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Ｂ－４，「歴史認識」とは何か～対立の構図を超えて

※自虐でも、独善でもなく※
◆東京裁判は公正だったのか ◆日本はアジアを「解放」したのか
◆「慰安婦」問題の本質は強制性か ◆立派なドイツ、ダメな日本は本当か
◆欧米の植民地支配はなぜ問われないのか etc.

Ｃ－３，インカの世界を知る

天空の聖殿マチュピチュや太陽神殿、深い森の中に眠る遺跡群、張り巡らされたイン
カ道…。
南米アンデス地方を中心に栄えたインカとはどのような文明を持ち、どのとうな人々
が暮らしていたのでしょうか。
神秘と謎に包まれたインカの魅力を多数の写真とともに紹介します。

Ｅ－１，沖縄と本土 いま、立ち止まって考える

「辺野古移設はやめてくれ」という私たちの要請行動に対して一顧だにしない、私た
ちが寄り添おうとしても寄せ付けない現状が見てとれる。
私たちの祖先が苦労して頑張って、戦争で１０万人が死んで、それが終わったら日本
から切り離された。
それを考えると、辺野古埋め立てに対して、ここまで反対して埋めるなら、日米安保
体制に対する重要な岐路に立つのではないかと思っています。

（翁長雄志・沖縄県知事「パネル討論」の発言から）

Ｅ－２，ガザ 戦争しか知らないこどもたち

国連パレスチナ難民救済事業機関・保健局長がみたガザ

「ガザ」は、中東、シナイ半島の北東部、東地中海に面した、３６０平方キロメート
ルほどの小さな土地。８メートルもの高さの壁などにぐるりと囲まれた、収容所のよ
うな都市、それが、ガザだ。
検問所を通らなければ出入りすることができない。
移動の自由が奪われた都市、ガザ。
この地域に１８０万人の人々が暮らしている。
人口の半数は１８歳以下のこどもたちである。

Ｅ－６，ＡＫＢ４８、被災地に行く

アイドルとして何かできることがあるだろうか？
そんな問いかけから始まったＡＫＢ４８グループの被災地訪問。
2011 年５月にスタートしたこの活動は、毎月１回、一度も欠かさず続けられている。
ステージトラックでのミニライブやハイタッチ会、被災地の人々との交流…。
人気アイドルたちの知られざる姿を紹介します。

Ｅ－９，検証「イスラム国」人質事件 隠された事実をあばく

日本人２名が犠牲となる最悪の展開をたどった、「イスラム国」による人質事件。



- 3 -

２人はなぜ拘束されたのか。
安倍首相の中東訪問はなぜあのタイミングで行われたのか。
日本政府はどのような解放交渉を行ったのか。
総力取材により新たに判明した事実まで織り込んだ決定版！

Ｅ－１３，フリーランスで生きるということ

「自分らしく働きたい！」 仕事も生活も自由な反面、自ら不安や責任を負う覚悟が
そう願うすべての人へ いるフリーランス。

四苦八苦しながらも、生き生きと仕事に取り組む人たち
に学ぶ自分の働き方を選び取るヒント。

Ｅ－１４，江戸の卵は一個四〇〇円！～モノの値段で知る江戸の暮らし

時代劇や時代小説、落語など、江戸を舞台にした物語を楽しむうえで、なかなかピン
と来ないのがモノの値段。
★江戸っ子が食べる蕎麦は一杯いくらだった？
★銭湯の入浴料は？
★将軍の小遣いは？

この本では、町人文化が花開いた文化・文政期の物価を、現在の円に換算。
読めば、江戸の暮らしがもっと身近に感じられること間違いなし！

Ｆ－１，苔三昧～モコモコ・うるうる・寺めぐり

コケ庭でコケを楽しむ、前代未聞のコケ入門！

街の喧噪から離れ、コケをじっくり見て
日本人が長い歴史の中で育んできた文化を感じ、その美意識に目を向ける。
なんだか、新しい自分が見つかる気がしませんか？

Ｆ－２，イルカ漁は残酷か 日本の伝統か、心ない行為か？

国際的な非難が高まる「イルカ追い込み漁」。
「非人道的」という批判、「日本の伝統」という擁護、双方の主張は感情論のまま、
不毛な平行線をたどっている。
だが今必要なのは、まず客観的にイルカと人間の関係を知ること。
賛成、反対、すべての議論はここから始まる。

Ｈ－１，歴史図鑑 グランド・ルート～世界を動かした通商と交流の道

何世紀もの間、多くの冒険家たちが、大陸と大陸を結ぶ道をたどり、ひと月から１０
年の長きにわたる旅に出たのはいったいなぜだろうか。
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◆広大な地域にまたがるシルクロード（絹の道）
◆激しい戦争が繰り広げられた茶の道
◆神秘に満ちた香辛料の道
◆灼熱の大地に挑む塩の道
◆利益の追求に徹した黄金の道

Ｉ－１，これだけは知りたい旅客機の疑問１００

旅客機での空の旅は、ワクワクドキドキの楽しい旅。
でも、空の上で「自動操縦に入りました」と言われたら少しは不安になりませんか？
“どこまで任せてだいじょうぶ？”
そんな誰もが思う疑問を１００問集め、１つひとつ答えてくれるこの本があれば，空
の旅がもっともっと楽しくなるはず！

Ｎ－１，対馬丸 さよなら沖縄

昭和１９年８月２２日の夜、鹿児島県の南、悪石島付近で、７千トンに近い対馬丸は
アメリカ軍の潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没しました。
軍の命令で九州へ疎開する沖縄の人々１６６１名をのせていましたが、生き残った人
は１５７名だけでした。
疎開者のうち八百数十名は子どもたちで、その大部分が一挙
に海に呑まれ、戦争の犠牲になりました。

守礼門

Ｎ－２，冥途あり

川辺の下町、東京・三河島。
そこに生まれた父の生涯は、ゆるやかな川の流れのようにつつましく穏やかだった－。
そう信じていたが、実は思わぬ蛇行を繰り返していたのだった。
亡くなってから意外な横顔に触れた娘は、あらためて父の生き方に思いを馳せるが…。

Ｎ－４，Ｍａｓａｔｏ

真人は、父親の転勤で、家族全員でオーストラリアに住むことになった。
現地の公立小学校の５年生に転入した真人だったが、英語が理解できず、クラスメイ
トの話が、ほとんどわからない。
いじめっ子のエイダンと何度もケンカをしては校長室に呼ばれ、うつうつとした日々
が続く。
そんなある日、人気者のジェイクにサッカークラ ブ
ブに誘われた真人は、自分の居場所を見つける。
一方、真人の母親は、異文化圏でのコミュニケー シ
ョンの難しさに悩み苦しんでいた －－。

Ｎ－９，伏木商店街の不思議
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Ｎ－１４，おなやみ相談部

Ｎ－１８，とりかえばや物語

権大納言家の凛々しい若君・春風と、美しくたおやかな姫君・秋月。
実はこの異母兄妹、春風は姫君で、秋月は若君なのだ。
「ああ、このふたりをとりかえられたら……」という父の願いもむなしく、ついに正
体を隠して宮中デビューするはめに。
偽りの生活はどこまで続くのか！？
奇想天外、痛快平安ラブコメディ！

Ｏ－２，日本で１００年、生きてきて

１９４５年８月１５日、敗戦の日に新聞社を辞めて故郷横手（秋田県）で週刊新聞
「たいまつ」を創刊した。
嵐はたいまつを消すこともできるが、逆にたいまつが盛んに燃えるのも嵐の夜だとい
う。
この国の深い矛盾を、ずっと見続けてきた１００歳の現役記者が、これからを生きる
人たちへの熱い思いをこめた伝言。

Ｏ－４，図書館で暮らしたい

作家になる前から、作家になってから、夢中で追いかけてきた小説、漫画、アニメ、
音楽、映画、美味しいもの…… etc.
すべてが詰まった、読むと元気になれるエッセイ集！

好きなものが多すぎて、ごめんなさい！ … 辻村深月

Ｐ－３，影なき者の歌

カイルの家はパン屋兼酒場。母は街いちばんのパン職人だ。
パンをあげたお礼にゴブリンからもらった小さな笛をカイルがひと吹きすると、なん
と影がなくなってしまった。
影がないのは死者。家族からもカイルは死んだことにされてしまう。
「わたしは生きているのに！」影を取り戻すためのカイルの奮闘が始まる。
一方街には、刻一刻と洪水が迫っていた。
洪水から石造りの橋を守るためには、楽士たちが演奏しなくてはならない。
そしてカイルの死んだ祖父も橋の楽士だったというのだ…。
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Ａ，宗教・哲学について

1.「日本の神様」がよくわかる本 戸部民夫 ＰＨＰ研究所

Ｂ，歴史について

1.長崎原爆写真集 小松健一 勉誠出版
2.森と山と川でたどるドイツ史 池上俊一 岩波書店

3.歴史問題ハンドブック 東郷和彦 〃
4.「歴史認識」とは何か～対立の構図を超えて 大沼保昭 中央公論社

Ｃ，地理・紀行について

1.絶対に見られない世界の秘宝９９ ﾀﾞﾆｴﾙ･ｽﾐｽ 日経ＢＰ
2.大きな文字の地図帳 帝国書院
3.インカの世界を知る 木村秀雄 岩波書店

Ｄ，伝記について

1.広岡浅子語録～女性の地位向上に尽くした「九転十起」の女傑
菊地秀一 宝島社

Ｅ，政治・経済・教育について

1.沖縄と本土 いま、立ち止まって考える 翁長雄忠 朝日新聞社
2.ガザ 戦争しか知らないこどもたち 清田明宏 ポプラ社

3.知っていそうで知らないノーベル賞の話 北尾利夫 平凡社
4.レンアイ、基本のキ 打越さく良 岩波書店

5.学校にはない教科書 岩波邦明 〃
6.ＡＫＢ４８、被災地に行く 石原 真 〃

7.戦後日本の経済と社会 石原享一 〃
8.「ポツダム宣言」を読んだことがありますか？ 山田侑平 共同通信社

9.検証「イスラム国」人質事件 岩波書店

10.ＬＧＢＴＱを知っていますか？
～“みんなと違う”は“ヘン”じゃない 星野慎二 少年写真新聞社

11.政治学史 福田歓一 東京大学出版
12.ジャーナリストという仕事 齊藤貴男 岩波書店

13.フリーランスで生きるということ 川井龍介 筑摩書房

14.江戸の卵は一個四〇〇円！
～モノの値段で知る江戸の暮らし 丸田 勲 光文社
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Ｆ，動物・植物・宇宙について

1.苔三昧～モコモコ・うるうる・寺めぐり 大石善隆 岩波書店
2.イルカ漁は残酷か 伴野準一 平凡社

Ｇ，科学・物理について

1.親子でハマる科学マジック８６ 渡辺儀輝 ＳＢクリエ
2.カラー図解 数学事典 ﾌﾘｯﾂ･ﾗｲﾝﾊﾙﾄ 共立出版

Ｈ，産業について

1.歴史図鑑 グランド・ルート～世界を動かした通商と交流の道
ｱﾆｯｸ･ﾄﾞ･ｼﾞﾘ 西村書店

Ｉ，技術・工学について

1.これだけは知りたい旅客機の疑問１００ 秋本俊二 ＳＢクリエ

Ｊ，料理・育児・医学について

1.プロに学ぶ新カレー教本～人気２１店の作り方・考え方 旭屋出版
2. 鶏唐揚げプロのテクニック 〃

Ｋ，音楽・スポーツ・娯楽について

1.昭和少年ＳＦ大図鑑
～Ｓ２０～４０年代僕らの未来予想図 堀江あき子 河出書房新社

2.写真で楽しむ究極のまちがい探し ﾏｼｭｰ･ﾛｰｳｨﾝｸﾞ 〃

3.じゃんけん学～起源から勝ち方・世界のじゃんけん 稲葉茂勝 今人舎
4.小澤征爾さんと音楽について話をする 村上春樹 新潮社

Ｌ，諸言語について

1.マンガでおさらい中学英語 フクチマミ 角川書店

Ｍ，文学一般について

1.空想工房へようこそ 星 新一 新潮社
2.英語でよみとく 百人一首図鑑 ﾋﾟｰﾀｰ･ﾏｸﾐﾗﾝ ほるぷ出版

3.当世書生気質 坪内逍遙 岩波書店
4.姜尚中と読む 夏目漱石 姜尚中 〃
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Ｎ，日本の小説について

1.対馬丸 さようなら沖縄 大城立裕 理論社
2.冥途あり 長野まゆみ 講談社

3.藤井兄妹の絶体絶命な毎日 小林深雪 〃
4.Ｍａｓａｔｏ 岩城けい 集英社

5.風の色 鬼塚 忠 講談社
6.Ｅｇｇｓ 夏のトライアングル 小瀬木麻美 ポプラ社

7.「悩み部」の栄光とその慢心。 麻希一樹 学研
8.１００万分の１回のねこ 江國香織 講談社

9.伏木商店街の不思議 太田忠司 河出書房新社
10.トンネルの森１９４５ 角野栄子 角川書店

11.白をつなぐ まはら三桃 小学館
12.余命１年のスタリオン 上・下 石田衣良 文藝春秋

13.霧（ウラル） 桜木紫乃 小学館
14.おなやみ相談部 みうらかれん 講談社

15.カフェはじめます 岸本葉子 中央公論社
16.木工少女 濱野京子 講談社

17.年下のセンセイ 中村 航 幻冬舎
18,とりかえばや物語 田辺聖子 文藝春秋

Ｏ，日本の詩集・随筆について

1.廃線紀行 梯 久美子 中央公論社
2.日本で１００年、生きてきて むのたけじ 朝日新聞社

3.ＳＦ魂 小松左京 新潮社
4.図書館で暮らしたい 辻村深月 講談社

5.詩の寺子屋 和合亮一 岩波書店
6.本質を見通す１００の講義 森 博嗣 大和書房

7.大人の思想～逆転の思想と発想のヒント 外山滋比古 新講社

Ｐ，外国文学について

1.夜が来ると ﾌｨｵﾅ･ﾏｸﾌｧｰﾚﾝ 早川書房
2.ドラゴン･プロフェシー ﾄﾞｩｶﾞﾙﾄ･ｽﾃｨｰﾙ 今人舎

3.影なき者の歌 ｳｨﾘｱﾑ･ｱﾚｸﾞｻﾝﾀﾞｰ 創元社
4.Ｏ･ヘンリー ミステリー傑作選 O･ﾍﾝﾘｰ 河出書房新社


