


Ｃ－２，秘島図鑑

日本全国 7000 の島々から、とびっきりの秘島を厳選。
本邦初の“行けない島”ガイドブック
遠く離れた小さな島から、今の日本が見えてくる！！

小さな島の物語から、国境や海洋資源の問題まで。３３の秘島ガイド！

行けない島を身近に感じる
ための「実践編」も収録。

Ｄ－１，イッキによめる！天才武将真田幸村の３３の謎

★真田幸村はイケメンだった？
★なぜ死罪にならなかったか？
★なぜ豊臣に忠義をつらぬいた？
★幸村生存説がある？ ← ほか、ミステリアスな武将の謎に迫ります。

Ｅ－１，１０代からの情報キャッチボール入門～使えるメディアリテラシー

ＬＩＮＥ，フェイスブック、ツイッター、メール……

情報の被害者にも、加害者にもならないために！
ＴＶキャスター、官邸広報などの現場で奮闘してきた著者と学ぶ受信・発信のキホン。

Ｅ－４，誰もが気になるモノの値段

そういえば、アレっていくらなの？
知っているようで知らない身近なモノの値段。

■火事場で大活躍の消防車：タンク車１台１６００万円
■乗ってみれば気分は明治時代のお偉いさん？人力車：２人乗り１５０万円
■お金を払えば憧れの舞台で野球ができる。東京ドームの使用量

：２時間２０分の平日利用料３５万円
■プールはタダでは泳げない。プール一杯の水道料金：２５ｍプールで２４万円
■内科・看護師の必須アイテム。聴診器：１万円

Ｅ－５，国際協力トイレ修行学

日本人がどれだけ恵まれた環境で、自分で作り出した
個体・液体を処理していることか。
ＪＩＣＡや青年海外協力隊で活動した著者たちが経験した、
「所変われば品変わる」という現状を、現地の人々の交流
とともに描く。



Ｅ－６，ふるさとを元気にする仕事

さびれた商店街、荒れた森林、失われた伝統……。
転換期にあるふるさとのために、できることは何か。
人と人とがつながり、元気を取り戻すために、どうするか。
これからの「ふるさとの担い手」に贈る再生のヒント。

Ｅ－７，希望のダンス～エイズで親をなくしたウガンダの子どもたち

エイズで親をなくしたウガンダの子ども
たちの多くは、小学校にも通えていない。
そんななか、さまざまな人の支えを受けて
いる子どもたちが、ダンスをきっかけに、
自信と未来への希望を持ちはじめる。
１日１ドルの世界で生きる子どもたちのリ
アルな生活や姿を生き生きとした写真によ
って訴えかける絵本。

Ｆ－１，猫はふしぎ

どうして猫は気まぐれなの？
ノラ猫たちは夜中に集まって何をしているの？
猫はおよそ１万年も昔から人と暮らすようになりましたが、まだまだ多くの「ふしぎ」
があります。
この本では、気まぐれな性格や突飛な行動にかくされた猫の秘密を科学的に解き明か
します。
動物学者が明かす「猫に愛される方法」とは。

Ｇ－３，不思議な数πの伝記

数学のいたるところに顔を出す不思議な数πの歴史と生態を探る。
数学者を魅惑しつづけてきたπの魅力つきない世界。

数学入試問題
『円周率が３．０５より大きいことを証明せよ』（2003 年東大（理系）前期）
『円周率の２乗が１０．２より小さいことを証明せよ』（2004 年慶應理工学部）

は、アルキメデスやオイラーならば解けたかもしれない。

Ｈ－３，世界の郵便ポスト

雨の日も雪の日も、またカンカン照りの日も、３６５日休むことなく手紙を受けてく
れる健気なポスト－－。
ポストのある風景は、平和な国の証。
ポストを訪ねれば、その国の事情がわかる。
趣味の領域を超えた郵趣家の壮大な冒険！

Ｊ－２，にっぽんのおやつ

３時にあなたが食べてきたものは、なんですか？



各地の人々の声をたよりに４７都道府県のおやつめぐりをしてみました。
ベビースターラーメン、鬼まんじゅう、バームクーヘン、草もち…
夕ごはんが食べられなくならないようほどほどに…

Ｋ－２，本当にすごい“自分”に気づく女子大生に超人気の美術の授業

東北芸術工科大学で学生に“超”人気の授業が完全単行本化。
「武術の力」で、悩みやストレスを解消！
コミュニケーション能力アップ！

大丈夫だよ。 自分の潜在能力を発見！
あなたは弱くない。 隠れていた「本当の自分」に出会える１冊。

Ｌ－１，小泉今日子書評集

2005 年～ 2014 年『読売新聞』書評欄
１０年間に小泉今日子が読んで書いたおすすめの９７冊。

その本を読みたくなるような書評を目指して十年間、たくさんの本に出会った。
読み返すとその時々の悩みや不安や関心を露呈してしまっているようで少し恥ずかしい。
でも、生きることは恥ずかしいことなのだ。
私は今日も元気に生きている。 －－－「はじめに」より

Ｍ－１，秘密

あの子にだって、秘密はあるのかもしれない－－。
物語が交差する！？中学校を舞台にしたアンソロジー！！

★傷つけあうだけの友だちなら、もういらない。…「エアトモ」
★「絶対、二人で先に開けちゃだめだからね」…「秘密のタイムカプセル」
★君の住む国の話を聞きたくてあたしはひとりまたここに来る…「咲き誇れ」

他２編

Ｍ－２，この世にたやすい仕事はない

あなたにぴったりな仕事があります

「コラーゲンの抽出を見守るような仕事はありませんか？」
燃え尽き症候群のようになって前職を辞めた３０代半ばの女性が、職業安定所でそん
なふざけた条件を相談員に出すと、ある、という。
そして、どんな仕事にも外からははかりしれない、ちょっと不思議な未知の世界があ
って－－。

Ｍ－５，食堂のおばちゃん

ここは佃の大通りに面した「はじめ食堂」。
昼は定食屋、夜は居酒屋を兼ねており、姑の一子と嫁の二三が仲良く店を切り盛りし
ている。
夫婦のすれ違い、跡取り問題、仕事の悩み……人生いろいろ大変なこともあるけれど、
財布に優しい「はじめ食堂」で、美味しい料理を頂けば、明日の元気がわいてくる！



元・食堂のおばあちゃんが描く、涙あり、笑いありの心温まる物語。

Ｍ－６，チームＦについて

切れ者で極楽温泉町町長秘書の兄・香山和樹は、町が主催のマラソン大会開催を目論
んでいた。
のんびりやで極楽高校陸上部の弟・香山芳樹は、フルマラソンを走るため、幼馴染み
の二人とチームを結成した－－。
老いも若きも熱くなる、青春×政治エンタメ小説！

Ｍ－１０，望郷

暗い海に青く輝いた星のような光。
母と二人で暮らす幼い私の前に現れて世話を焼いてくれた“おっさん”が海に出現さ
せた不思議な光。
そして今、私は彼の心の中にあった秘密を知る…。

Ｍ－１２，惑星カロン

青春の謎は、見えるものとは限らない。

コンクールと文化祭を経て、ちょっぴり成長した清水高校吹奏楽部。
さらなる練習に励むハルタとチカのもとに、またもや難題が持ち込まれて－－！？
チカが手に入れた“呪いのフルート”や、あやしい人物からメールで届く音楽暗号、
旧校舎で起きた“鍵全開事件”、謎の楽曲「惑星カロン」との出会い……。
頭脳明晰な美少年ハルタと、元気少女チカの名コンビ、第５弾！

Ｏ－１，書店主フィクリーのものがたり

その書店は島で唯一の、小さな書店－－
偏屈な店主のフィクリーは、くる日もくる日も，一人で本を売っていた。
そんなある日、書店の中にぽつんと幼い女の子が置かれていた。
彼女の名前はマヤ。
フィクリーは、彼女を独りで育てる決意をする。やがて島の人たちが手助けをしよう
と店にやってくるようになり、みなが本を読み、買い、語り合う。
本好きになったマヤもすくすくと成長し…。
偏屈な店主は、人を愛する心を知っていく－－

Ｏ－２，「罪と罰」を読まない



Ａ，宗教・哲学について

1.ロンリのちから～イラスト・ストーリーで身につく 三笠書房
2.日本精神史 上・下 長谷川宏 講談社

Ｂ，歴史について

1.忘却のしかた、記憶のしかた～日本・アメリカ・戦争 ｼﾞｮﾝ･ﾀﾞﾜｰ 岩波書店

Ｃ，地理・紀行について

1.アメージング京都 世界の３２０万人が“いいね！”した 小学館
2.秘島図鑑 清水浩史 河出書房新社

Ｄ，伝記について

1.イッキによめる！天才武将真田幸村３３の謎 楠木誠一郎 講談社
2.アインシュタイン、神を語る ｳｨﾘｱﾑ･ﾍﾙﾏﾝｽ 工作舎

Ｅ，政治・経済・教育について

1.１０代からの情報キャッチボール入門
～使えるメディアリテラシー 下村健一 岩波書店

2.最新最強の資格の取り方・選び方全ガイド 2017 成美堂出版
3.自衛隊のリアル 瀧野隆治 河出書房新社

4.誰もが気になるモノの値段 彩図社
5.国際協力トイレ修行学 崎坂香屋子 文芸社

6.ふるさとを元気にする仕事 山崎 亮 筑摩書房

7.希望のダンス
～エイズで親をなくしたウガンダの子どもたち 渋谷敦志 学研

8.ゆる妖怪カタログ 河出書房新社

9.招き猫百科 インプレス

10.達磨からだるま ものしり大辞典 中村 浩 社会評論

11.子どものための防災ＢＯＯＫ ７２時間生き抜くための１０１の方法
夏 緑 童心社

12.障害のある人とそのきょうだいの物語 青年期のホンネ 近藤直子 かもがわ

Ｆ，動物・植物・宇宙について

1.猫はふしぎ 今泉忠明 イーストプレス



2.不思議で美しい貝の図鑑 ﾎﾟｰﾙ･ｽﾀﾛｽﾀ 創元社

3.ダーウィンのミミズの研究 新妻昭夫 福音館書店
4.イルカ 生態ビジュアル百科 水口博也 誠文堂新光社

Ｇ，科学・物理について

1.物理・化学の法則・原理公式がまるごとわかる本 涌井貞美 べレ出版
2.遺伝子・ＤＮＡのすべて 夏 緑 童心社

3.不思議な数πの伝記 ｱﾙﾌﾚｯﾄﾞ･ﾎﾟｻﾏﾝﾃｨｴ 日経ＢＰ
4.世界の見方が変わる「数学」入門 桜井 進 河出書房新社

5.算数・数学ヴィジュアル図鑑 中村亨史 学研

Ｈ，産業について

1.日本の伝統野菜 真木 文 岩崎書店
2.首都圏の鉄道のすべて ＰＨＰ研究所
3.世界の郵便ポスト 196 ヵ国の平和への懸け橋 酒井正雄 講談社

Ｉ，技術・工学について

1.クロニクル日本の原子力時代 1945 ～ 2015 常石敬一 岩波書店
2.トコトンやさしい自動車エンジンの本 原田 了 日刊工業新聞
3.新幹線をデザインする仕事

～「スケッチ」で語る仕事の流儀 福田哲夫 ＳＢクリエ

Ｊ，料理・育児・医学について

1.名店のサンドイッチおいしい作り方 宝島社
2.にっぽんのおやつ 白央篤司 理論社

3.図解知っておくべき感染症３３ 今村顕史 西東社
4.手編みのかんたんくつ下 河出書房新社

Ｋ，絵画・写真集について

1.ぶるわん ｶﾙﾘ･ﾀﾞﾋﾞｯﾄﾞｿﾝ 日経ＢＰ
2.本当はすごい“自分”に気づく女子大生に超人気の美術の授業

有賀三夏 芸術学舎
3.ＪＡＰＡＮ ロバート・ブルーム画集 芸術新聞社
4.伊豆の長八～幕末・明治の空前絶後の鏝絵師 平凡社

5.大人かわいい初めての切り絵 朝弘華代 学研
6.トラック諸島 閉じ込められた記憶 古見きゅう 講談社

7.だるま ＣＯＣＨＡＥ 青幻舎



Ｌ，文学一般について

1.小泉今日子書評集 小泉今日子 中央公論社

Ｍ，日本の小説について

1.秘密 小林深雪 講談社
2.この世にたやすい仕事はない 津村記久子 日経新聞社

3.みんなの秘密 畑野智美 新潮社
4.新カラマーゾフの兄弟 上・下 亀山郁夫 河出書房新社

5.食堂のおばちゃん 山口恵以子 角川書店
6.チームＦについて あさのあつこ 〃

7.真田幸村 風雲真田丸 小沢章友 講談社
8.六十一年ぶりの手紙 佐々木智子 かもがわ

9.世にも奇妙な君物語 朝井リョウ 講談社
10.望郷 湊 かなえ 朝日新聞社

11.私は存在が空気 中田永一 祥伝社
12.惑星カロン 初野 晴 角川書店

Ｎ，日本の詩集・随筆について

1.原爆の惨禍 名著で学ぶ広島・長崎の記憶 蜂谷道彦 原書房
2.詩画とともに生きる たくさんの愛につつまれて 星野富弘 学研
3.椅子 しあわせの分量 ささめやゆき ＢＬ出版

Ｏ，外国文学について

1.書店主フィクリーのものがたり ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ･ｾﾞｳﾞｨﾝ 早川書房
2.「罪と罰」を読まない 岸本佐知子 文藝春秋

Ｐ，絵本

1.もうぬげない ヨシタケシンスケ ブロンズ社


