世界の名著見るだけノート  
: これからのビジネスマンに必要な教養が身につく!  

/ 福田和也監修 
宝島社 

未来ではずっと 
若い体が手に入る!? 

百年法 
(上・下 ) 

 / 山田宗樹著 
角川書店 

ミヤザキワールド: 宮崎駿の闇と光 
/ スーザン・ネイピア著 / 仲達志訳 

早川書房 

ハケンアニメ! 
辻村深月著 

マガジンハウス 

10代のうちに知っておきたい
折れない心の作り方  

/ 水島広子著 

紀伊國屋書店 

オタク経済圏創世記  
: GAFAの次は2.5次元コミュニティが世界の主役になる件  

/ 中山淳雄著 
日経BP.  日経BPマーケティング(発売) 

海賊とよばれた男  
(上・下 ) 

/ 百田尚樹著 

講談社 

生命を 
吹き込む 

猫はなぜ二次元に対抗できる
唯一の三次元なのか 

/ 斎藤環著 

青土社 

まずは見るところから始めてみる 

経済を支えた男の
熱い物語 

YouTubeをビジネスに使う本 
 / 熊坂仁美著 

日本経済新聞出版社 

Instagram×English  
: 英語でインスタ!  

/ ミカエラ・ブレスウェート著 

ジャパンタイムズ 

YouTuberになって
経済活動 

超効率勉強法  
: 最短の時間で最大の成果を手に入れる  

/ メンタリストDaiGo著 

学研プラス 

革命のファンファーレ 
 : 現代のお金と広告 

 / 西野亮廣著 

幻冬舎 

お金は大事 
声優神谷浩史の仕事  

: 答えを求めて、声を探す 
(プロフェッショナル : 仕事の流儀  ; 第17期) 

NHKエンタープライズ 

芋づる式！ 
 

あなたがつくる、読書案内 

MAPの作り方 

1. 四角の中に、「はじまりの本」を書く。 

2. 芋の中に、つながる本を書く。 

3. 芋づるでつなぐ！ 

み な さん の MAP を  
 

ご投稿ください。 

岩波書店 

 

フォロワー数を 
増やして宣伝♪ 

二次元に勝てるもの
なんて…あった! 

未知なる火星へ : 生命の水を求めて 
(Discovery Channel) 

角川書店 ハーバード白熱教室 
(1～6) 

 : Justice with Michael Sandel  

NHKエンタープライズ 

宮崎駿の仕事 
(プロフェッショナル : 仕事の流儀 ; 特別編) 

NHKエンタープライズ 

あさが来た : 連続テレビ小説  
NHKエンタープライズ 

桐島、部活やめるってよ 
 / 朝井リョウ著 

集英社 

小さな王子さま 
 / アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ著 

/ 山崎庸一郎訳 

みすず書房 

Alice's adventures in Wonderland 
& through the looking-glass  

/ by Lewis Carroll  

/ with illustrations by Minalima 

Harper Design 

技術が発達したことで 
消えていく世界 

心 の モヤ モヤ の
向き合い方を 
教えてください 

Wombs  
(1～5) 

/ 白井弓子著 

小学館 世界でいちばん素敵な夜空の教室 
 / 多摩六都科学館天文チーム監修 

三才ブックス 

学園青春小説 

地球外生命の力を
宿して開拓!? 

宮崎駿の秘密？とは 

アニメ業界の 
お仕事 

GAFAの次はオタク!? 

クールジャパンが
経済を動かす 

マンガから始めたって 
いいじゃない 勉強法、教えて！ 

映画化もされた 
人気小説から始めてみる 

宇宙へ思いをはせよう 

ハーバード大学で 
最も人気のある授業 

火星に生命は存在
するのか？ 

著者はイギリスの数学者 

世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え 
 : 世界の第一人者100人が100の質問に答える 

/ ジェンマ・エルウィン・ハリス編 

/ 西田美緒子訳/ タイマタカシ絵 

河出書房新社 

英語で物語 
読んでみる？ 

明治大正を駆け抜けた 
女性企業家 

実力派声優の闘いの日々 

世界的第一人者が
子どもの疑問に 
答えたら？！ 

宇宙一美しい 
答え！ 

7年に渡る 
密着取材記録 

大切なことは 
目には見えないんだよ 

英語で読んだら、 
次は発信！ 

宇宙のこと 
知りたい 

声優 : 声の職人

(岩波新書) 

 / 森川智之著 

岩波書店 
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