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Ａ－１，自分の顔が好きですか？

顔は心の窓です。
魅力的な顔をしていると、よりよい人間関係が築けます。
でも「魅力」とは目鼻立ちの美しさではありません。
では「いい顔」とは何でしょう？
なぜ私たちは「顔」が気になるのでしょう？
顔を覚えるコツ、第一印象は大切か、修正写真も「私の顔」と言えるのか。
顔にまつわる疑問を、心理学で解き明かします。

Ｂ－１，「全世界史」講義 Ⅰ・Ⅱ

教養に効く！ 文明の誕生から現在まで人類の歴史を一気読み。
人類５０００年史 世界がつながり、歴史がいきいきと動き出す。

将来、世界で何が起こるかは誰にもわかりません。
しかし、それに備える教材は過去にしかないのです。
歴史を学ぶ意味は、人間がこれまでやってきたことを後からケーススタディ
として学べるところにあります。

Ｂ－６，大学入試問題から学びなおす日本史

東京大学・２０１４年度の問題
「応仁の乱は、中央の文化が地方に伝播する契機になったが、その中で武士の果たした役
割はどのようなものであったか。乱の前後における武士と都市との関わりの変化に留意しな
がら述べなさい」

→この問いから、全国に「小京都」が誕生した歴史の謎が解ける！

Ｃ－２，高校生からわかる 政治のしくみと議員のこと

投票する前にかならず知っておこうＱ＆Ａ７９
ここには、日常のテレビや新聞、ネットではすぐに得られそうで得られない、貴重な
判断材料がつまっています。
ニュースを見聞きしていて、ちょっとヘンだなと思ったり、日常の生活でギモンを感
じたら、ぜほこの本を読んでみてほしい。

Ｃ－３，選挙ってなんだろう！？ 18 歳からの政治学入門

選挙がわかれば政治と民主主義のことがよくわかる！
私たちはなぜ投票するのか？
日本の政治、外交はうまくいっているのか？

Ｃ－１２，イラストで見る 昭和の消えた仕事図鑑

汗と知恵で激動の時代を生き抜いた人たちの記録！
三助、屑屋、活動弁士、赤帽、バスガール、倒産屋……。
今では姿を消した、懐かしい昭和の職業を仕事内容から収入額、労働時間まで網羅し
すべてイラスト付きで紹介！
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◆なんでも作って売った「職人と行商人」：鍛冶屋・炭焼き・氷屋・豆腐売り
◆みんなの憧れ「女性の花形職業」：タイピスト・バスガール・電話交換手

Ｃ－１３，ハーネスをはずして～北海道盲導犬協会の老犬ホームのこと

盲導犬たちへの最後の愛の贈もの
世界で始めて、世界でも例のない盲導犬のための老犬ホーム。
その運営にかかわって２８年の著者が語る老犬ホームの暮らし。
看取った盲導犬は２５０頭。
犬が好きで好きでたまらなかった著者が選んだ老犬介護の仕事とは？

Ｄ－２，珪藻美術館

けい-そう【珪藻】 珪藻は小さな、小さな生き物。
細胞膜に特殊な構造の珪酸質の殻を その多くは 0.1 ミリにも満たない存在で、
生じ、褐色の色素を有する単細胞の 肉眼で見ることはできません。
微少な藻類。 けれど、顕微鏡でのぞいてみれば、その

美しい姿に誰もがはっと息をのむ。

Ｄ－４，マンモスのつくりかた～絶滅生物がクローンでよみがえる

クローン羊ドリーの誕生から 20 年、ｉＰＳ細胞やネアンデルタール人の古代ＤＮＡの
解析など、遺伝子を扱う技術は急速に進歩している。
加えてマンモスは、シベリアの凍土から冷凍標本が見つかっている。
マンモスならクローン技術で復活できるかもしれない。さらには増やして野生のマン
モスパークをつくることも……。
この壮大な計画にいま世界中の研究者が真剣に取り組んでいる。
しかし本当に可能なのか？
復活させて危険はないのか？そもそも倫理的に問題があるのではないか？

Ｆ－２，いぬとわたしの防災ハンドブック

ペット防災は Ｒｅａｄｙ準備
Ｒｅｆｕｇｅ避難
Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｉｌｉｔｙ責任 ３Ｒで決まる！

★いぬとわたしのために今日からできること
★あなたの備えがいぬの命を守る
★災害が起きた！そのとき、あなたといぬは？
★「いぬとわたしの防災」チェックリスト

Ｇ－１，ＩＴソリューション会社図鑑

みなさんはＩＴソリューション会社がどんなことをする会社か、知っていますか？
ＩＴとはＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙの略で、日本語では「情報
技術」と訳します。
ＩＴはパソコンやスマートフォン、コンビニ、銀行、病院など、私たちの生活で便利
さを支えるあらゆるモノや場面に使われていて、重要な役割を担っています。



- 4 -

ソリューションとは問題や課題を「解決すること」。
ＩＴソリューション会社は、コンピューターやネットワークを組み合わせて情報シス
テムをつくり、企業の悩みや社会の問題を解決する手助けをしているのです。
さあ、ＩＴソリューション会社の仕事をしりたくなりましたね。
どうぞごらんください。

Ｈ－３，ジャパめし。～ところ変われば食変わる－－

◆地元が恋しくなる“ごはんもの”ジャパごはん
◆これがおつゆ？と驚く郷土色抜群の“汁もの”ジャパ汁
◆各地の“愛され麺”は個性もお味もとびっきりジャパめん
◆“３時”になったらジャパおやつ
にほんのごはん、汁、めんってこんなにおもしろい！

Ｈ－６，いのちを“つくって”もいいですか？～生命科学のジレンマを考える哲学講義

「秘術的に可能なら、人工的に“人のいのち”をつくり変えてもよい？」

誰もが願う「より健康に、より長く生きたい」という希望。
最新のバイオテクノロジーに根ざす現代医療は、その願いを着実に実現しつつある。
しかし、ただ望むまま進んでいくならば、私たちはやがて「いのちをつくり変える」
領域に踏み込んでしまうのではないか－－
生命科学と深く結びついた現代、そして未来を生きるための、新しい“いのちの倫理
”のあり方を考えてみよう。

Ｋ－２，英語に好かれるとっておきの方法

英語習得の主人公はあくまで自分自身！
そしていつでもどこでも習得できる！
留学をせずに国内独学で同時通訳者になり、受験生だけでなく大手企業でスピーキン
グの人気講師としても活躍する著者が語る英語独習法。
聞く、話す、読む、書くの４技能を手に入れるカギとなる、英語で「思う力」を中心
にその秘伝のすべてを公開。

Ｌ－１，チポロ

勇ましき少年よ、その手に弓を取れ！
心優しき少女よ、温かき心で運命を抱け！

力も弱く、狩りも上手ではない少年・チポロ。
そんなチポロに、姉のような優しさで世話を焼く少女・イレシュ。
彼らの住む村に、神であるシカマ・カムイが滞在し、〈魔物〉たちが現れることを告
げる。そして、その言葉どおり、大挙して現れた魔物たちは、イレシュをさらってい
ったのだった－－。
さいはての港町で待ち受けるのは、〈魔物〉か、〈神〉か＊＊。

Ｌ－２，たまちゃんのおつかい便 「夏美のホタル」「虹の岬の喫茶店」
の人気作家、最新作！

老いの現実、本当の家族、淡い恋……
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過疎化と高齢化が深刻な田舎町で「買い物弱者」を救うため、大学を中退したたまち
ゃんは、移動販売の「おつかい便」をはじめる。
しかし、悩みやトラブルは尽きない。
外国人の義母とのいさかい、救いきれない独居老人、大切な人との別れ……。
それでも、誰かを応援し、誰かに支えられ、にっこり笑顔で進んでいく。

Ｌ－３，フェイバリット・シングス

六呂田緑郎は、娘と犬と暮らす推理作家。
自分と同じ名前の私立探偵が主人公の推理小説を執筆している。
ところがある日、「探偵の六呂田さんですよね？」と声をかけられて……。
締め切りと探偵の依頼、六呂田は解決できるのか！？

Ｌ－５，ポイズンドーター・ホーリーマザー

母と娘。姉と妹。男と女。
ままならない関係、鮮やかな反転、まさかの結末－－。
あなたのまわりにもきっといる、愛しい愚か者たちが織りなす
６つのミステリー。

Ｌ－１１，東京ガールズ選挙～こじらせ女子高校生が生徒会長を目指したら

１８歳選挙権時代の新たな幕開け－－
高校の校庭のど真ん中には樹齢３００年のイチョウの樹が立っている。
校内で絶大な人気を誇る“アイドル気取り”の生徒会長・日色冴は、そのイチョウの
樹を撤去する方針。
一方“こじらせぼっち”の磯山いづみは、大切な居場所であるイチョウの樹を守りた
いが何をどうしたらよいのか分からずにいた。
そんな時、徳川将軍家の血を引く１６歳の亡霊・徳川家基が選挙コンサルタントとし
て、いづみの前に現れ、事態は思わぬ方向へ－－。
果たして家基の狙いとは？そして、いづみとイチョウの樹の運命は？

「教えてください。
わたしの一票で何がかわるのでしょうか？」

Ｎ－１，さよなら、ママ

ママが天国に行った夏。
わたしとパパの新しい、ヘンテコな生活がはじまった……

Ｎ－２，十三番目の子

呪われた子として生まれたダーラは、村の人々はもちろん、実の母親でさえ一切のつ
ながりを持たずに育てられ、家族の絆を知らないまま死んでいこうとしている。
ところが、生け贄として海に沈められるまぎわになって始めて、ダーラはようやく肉
親の無私の愛を知り、母は娘を、兄は妹を取り戻す－－
悲劇がなければ
家族の再会はなかったかもしれない……。
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Ａ，宗教・哲学について

1.自分の顔が好きですか？ 山口真美 岩波書店
2.問いをつくるスパイラル 河出書房新社

Ｂ，歴史について

1.「全世界史」講義 Ⅰ・Ⅱ 出口治明 新潮社
2.戦後７０年 にっぽんの記憶 橋本五朗 中央公論社

3.１０分で読む 日本の歴史 岩波書店
4.綾瀬はるか「戦争」を聞くⅡ 〃

5.３０代記者たちが出会った戦争 〃
6.大学入試問題から学びなおす日本史 河合 敦 河出書房新社

Ｃ，政治・経済・教育について

1.トラブル回避 中高生のための法律ガイドブック 喜成清重 日本加除出版
2.高校生からわかる政治のしくみと議員のしごと 山田健太 ﾄﾗﾝｽﾋﾞｭｰ

3.選挙ってなんだろう！？ 18 歳からの政治学入門 高村正彦 ＰＨＰ研究所
4.18 歳からの政治選択 佐貫 浩 平和文化

5. ルポ 老人地獄 文藝春秋
6.マタハラ問題 小酒部さやか 筑摩書房

7.図解でわかる時事重要テーマ１００ 日経ＨＲ
8.18 歳からの選挙Ｑ＆Ａ 同時代社

9.脱！スマホのトラブル やって良いこと悪いこと 佐藤佳弘 武蔵野大出版
10.一気にわかる世界情勢 2016 池上 彰 毎日新聞社

11.マイナンバーはこんない恐い！
～県民総背番号制が招く“超”監視社会 黒田 充 日本機関紙

12.イラストで見る 昭和の消えた仕事図鑑 澤宮 優 原書房

13.ハーネスをはずして
～北海道盲導犬協会の老犬ホームのこと 辻 恵子 あすなろ書房

14.日本の昔話百科 ビジュアル版 石井正己 河出書房新社
15.池上彰の世界の見方 アメリカ ナンバーワンからの退場 小学館

Ｄ，動物・植物・宇宙について

1.夜行性動物写真集 ﾄﾚｱ･ｽｺｯﾄ ｽﾍﾟｰｽｼｬﾜｰ
2.珪藻美術館 奥 修 旬報社

3.クマゼミから温暖化を考える 沼田英治 岩波書店
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4.マンモスのつくりかた
～絶滅生物がクローンでよみがえる ﾍﾞｽ･ｼｬﾋﾟﾛ 筑摩書房

Ｅ，科学･物理について

1.中学の常識でわかるアインシュタイン理論 大方 哲 楓書房
2.高校教師が教える化学実験室 山田暢司 工学社

Ｆ，産業について

1.塩 地球からの贈り物 片平 孝 ＰＨＰ研究所
2.いぬとわたしの防災ハンドブック ＰＡＲＣＯ

3.日本の空のパイオニアたち
～明治・大正 18 年間の航空開拓史 荒山彰久 早稲田大出版

Ｇ，技術・工学について

1.ＩＴソリューション会社図鑑 日経ＢＰ
2.北極大異変 ｴﾄﾞﾜｰﾄﾞ･ｼｭﾄﾙｼﾞｯｸ 集英社

3.シンギュラリティは近い
～人類が生命を超越するとき ﾚｲ･ｶｰﾂﾜｲﾙ ＮＨＫ

4.人工知能は私たちを滅ぼすのか
～計算機が神になる 100 年の物語 児玉哲彦 ダイヤモンド社

5.地球温暖化は解決できるのか 小西雅子 岩波書店
6.飛行機のしくみパーフェクト事典 鈴木真二 ナツメ社

Ｈ，料理・育児・医学について

1.チョコレート検定 公式テキスト 学研
2.料理教室のベストレシピ 本当は秘密にしたい 石原洋子 朝日新聞社

3.ジャパめし。 ところ変われば食変わる－ 白央篤史 集英社
4.おいしいジャムＢＯＯＫ 飯田順子 主婦の友社

5.依存症の科学 いちばん身近なこころの病 岡本 卓 化学同人

6.いのちを“つくって”もいいですか？
～生命科学のジレンマを考える哲学講義 島薗 進 ＮＨＫ

Ｉ，絵画・写真集について

1.伊藤若冲作品集 太田 彩 東京美術
2.図説 だまし絵 もうひとつの美術史 谷川 渥 河出書房新社
3.アッシジの聖フランシスコ 藤代清治 女子パウロ会
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Ｊ，音楽・スポーツ・娯楽について

1.体が硬い人のための関節が柔らかくなるストレッチ＆筋トレ
荒川裕志 ＰＨＰ研究所

2.吉永小百合の祈り 新日本出版社
3.オセロの勝ち方 長谷川五郎 河出書房新社

4.東大流これからはじめる囲碁入門 光永淳造 ナツメ社
5.野外危機回避マニュアル 羽根田治 地球丸

Ｋ，諸言語について
1.よりぬき英語で読む 日本昔ばなし ｳｯﾄﾞﾜｰﾄﾞ ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｲﾑｽﾞ
2.英語に好かれるとっておきの方法 横山カズ 岩波書店
3.大和言葉つかいかた図鑑 心が伝わる 海野凪子 誠文堂新光社

Ｌ，日本の小説について

1.チポロ 菅野雪虫 集英社
2.たまちゃんのおつかい便 森沢明夫 実業之日本社

3.フェイバリット・シングス 村崎 友 光文社
4 罪の終わり. 東山彰良 新潮社

5.ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ 光文社
6. 天下人の茶 伊藤 潤 文藝春秋

7.アンマーとぼくら 有川 浩 講談社
8.大岸壁 笹本稜平 文藝春秋

9.トムヤンクイがやってきた 岡崎ひでたか 新日本出版社
10.花舞う里 古内一絵 講談社

11.東京ガールズ選挙～こじらせ女子高校生が生徒会長を目指したら
長嶺超輝 ユーキャン

M，日本の詩集・随筆について

1.中谷宇吉郎 雪を作る話 中谷宇吉郎 平凡社

N，外国文学について

1.さよなら、ママ ｷｬﾛﾙ･ｶﾞｲﾄﾅ 早川書房
2.十三番目の子 ｼｳﾞｫｰﾝ･ﾀﾞｳﾄﾞ 小学館

Ｏ，絵本

1.ぐりとぐら てんじつきさわれるえほん なかがわりえこ 福音館書店
2.ぞうくんのさんぽ 〃 なかのひろたか 〃


