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Ａ－１，ぼくらの戦略思考研究部～ストーリーで学ぶ 15 歳からの思考トレーニング

平凡な男子高校生が、型破りな新任校長の結成した“戦略思考研究部”で仲間ととも
に学んだ「考える力」とは？

Ｃ－１，たまたまザイールまたコンゴ

世界は偶然と突然でできている。
予測不能なコンゴ河の旅。

アフリカ中央部のジャングルを流れる大河を、
1991年と 2012年の２度にわたり船で下った道中記。

Ｄ－１，悪役～世界でいちばん貧しい大統領の本音

これほど愛された政治家が日本にいるだろうか！？
給料の９０％を寄付し、愛車は 1987年製のフォルクスワーゲン。
稀代の政治家が語る政治、人生とは。

－「あなたのご友人に、和解を模索するチャンスだとお伝えください」
オバマはホワイトハウスの大統領執務室でムヒカに伝えた。
そして2014年12月17日、半世紀以上もの断絶を経て、オバマとカストロは遂に
アメリカとキューバの国交回復を発表した。

Ｄ－３，ぼくはマサイ～ライオンの大地で育つ

「ライオンを恐れないで、夢を持ちつづけてください」

「目標を定めて努力をすれば、どんな困難も乗りこえられる」
マサイ族の少年が、周囲の理解を得て学業をつづけ、アメリカの教壇に立つまで。

Ｅ－２，キャラクター・パワー～ゆるキャラから国家ブランディングまで

空前のブームはなぜ起きたのか？
日本文化の深層に分け入る、キャラクター論！

◆日本人はなぜ「ゆるさ」に惹かれるのか？
◆なぜソフトバンクのお父さんは犬なのか？
◆キャラクターを使うと意思疎通できるのはなぜ？

Ｆ－５，プラントハンター 西畠清順～人の心に植物を植える

植物は、景色のご馳走だ。西畠清順は、馳走する人だ。
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●魅惑の植物を求めて１年間に地球を１０周分移動する
… たった１本の木を運ぶだけでも、伝えられてくるメッセージっていうのは、
なんかすごく大きいような気がしていて。人の心に強烈に植物を植えるこ
とができるっていうことなのでしょうか。

Ｆ－６，愛しのブロントサウルス～最新技術で生まれ変わる恐竜たち

あなたの好きな恐竜はもういない！？
化石が明かす体の色、骨から推定する声、Ｔ・レックスを蝕む病気……
慣れ親しんだ恐竜のイメージをぶち壊す新発見により、恐竜はもっとおもしろい生き
ものになって帰ってきた。

Ｇ－３，魅了する科学実験

数々のサイエンスコンペティション入賞者を誇る理科部による

身近な材料でラボレベルの実験を再現

■電子レンジでＤＩＹ！合成ルビー ■世にも美しい透明骨格標本
■ゴミから金を抽出！？ ■手作りで本格派窒素レーザー etc.

Ｈ－１，子犬工場～いのちが商品にされる場所

工場で商品をたくさん作るように、子犬をたくさんつくっている場所を「パピーミル
＝子犬工場」といいます。
子犬工場で生まれた子犬は売り物です。
子犬をうんで、お乳をあげたら、お母さん犬の役
目は終わり。子犬はお母さん犬のもとから、あっ いのちに値段なんて
というまにつれさられてしまいます。 つけられるのかな？
お母さん犬はせまいケージの中でほえつづけます。
そして、つれさられた子犬たちは……。

Ｈ－２，リンゴの歴史

Ｈ－３，金魚はすごい これ全部、ホントの話！

小さくて可愛いだけじゃない！ あの元都知事の桝添氏も
あなたの知らない金魚の世界！ 金魚マニアだった～

★金魚の長寿ギネス記録は４３歳！ ★金魚は「闘わない」平和主義
★３０度の水温差にも対応する生命力 ★金魚でインフルエンザ予防！？
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Ｉ－３，誰も知らない東京スカイツリー～１０年間の記録

最終的にスカイツリー建設を射止めた東武鉄道。
だが、関係者の間では「遅れてきた花嫁候補」と呼ばれ、
15の候補地のしんがりだった…。
交渉難航、決裂危機、そして合意。
震災、想定外、総力戦…。
現場の最前線にいたテレビマンが生々しいエピソードをはじめて明かす。

Ｊ－１，戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり

「戦争はいじめと同じです」
１０４歳の医師が見つめた戦争と未来へのメッセージ

東京大空襲の負傷者がつぎからつぎへと聖路加国際病院に運ばれてきました。
薬も何もない…。
わたしたちは新聞紙を燃やした粉を傷口にふりかけることがせいいっぱいでした。

Ｌ－１，リンゴをさがせ！ Wheres Ringo?

パズルに隠された“リンゴ・スター”と一緒に、アナタだけのビートルズを見つけよ
メンバーの幼少期から 1970年の解散にいたるまでの物語を収録！
サイケでロックでポップなアートワークで、伝説のバンド「The Beatles」の謎に迫る！

Ｏ－２，エヴリシング・フロウズ

何を話したらいいかわからなかった。話したいことも別にないのだ。
でも何か言わなきゃと思った。ぼうっと立っているだけで引き止めておいていいほど、
相手は時間のある人間ではない。なにか言わないといけない…

席替え、クラス替え、受験、引っ越し…
中学三年生の人間関係は、つねに変わり続ける。

Ｏ－３，殺人鬼の献立表 Ｔｅａｍ・ＨＫ

スランプに陥るとＴｅａｍ・ＨＫに仕事を依頼してくるベストセラー作家・那須河闘
一はとてつもない美男で変人だ。
美菜子の周囲には執筆のヒントになる事件が絡んでいると断定。
強引に臨時の窓ふきスタッフとして、那須河は夫が行方不明の西園寺家の依頼に割り
込んできたが…。

Ｏ－５，ハーメルンの誘拐魔

病院からの帰り道、母親が目を離した隙に 15歳の少女・香苗が消えた。
現場には中世の伝承「ハーメルンの笛吹き男」の絵はがきが残されていた。
警視庁捜査一課の犬飼隼人が捜査に乗り出し、香苗が子宮頸がんワクチン接種の副作
用によって記憶障害に陥っていたことが判明する。
数日後、今度は女子高生・亜美が下校途中に行方不明になり、「笛吹き男」の絵はが
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きが発見された。
前代未聞の少女連続誘拐。身代金は７０億円。
孤高の刑事が完全犯罪に挑む。

Ｏ－６，暗幕のゲルニカ

反戦のシンボルにして２０世紀を代表する絵画、ピカソの〈ゲルニカ〉。
国連本部のロビーに飾られていたこの名画のタペストリーが、2003 年のある日、忽然
と姿を消した……。
大戦前夜のパリと現代のＮＹ，スペインが交錯する、スリリングな美術小説。

Ｐ－１，倒れるときは前のめり

日々の生きるつれづれ、創作の裏側、大好きな本や映画のこと、
「児玉清さんのこと」をはじめとした敬愛する人びとのこと、
ふるさと高知のこと、etc.

現在入手困難な「ほっと文庫」に収録された短編「ゆず、香る」と、片想いがテーマ
の「彼の本棚」も特別収録。

Ｑ－１，キャッツ～ポッサムおじさんの実用猫百科

世界でいちばん成功したミュージカル『キャッツ』原作

猫を愛する画家、ゴーリーと猫になりたかった詩人、エリオット。
ふたりの愛あふれる、ごきげんな一冊！

Ｑ－２，鏡の世界－石の肉体

主人公はジェイコブ。
鏡のなかの向こうに広がる異界、鏡の世界に入り込んでしまう。
行方不明の父も、そこに消えてしまったようだ。
現実の世界と何度も行き来するようになると、やがてどちらが本当の自分の世界、現
実の世界なのかわからなくなってしまう。
ここでジェイコブは大きな失敗を犯す。
弟、ウィルも鏡の世界へ道連れにしてしまったのだ。
しかも、妖精の呪いをかけられウィルは、肉体が徐々に石に変わっていき……
ジェイコブはウィルの呪いを解くために命をかけて危険な場所に赴いていく。
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Ａ，宗教・哲学について

1.ぼくらの戦略思考研究部
～ストーリーで学ぶ 15歳からの思考トレーニング 鈴木貴博 朝日新聞社

2.魔術の人類史 ｽｰｻﾞﾝ･ｸﾞﾘｰﾝｳｯﾄﾞ 東洋書林

Ｂ，歴史について

1.図説 真田一族 丸島和洋 戎光祥出版

Ｃ，地理・紀行について

1.たまたまザイールまたコンゴ 田中真知 偕成社

Ｄ，伝記について

1.悪役～世界でいちばん貧しい大統領の本音 ｱﾝﾄﾞﾚｽ･ﾀﾞﾝｻ 汐文社
2.聞き書 緒方貞子回顧録 野林 健 岩波書店
3.ぼくはマサイ～ライオンの大地で育つ ｼﾞｮｾﾞﾌ･ﾚﾏｿﾗｲ･ﾚｸﾄﾞ さえら書房

Ｅ，政治・経済・教育について

1.論点 日本の政治 吉野 孝 東京法令

2.キャラクター・パワー
～ゆるキャラから国家ブランディングまで 青木貞茂 ＮＨＫ

3.認知症新時代～私らしく生きる 毎日新聞社

4.民主主義ってなんだ？
～まだこの国をあきらめないために 高橋源一郎 河出書房新社

5.地方自治のしくみがわかる本 松林 守 岩波書店
6.いのちと未来を守る防災 全５巻 鎌田和宏 学研

7.こんなに違う！村山談話と安部談話 村山富市 七つ森書館
8.ＳＥＡＬＤＳ 民主主義ってこれだ！ 大月書店

9.保健室の恋バナ＋α 金子由美子 岩波書店

Ｆ，動物・植物・宇宙について

1.夜空の教室～世界でいちばん素敵な… 森山晋平 三才ブックス
2.大噴火の恐怖がよくわかる本 高橋正樹 ＰＨＰ研究所

3.白川天体観測所 藤井 旭 誠文堂新光社
4.気象庁物語～天気予報から地震・津波・火山まで 古川武彦 中央公論社
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5.プラントハンター 西畠清順～人の心に植物を植える 小学館

6.愛しのブロントサウルス
～最新技術で生まれ変わる恐竜たち ﾌﾞﾗｲｱﾝ･ｽｳｨｰﾃｸ 白揚社

7.生命デザイン科学入門 小川葉子 岩波書店

Ｇ，科学・物理について

1.数学オリンピック ２０１１～２０１５ 日本評論社
2.米村傳治郎のおもしろ科学館 大沢幸子 オーム社

3.魅了する科学実験 早稲田大学本庄高校 すばる舎

4.ニュートリノってナンダ？
～理科オンチにもわかる素粒子と宇宙のはなし 荒船良孝 誠文堂新光社

Ｈ，産業について

1.子犬工場～いのちが商品にされる場所 大岳美帆 ＷＡＶＥ出版
2.リンゴの歴史 ｴﾘｶ･ｼﾞｬﾝｸ 原書房
3.金魚はすごい 吉田伸行 講談社

Ｉ，技術・工学について

1.10歳からはじめるプログラミング図鑑 ｷｬﾛﾙ･ｳﾞｫｰﾀﾞﾏﾝ 創元社
2.長崎の教会～平戸・長崎・五島 祈りの地を巡る 吉田さらさ ＪＴＢ
3.誰も知らない東京スカイツリー～ 10年間の記録 根岸豊明 ポプラ社

Ｊ，料理・育児・医学について

1.戦争といのちと聖路加国際病院ものがたり 日野原重明 小学館
2.グローバル感染症～必携７０疾患のプロファイル 日経ＢＰ
3.寿命はなぜ決まっているのか～長生き遺伝子のヒミツ 小林武彦 岩波書店

Ｋ，絵画・写真集について

1.雪の色 Colors in Snow 吉村和敏 丸善
2.東京ネイチャー 津留崎 健 つり人社

3.天才！尾形光琳 「琳派」の立役者 河野元昭 平凡社
4.せかいいちのねこ ヒグチユウコ 白泉社

5.宇宙画の１５０年史～宇宙・ロケット・エイリアン ﾛﾝ･ﾐﾗｰ 河出書房新社

6.芸術がわからなくても美術館がすごく楽しくなる本 藤田令伊 秀和システム
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Ｌ，音楽・スポーツ・娯楽について

1.リンゴをさがせ！ Wheres Ringo? A.ｼﾞｬｸｿﾝ ﾈｺ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ

2.やさしくたのしいギター入門 自由現代社

3.囲碁をはじめてやる人の本 福本 薫 土屋書店
4.将棋 〃 〃

Ｍ，諸言語について

1.正しい日本語の練習～常識として知っておきたい 前田安正 ＰＨＰ研究所
2.不明解 日本国語辞典 髙橋秀実 新潮社

3.ジャパンタイムズ・ニュース・ダイジェスト VOl.56 ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾀｲﾑｽﾞ
4.国際情勢に強くなる英語キーワード 明石和康 岩波書店

Ｎ，文学一般について

1.鴎外の恋人～一二〇年後の真実 今野 勉 ＮＨＫ
2.１冊でわかる村上春樹 角川書店

Ｏ，日本の小説について

1.妖怪パソコンは知っている（探偵チームカッズ事件ノート 22） 藤本ひとみ 講談社
2.エヴリシング・フロウズ 津村記久子 文藝春秋

3.殺人鬼の献立表 Ｔｅａｍ・ＨＫ あさのあつこ 徳間書店
4.花冷えて～闇医者おゑん秘録帖 〃 中央公論社

5.ハーメルンの誘拐魔 中山七里 角川書店
6.暗幕のゲルニカ 原田マハ 新潮社

Ｐ，日本の詩集・随筆について

1.倒れるときは前のめり 有川 浩 角川書店
2.亀のピカソ 短歌日記２０１３ 坂井修一 ふらんす堂

Ｑ，外国文学について

1.キャッツ～ポッサムおじさんの実用猫百科 T.S.ｴﾘｵｯﾄ 河出書房新社
2.鏡の世界－石の肉体 ｺﾙﾈｰﾘｱ･ﾌﾝｹ ＷＡＶＥ出版
3.火星の人 上・下 ｱﾝﾃﾞｨ･ｳｨｱｰ 早川書房

Ｒ，絵本

1.むくどりのゆめ いもとようこ 金の星社


