Ａ－２，イラスト図解

イスラム世界

今やイスラム教徒は世界に約５億人。
だが、イスラム過激派による紛争やテロばかりが注目され、ごく普通のイスラム教徒
の姿はなかなか見えてこない。
宗教の力が弱まった時代、なぜイスラム教だけが世界的規模で信者数を増やし、影響
力を強めているのか？
この本ではその答えを、イラストをふんだんい用いて解き明かす。
ｃ
Ｂ－２，〔悲報〕本能寺で何かあったらしい…光秀ブログ炎上中！
2000年前からインターネットがあったなら？
日本史を揺るがす様々な大事件、
その時、
歴史Ｗｅｂが動いた！
日本史まるごとインターネット
Ｃ－２，銅像歴史散歩
明治時代に欧米から入ってきた「銅像」文化は、日本人にあっていたらしく、日本風
にアレンジされて各地に次々に建てられていった。
偉人の像、全国の小学校に二宮金次郎像、近年はドラえもんなどアニメのキャラクタ
ー像なども立ち、増え続けている。
それぞれの銅像の背負っているものを掘り下げていくと、日本の近現代史が見えてく
る。
知らなかった！銅像の真実
Ｃ－３，秘密の地下世界
足の下にはどんな世界が広がっているのでしょうか？
◆パリの地下迷路 ◆シチリアのカタコンベ ◆ガザの密輸トンネル
◆超巨大なマグマだまり ◆秘境に残る謎の岩窟墓 ◆海底に沈めた美術館
◆数億年かけてつくられた奇観 ◆きらびやかな王の墓……
地中や水底にひそむ異世界へとご案内！
Ｄ－１，無私の日本人
貧しい宿場町の行く末を心底から憂う商人・穀田屋十三郎が同士と出会い、心願成就
のためには自らの破産も一家離散も辞さない決意を固めた時、奇跡への道は開かれた
－－無名の、ふつうの江戸人に宿っていた深い哲学を通して「日本人の幸福」を発見
する。
Ｅ－５，勝手に選別される世界
ネットの「評判」がリアルを支配するとき、あなたの人生はどう変わるのか？

もう知らないではすまされない！

Ｅ－６，アイドル受験戦争～ＳＫＥ４８をやめた私が数学０点から
偏差値６９の国立大学に入るまで

Ｅ－８，高校生のための東大授業ライブ～学問からの挑戦
未知の世界に日々挑む研究の、問いのたて方、解法へのアプローチをご紹介。
ぜひ、あなたもトライしてみてください！
★研究の目のつけどころ 春日局の春秋－絵で読む「伊勢物語」
★研究で課題に挑む! 笑って考える少子高齢化－ジェンダーの視点から
★広がる研究 創られた楽園－「憧れ」のハワイ、「今さら」のハワイ
『高校生のための東大授業ライブ～学問への招待』もどうぞ
Ｅ－１０，お静かに父が昼寝しております～ユダヤの民話
ユダヤ人は、約二千年ものあいだ、世界各地に散って暮らしてきました。
それぞれのユダヤ人社会のなかで語りつがれてきた、とんちやユーモアのきいた民話、
ユダヤ教のたとえ話、聖書の「創世記」からの物語など３８編を紹介します。
Ｈ－１，これから、絶対、コピーライター
コピーライターになりたい人を、
コピーライターにする本
あの広告会社で、多くのコピーライター
を採用、発掘、教育した著者が
そのすべてを初公開
★あなたのコピー力を発掘する
特別企画：ツイッターでツボ伝授

Ｈ－２，みつばち高校生～富士見高校養蜂部物語

養蜂－ミツバチを飼うこと。
長野県富士見高校には、全国でも
珍しい「養蜂部」があります。
高校の敷地には巣箱が置かれ、日
本ミツバチの群れが飼育されてい
ます。

Ｉ－１，プロメテウスの罠～明かされなかった福島原発事故の真実
東京でＳＰＥＥＤＩ（放射能影響予測システム）が黙殺され、同心円状の避難指示が
出されていたころ、原発から３３キロの飯舘村長泥では、懸命の炊き出しが行われて
いた。
自分たちのためではなく、津波や原発から避難してきた人たちのためだ。
結果として、そこにいたすべての人々の体、にぎり飯、ちゃぶ台、建物、庭、田畑に、
大量の放射能が降り注いでいた。
そのことを住民が知るのは、ずっと後のことになる。
史上最悪の放射能汚染はなぜ起こったのか、官僚・政治・東電の罪を問う。
Ｉ－３，９９０円のジーンズがつくられるのはなぜ？
～ファストファッションの工場で起こっていること
世界の縫製工場といわれるバングラディシュには、世界中の
アパレル企業から大量に注文が殺到します。
世界に販売網をもつＨ＆Ｍ，ＧＡＰも、日本のユニクロにと
っても激安商品の供給国なのです。
１ヶ月４０００円ほどで働く女性たちの生活から、グローバ
ル化した世界の現実が見えてきます。
Ｉ－４， ややっ、ひらめいた奇想天外発明百科
今からおよそ５００年前、レオナルド・ダ・ヴィンチは、自動車やヘリコプター、パ
ラシュート、望遠鏡などなど、さまざまなものを発明しました。
当時の人々は、ダ・ヴィンチのことを、「変人」だと思っていましたが、現在は「時
代を先取りしすぎた天才」といわれています。
発明とは、
人間の夢を形にしたものです。
この本では、大昔から現代までの、とびきりおもしろい発明を集め、紹介します。
Ｋ－１，言霊の人

棟方志功

……版画家棟方志功が、生涯に千冊にも及ぶ本の仕事に関わったことを知る人は少な
い。
棟方は文学への思い入れが深い作家である。青森から絵描きを志して上京した時、頼り
にしたのは同郷の文学者たちであったし、「絵描きになれなかったら文学者になっていた
であろう」とも語っている。 （あとがき）より
Ｎ－１，透き通った風が吹いて
野球部を引退したら、空っぽになってしまった渓哉。
故郷美作を出て都会の大学に行けば、楽しい生活が待っているかもしれない。でも、
それは自分が望んでいることなのだろうか。
親友の実紀は、きちんと自分の将来を見据えている。
未来が見えずにいる渓哉は、ある日偶然、道に迷っていた美しい女性・里香を案内す
ることになる。里香は美作に「逢いたい人がいる」と言うが……。

Ｎ－２，おせっかい屋のお鈴さん
そのお寺には優しくて
ちょっと不器用な幽霊がいます
仙台のお寺に住む幽霊のお鈴さんは、美人で高飛車、おこりんぼう。
現代人のカエデを奉公人にして、１６０年前の未練を晴らそうとするけれど－－？
Ｎ－８，チョコレート・コンフュージョン
バレンタインすら残業の、仕事に疲れたＯＬ千紗。
お気に入りのヒールが折れ、泣きっ面に蜂な千紗を救ったのは、理想の王子さま－－
ではなく、凶悪な目つきから社内で殺し屋と恐れられる龍生だった。
千紗はお礼のつもりで義理チョコを渡すが、勘違いした龍生に交際を申し込まれてし
まう。
「断ったら殺される！？」命の危険を感じた千紗は、偽の恋人になることに。だけど
強面の龍生が提案してきたのは、なぜか交換日記で！？
Ｏ－１，１６歳の語り部

１６歳の
今しか、伝えられない言葉がある。

あの日、小学５年生だった子どもたちが
見据える３．１１後の未来

あの日の小学生が、５年経って今もう高校生。
時間は、間違いなく動いている。
どうして３人は今、語り出したのだろう。
そこには彼らなりの覚悟と、５年間の葛藤と、語り部としての確かな使命感が存在す
る。
この本は、今の彼らにしか語れない言葉の記録であり、この５年間の歩の集積だ。
ここには、大人が見過ごしてきてしまった子どもたちのリアルな声が詰まっている。
Ｐ－２，テオの「ありがとう」ノート
「ありがとう」なんてもう言いたくない！
体が不自由なせいで、みんなより多く「ありがとう」と言うことに嫌気がさした１２
才のテオ。
そこで、ひとりでできることを増やし、さらに、「ありがとう」を「もらった数」を
ノートに書き留めることに……。
Ｐ－３，メディチ家の紋章

上・下

盗賊の頭領サンディーノに追われる少年、マッテオは、溺れかけていたところをレオ
ナルド・ダ・ヴィンチに助けられ、のちに工房の一員として迎えられる。
少年は、この巨匠が仕事のときにはいつもかたわらにいることになった。
その仕事は、壁画の制作から、飛行実験、死体解剖にまでおよぶものだった。
悪名高き征服者、チェーザレ・ボルジアに雇われていたダ・ヴィンチとその一行には、
絶えず殺人と陰謀、復讐がついてまわる。
それは、マッテオが握っているあるもの－－ボルジア家とメディチ家が、なんとして
も手に入れたい秘密のためでもあった……。
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