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Ａ－４，聴能力！～場を読む力を、身につける

聴覚はただ聴くだけではない、そこにはバランス感覚、目に見えないものを見る「空
気を読む力」が宿っている。
「聴く」から始まる。心がつながる！

Ｂ－２，世界遺産考古学ミステリー 全４冊

◆マチュピチュのひみつ：インカ帝国の失われた都市
◆メサ・ヴェルデのひみつ：古代プエブロの岩窟住居
◆ポンペイのひみつ：地中に埋もれたローマの古代都市
◆兵馬俑（へいばよう）のひみつ：古代中国の皇帝の墓

Ｄ－３，大村智物語～ノーベル賞への歩

至誠天に通ず ２０１５年ノーベル生理学・医学賞受賞！
エリートではない。
夜間高校教師からはじまる、波瀾万丈の研究者人生。

【 大村語録収録 】
◎自分がやったことはたいてい失敗してきた。
◎いやなことはなんでも一番先に自分がやって見せる。
◎レベルの高い人たちと付き合っていると、いつしか自分もそのレベルになってく
る。ほか多数

Ｅ－５，恋の相手は女の子

初恋は女の子、でも、教科書には「思春期には異性に関心をもつ」って書いてある。
同性を好きになるわたしはまちがってる？
誰にも悩みを打ち明けられなかった１０代から、彼女との「新郎のいない」結婚パー
ティーまで、自身の体験と、当事者のエピソードを交え、「多様性に寛容な社会」へ
の思いを語る。

Ｅ－６，前へ！～東日本大震災と戦った無名戦士たちの記録

大震災の夜、漆黒の闇を走り回り、救命部隊のルートを切りひらいた国交省チームと
民間建設業者たち。
曇ったマスクを投げ捨て、原発への放水に挑んだ自衛隊員。
爆発した原発の傍らで住民の避難誘導を続けた警察官……
地震発生直後から「前へ！」と突き進んだ、名もなき人々の壮絶にして感動あふれる
ドラマ。

Ｆ－２，生物に学ぶイノベーション～進化３８億年の超技術

水中を歩く虫、記憶を持つ植物、老化しないネズミ…真に斬新な発想は、ここから生
まれる！

「生物たちの超技術」がこんなところにも生かされています－－
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★粘菌の動きをまねた自律型ロボットの開発
★キノコやシロアリを使った燃料問題の解決法
★昆虫の鳴き声によるトラウマの治療 などなど

Ｇ－１，アリスのお茶会パズル

なぞなぞ攻撃に立ち向かう少女の運命は…
ワープして迷い込んだ場所が、あの不思議の国の「奇妙な」お茶会。
パズルに一心不乱のご存知アリス、帽子屋、三月ウサギ、眠りネズミの姿に、目を回
すばかりの２１世紀の少女。
難問・奇問続出のワンダーランドから少女は無事生還できるのだろうか。

Ｉ－２，ぼくは「つばめ」のデザイナー

勉強は得意じゃないけれど、絵を描くことは大好きだった少年が、一枚の絵と衝撃的
な出会いをし、のちに新幹線のデザイナーとなる－－。
鉄道車両だけでなく、駅舎やホテルなどさまざまなデザインを手が
け、その斬新さで 注目を浴びる著者が明かす九州新幹線つばめ誕
生までの秘話。
将来、何か物を作る仕事をしてみたいと思っているきみへ－－

Ｉ－４，刃物と日本人～ナイフが育む生きる力

道具や手指を起用に使わなければ、暮らしていけない時代があった。
先端技術によって便利になった代償に、根源的な「生きる力」を失いつつある現代。
現場からの証言で、その象徴としての刃物と人間の関係を再考する。

Ｌ－３，はじめまして！アフリカ音楽 ＣＤ付き：アフリカン・リズムが楽しめる～

読んで、聴いて、踊ろう！
「アフリカ音楽っていったい何？」という素朴な疑問から、その魅力、聴き方、そし
てコンガの叩き方まで－－。
コンゴ民主主義共和国出身の名パーカッショニストが楽しく案内するアフリカ音楽の
世界。
あなたもきっと、このリズムが好きになる！

Ｌ－４，まあ いいか
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Ｍ－１，悩ましい国語辞典

辞書一筋３６年、編集者を惑わす、日本語の不思議！

「まじ！」は江戸時代に使われた！
「人一倍がんばる」とは何倍のことか？

Ｍ－６，通訳になりたい！

２０２０年東京オリンピックを控え、注目を集める通訳。
スポーツ通訳やボランティア通訳といった、オリンピックでも活躍が予想される分野
から、会議通訳、ビジネス通訳、エンターテインメント通訳に至るまで、現役の通訳
者たちの声を通して通訳の仕事の魅力を探る。

Ｎ－１，味わいクールに徒然草

Ｏ－１，青空娘 日本版シンデレラストーリー～

主人公の少女、小野有子は祖母の死によって自身の出生の秘密を知り、見知らぬ土地
東京で暮らすことになる。
継母とその子どもたちからのいじめ、手がかりの少ない実母の行方探しなど幾多の困
難にぶつかるが、それでも健気に真直ぐ生きる彼女に手を差し伸べてくれる人々が現
れ、運命は好転していく…。

Ｏ－４，ウルトラマン・デュアル

首都圏にあって地球から隔離された、光の国の砦。
ヴァンダリオン星人の恐怖支配、次々と現れる巨大怪獣。光の国の聖女“涙を語り継
ぐ者”の献身。
故郷を、国を、地球を捨て、聖女と共闘するためウルトラマン化する者たち。
あらゆる立場の“正義”が衝突するこの世界で、それでも若者たちは未来を築く。
人類よ、いつまでも光の巨人に甘えるな！

Ｏ－５，レジまでの推理 本屋さんの名探偵

荷ほどき、付録組み、棚作り、ポップ描きにもちろんレジ。お客さまの目当ての本を
探したら、返本作業に会計、バイトのシフト。万引き犯に目を光らせて、近刊のゲラ
を読んで、サイン会の手配をして…、書店員って、いったいいつ寝るの？
力仕事でアイディア仕事で客商売。書店員は日夜てんてこ舞い。
しかも、彼らは探偵という特殊業務まで楽しげにこなしてしまうのです。
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Ｏ－１０，神戸栄町アンティーク堂の修理屋さん★

亡き祖父のアンティークショップを継ぐために、神戸に移り住んだ髙橋寛人。
幼い頃の記憶が残る懐かしい店内には、店を間借りしている修理職人の
後野茉莉がいた。
いったん修理をしだすと集中して周りが見えなくなる茉莉。
古いモノに興味のない寛人だが、茉莉の“モノ”に対する想いに触れてい
るうちに、過去に向き合う勇気をもらう…
茉莉のもとには、今日も修理の依頼が届く！

Ｑ－２，コドモノセカイ

あの頃わたしたちは、
親友は、ブタの貯金箱（「ブタを割る」）／私の弟は、私の腰から生えている（「弟」）

孤独で、弱くて、ひねくれていて、
動物たちとの、ひと夏の秘密の遊び（「薬の用法」）／忘れられた図書館で育てられた少女の話（「七人の
司書の館」）

とても 《 変 》 だった。
僕の家は宇宙人に侵略された、絶対に（「まじない」）／世にも美しい捨て子がしゃべり出したら…（「子
供」）

Ｑ－３，タイムライダーズ 失われた暗号１・２

大学生が、ヴォイニッチ手稿という謎めいた古文書の一節をみごとに解読した。
解読された一節は、
「パンドラがキーワードだ。
仲間の旅人たちよ、真実を究明するときがきた」

パンドラ……。
それは、マディにとっても秘密を解くキーワード。
タイムライダーズたちの新たな旅が始まる。

Ｒ－１，こないかなロバのとしょかん

南米・コロンビアに実在するロバの移動図書館と、本が大好きな女の子のおはなし。
ある朝、アナは、ひづめの音で目をさましました。
そこには－－。
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Ａ，宗教・哲学について

1.疲れたときはボーッとひと息 ふくろうの本
～毎日を元気にする魔法の名言 双葉社

2.神社の解剖図鑑
～日本各地の神様とご利益がマルわかり 米澤貴紀 エクスナレッジ

3.覚えておきたい人と思想１００人 本間康司 清水書院
4.聴能力！～場を読む力を、身につける 伊東 乾 筑摩書房

Ｂ，歴史について

1.ねこねこ日本史② そにしけんじ 実業之日本社
2.世界遺産考古学ミステリー 全４冊 六曜社

Ｃ，地理・紀行について

1.どうしてアフリカ？どうして図書館 さくまゆみこ あかね書房

Ｄ，伝記について

1.世界でいちばん貧しい大統領からきみへ ホセ・ムヒカ 汐文社
2.さよなら大好きな人 ２０１５ 本間康司 清水書院
3.大村智物語～ノーベル賞への歩み 馬場錬成 中央公論社

Ｅ，政治・経済・教育について

1.世界商品と子供の奴隷～多国籍企業と児童強制労働 下山 晃 ミネルヴァ書房
2.２０２０年の大学入試問題 石川一郎 講談社

3.５８の用語でわかる！防災なるほど解説 上・下 フレーベル館
4.覚えておきたい総理の顔 本間康司 清水書院

5.恋の相手は女の子 室井舞花 岩波書店
6.前へ！～東日本大震災と戦った無名戦士たちの記録 麻生 幾 新潮社

7.日本人が気付かない世界一素晴らしい国・日本 ｹﾋﾞﾝ･Ｍ･ﾄﾞｰｸ ワック

Ｆ，動物・植物・宇宙について

1.いのちを守る気象情報 斉田季実治 ＮＨＫ
2.生物に学ぶイノベーション 赤池 学 〃

3.超能力をもつ生き物たち 全４巻 石田秀輝 学研
4.宙（そら）ガールバイブル～星空観察に出かけよう 永田美絵 双葉社

5.πのｅ進展開～１００００００桁表 暗黒通信団
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Ｇ，科学・物理について

1.アリスのお茶会パズル 伴田良輔 青土社

2.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 荒舩良孝 誠文堂新光社

Ｈ，産業について

1.世界にひろがるフェアトレード
～このチョコレートが安心な理由 清水 正 創成社

Ｉ，技術・工学について

1.透視絵図鑑なかみのしくみ 全４巻 六曜社
2.ぼくは「つばめ」のデザイナー 水戸岡鋭治 講談社

3.３Ｄプリンター～ものづくりを変える！ 荒舩良孝 岩崎書店
4.刃物と日本人～ナイフが育む生きる力 山と渓谷社

Ｊ，料理・育児・医学について

1.人生の答えは家庭科に聞け！ 堀内かおる 岩波書店
2.わくわくほっこり 和菓子図鑑 君野倫子 二見書房

3.かわいい和菓子～道具なしで始められる 講談社
4.江戸時代から続く老舗の和菓子屋 山本博文 双葉社

Ｋ，絵画・写真集について

1.ＺＯＯＭ ｲｼｭﾄﾊﾞﾝ･ﾊﾞﾝｼｬｲﾝ ドッドコム
2.野生動物カメラマン 岩合光昭 集英社

Ｌ，音楽・スポーツ・娯楽について

1.上達水泳 原 英晃 ベースボールマガジン

2.新しいテニス入門
～最短でうまくなるレッスンＤＶＤ 中木 圭 池田書店

3.はじめまして！アフリカ音楽 ﾑｸﾅ･ﾁｬｶﾄｩﾝﾊﾞ ヤマハ
4.まあ いいか 大竹しのぶ 朝日新聞社

Ｍ，諸言語について

1.悩ましい国語辞典 神永 曉 時事通信社
2.超国語辞典 倉本美津留 朝日出版社
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3.本物の英語力 鳥飼玖美子 実業之日本社
4.カタカナ外来語略語辞典 堀内克明 自由国民社

5.はじめて読む 日本語の歴史 沖森卓也 べレ
6.通訳になりたい！ 松下佳世 岩波書店

Ｎ，文学一般について

1.味わいクールに徒然草 木村雅則 京都書房
2.図書館ラクダがやってくる ﾏｰｸﾞﾘｰﾄ･ﾙｱｰｽﾞ さえら書房

Ｏ，日本の小説について

1.青空娘 源氏鶏太 筑摩書房
2.仮面病棟 知念実希人 実業之日本社

3.フランダースの帽子 長野まゆみ 文藝春秋
4.ウルトラマン・デュアル 三島浩司 早川書房

5.レジまでの推理 本屋さんの名探偵 似鳥 鶏 光文社
6.若仲 澤田瞳子 文藝春秋

7.ブラック・ヴィーナス 投資の女神 城山真一 宝島社
8.星籠の海 上・下 島田荘司 講談社

9.図書館の魔女 １～４ 高田大介 〃
10. 神戸栄町アンティーク堂の修理屋さん★ 竹村優希 双葉社

Ｐ，日本の詩集・随筆について

1.日本の恋歌 恋する黒髪・貴公子たちの恋 馬場あきこ 角川書店
2.ずっしり、あんこ 杉田淳子 河出書房新社

Ｑ，外国文学につて

1.１０の奇妙な話 ﾐｯｸ･ｼﾞｬｸｿﾝ 創元社
2.コドモノセカイ 岸本佐和子 河出書房新社

3.タイムライダーズ 失われた暗号１･２ ｱﾚｯｸｽ･ｽｶﾛｳ 小学館
4.戦火の三匹 ロンドン脱出 ﾐｰｶﾞﾝ･ﾘｸｽ 徳間書店

5.水の継承者ノリア ｴﾝﾐ･ｲﾀﾗﾝﾀ 西村書店

Ｒ，絵本

1.こないかなロバのとしょかん ﾓﾆｶ･ﾌﾞﾗｳﾝ 新日本出版社


