


Ａ－１，マンガでわかる色のおもしろ心理学

色には、
◆時間感覚を狂わせる
◆物の重さを大きく感じさせる
◆食欲をわかせる こうした力は、企業の商品戦略や犯罪の
◆眠りに誘う 抑制など､身近なところで広く活用されて
などさまざまな力があります。 いるのです。

色の持つさまざまな力を知って、色彩心理学の第一歩を踏み出して下さい。

Ａ－２，はじめての哲学

Ｂ－１，語られなかったアメリカ史 オリバー・ストーンの告発 １・２

疑問に思ったことはないだろうか？
なぜアメリカは、ざっと数えただけでも１，０００近くの軍事基地を世界中にもって
いるのだろう？
……なぜ、どの先進国と比べても、貧富の差がこんなにも大きいのだろう？
広島、長崎への原爆投下は、どのような経緯をたどって決断されたのか？
驚愕の歴史ドキュメンタリー。
これからの日米関係を知るために必読の書！

Ｃ－１，世界の不思議な図書館

－－本さえあれば、
そこは図書館になる。

バラエティあふれる８９の個性派ライブラリー。

Ｄ－３，社会をちょっと変えてみた～ふつうの人が政治を動かした七つの物語

「世界は意外に、フツーに変えられる」
お見せしましょう。フツーの人たちが、いかに世の中を変えているかということを。
また、何を隠そう、政治のせの字も知らなかったし、興味もなかった保育屋の僕が、
どうやって草の根ロビイストになったか、そして自分が小さく作った事業が、どうし
て国の政策にまでなっていったか、もお話しします。

この本はあなたの鍵になるでしょう。世界は、意外に変えられる。
そんな新たな世界観に入る秘密の扉の、鍵に。



Ｄ－７，日本給料＆職業図鑑～働く大人はかっこいい！！

「この職業のお給料はどのくらいなの？」
「気になる職業はどういう仕事内容で、どうしたら就くことができるの？」
そんなことが気になる人のための本です。
今、日本には７００以上もの職業があると言われています。
そして、新しい職業がどんどん増えてくる一方、今後２０年で現在ある職業の半分く
らいは消滅するのではとも言われています。
そんななかで、どれだけの職業があって、どのくらいのお給料がもらえるのか。
将来の職業について考えている人に参考になるでしょう。

Ｅ－２，不思議で美しいミクロの世界

生き物の中に、これほどの驚異と、そしてデザ
インのヒントが隠されているということに、
愕然とするでしょう。
そして、「これは何だろう？」とわくわくもするでしょう。
電子顕微鏡で撮影された驚愕の写真を収録！
自然や科学の楽しさが詰まった一冊です。

Ｅ－５，１２星座とギリシャ神話の絵本

自分の星座の由来を知っていますか？
星座をみつけるコツから、夜空に秘められた伝説まで。
夜空を見るのが楽しくなる星座入門絵本！

Ｅ－６，どうぶつのくに

◆大震災を乗り越えた奇跡の水族館◆仲良しパンダの大家族が暮らす動物園◆日本で
唯一ジュゴンに会える水族館◆世界一のクラゲ水族館◆日本一のカバファミリー◆美
的進化の粋を集めた金魚水族館……など国内１２園館・海外８園館をセレクト！

動物園・水族館ファンの最強バイブル

Ｇ－１，コンビニ難民～小売店から「ライフライン」へ

国内の総店舗数 （約）５．５万店
年間売上高 （約）１０兆円
１ヶ月の来店者数（約）１４億人

なのに全高齢者の６割が
「コンビニ難民」！



Ｈ－１，スーパーヒューマン誕生！～人間はＳＦを超える

スーパーヒューマンがＳＦに挑む！
★念力は使えるのか？
★透明人間になれるのか？
★アンドロイドはつくれるのか？
★他人の身体は操れるのか？

Ｉ－３，レモンのお菓子

レモンケーキ、マフィン、チーズケーキ、プディング
甘酸っぱくて、さわやかでおいしい、レモンを使ったお菓子４５。

作ったお菓子をプレゼントしたくなる～

Ｊ－３，写真の教科書～さあ、写真をはじめよう

東京工芸大学芸術学部・写真学科の学生が、授業で実際に使用している
写真の教科書！

文字が何かを伝えるための道具であるなら、写真もまた何かを伝えるための道具だと
いえるでしょう。
電車の中吊り広告、ホームページやＳＮＳで。
目にしないときはないといってよいほどに、写真は身のまわりにあふれかえっていま
す。
それは、写真が文字と同じくらい重要になっているということ。
この写真という道具を正しく学んで、もっと思い通り使えるようになりましょう。

Ｎ－１，「電脳マジョガリ」狩り

ツイートを拡散した１万人 ゲームの実況者で大学生の翼は、謎の女性・香織
あたしはその全員に に弱みを握られたことで、恐怖のネット掲示板
鉄槌を下す！ 《魔女狩り板》に戦いを挑むことになってしまい－－！？

《魔女狩り板》は
日本中の悪意の吹きだまり。

あたし、この掲示板をぶっ潰そうと思うんだ。

Ｎ－２，記憶の渚にて

世界的ベストセラー作家の兄の不審死と遺された謎だらけの『タ
ーナーの心』と題された随筆。
記憶とは食い違う原稿の真実が明かされるとき、“世界”は大き
く揺らぎ始める－－。



Ｎ－３，ヒーロー！ ＨＥＲＯ！

学校のいじめをなくすため、大仏のマスクを
かぶり、休み時間ごとに、パフォーマンス
をする新島英雄とその演出担当の佐古鈴。
二人のアイデアは一見、成功するかに見えた。
だが無愛想な美少女転校生が新たないじめの標的になり、
佐古の唯一の親友・小峰玲花が、敵となって立ちはだかる！？

Ｎ－４，みずうみ

大好きなママが、パパとの自由な恋をつらぬいてこの世を去った。
ひとりぼっちになったいま、ちひろがいちばん大切に思うのは、幼児教室の庭に描く
壁画と、か弱い身体では支えきれない心の重荷に苦しむ中島くんのことだ。
ある日中島くんは、懐かしい友だちが住む、静かなみずうみのほとりの一軒家へと出
かけようとちひろを誘うのだが……。

Ｎ－５，風を繍う

「職人たちは命のやり取りはしない。
しかし、魂は込める。一針一針に己が魂を縫い込むのだ－－」

江戸・深川の縫箔（ぬいはく・刺繍）屋丸仙の娘・おちえは、「弟子入りしたい」と
突然丸仙を訪れた美しい若侍・吉澤一居に心を奪われる。
一居はなぜ、武士の身分を捨ててまで刺繍職人になることを切望するのか。
そして江戸中を震撼させた娘斬殺事件の行方は－－。

Ｑ－１，ハンドトーク・ジラファン

心を伝えるのは声だけ？ 手でおしゃべりする不思議な動物ジラファンと、
心をうけとるのは言葉だけ？ しゃべるのが苦手な男の子マールの物語。
手話は？ 絵は？ 音楽は？

Ｑ－２，えほん遠野物語 全３冊

岩手県遠野の人・佐々木喜善が故郷で見聞きした怪異の
物語を、柳田国男が書き残した名著『遠野物語』。
京極夏彦による新たな語りと、闇をはらんだ絵が一体と
なり、現代によみがえる！

◆「かっぱ」他の土地とちがって、遠野の河童の顔は赤い…。



Ａ，宗教・歴史について

1.マンガでわかる色のおもしろ心理学 SB ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
2.はめての哲学 石井邦男 あすなろ書房

3.まんがで人生が変わる！武士道
～世界を魅了する日本人魂の秘密 新渡戸稲造 三笠書房

Ｂ，歴史について

1.語られなかったアメリカ史 オリバー・ストーンの告発 １・２ あすなろ書房

2.ユダヤ人大虐殺の森
～リトアニアの少女マーシャの証言 清水陽子 群像社

3.中国文化５５のキーワード 武田雅哉 ミネルヴァ書房
4.マンガ文化５５のキーワード 〃

5.図解 戦国入門 学研

Ｃ，地理・紀行について

1.世界の不思議な図書館 ｱﾚｯｸｽ･ｼﾞｮﾝｿﾝ 創元社
2.いますぐ行きたい日本の世界遺産 山本厚子 ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ

Ｄ，政治・経済・教育について

1.高校生と考える世界とつながる生き方 左右社
2.ＬＧＢＴサポートブック はたちさこ 保育社

3.社会をちょっと変えてみた～ふつうの人が政治を動かした七つの物語
駒崎弘樹 岩波書店

4.アメリカ政治の壁～利益と理念の狭間で 渡辺将人 〃
5.防災リテラシー 太田敬一 森北出版

6.日本の伝統行事～日本の童謡と唱歌集 村上 龍 講談社
7.日本給料＆職業図鑑～働く大人はかっこいい！！ 宝島社

Ｅ，動物・植物・宇宙について

1.世界一美しい植物園 木谷美咲 ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ
2.不思議で美しいミクロの世界 ｼﾞｭﾘﾝ･ｺｶｰﾙ 世界文化社

3.美しい光の図鑑～宇宙に満ちる、見えない光と見える光
ｷﾝﾊﾞﾘｰ･ｱｰｶﾝﾄ ﾎｰﾝﾃﾞｼﾞﾀﾙ

4.遺伝とゲノム ﾆｭｰﾄﾝﾌﾟﾚｽ

5.１２星座とギリシャ神話の絵本 沼澤茂美 あすなろ書房



6.どうぶつのくに 田井基文 講談社
7.日本の野鳥識別図鑑 中野泰敬 誠文堂新光社

Ｆ，科学・物理について

1.ぷちマンガでわかる量子力学 石川憲二 オーム社
2.世界でもっとも美しい１０の科学実験 ｼﾞｮｰｼﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ 日経ＢＰ
3.数学パズル事典 上野富美夫 東京堂書店

Ｇ，産業について

1.コンビニ難民～小売店から「ライフライン」へ 竹本遼太 中央公論社

Ｈ，技術・工学について

1.スーパーヒューマン誕生！～人間はＳＦを超える 稲見昌彦 ＮＨＫ
2.未来の科学者のためのナノテクガイドブック 有賀克彦 ＮＴＳ

3.世界の仰天機～常識を打ち破る偉大なコンセプト 飯山幸伸 光人社
4.もう二度と見ることができない幻の名作レトロ建築 伊藤隆之 地球丸

Ｉ，料理・育児･医学について

1.津田陽子のパウンドケーキ 津田陽子 文化出版局
2.和食のきほん完全レシピ 野﨑洋光 世界文化社
3.レモンのお菓子 若山曜子 マイナビ

Ｊ，絵画・写真集について

1.はじまり 美の饗宴～すばらしき大原美術館コレクション 学研
2.銅版画家 南桂子～メルヘンの小さな王国へ 南 桂子 平凡社
3.写真の教科書～さあ、写真をはじめよう 大和田良 インプレス

Ｋ，音楽・スポーツ・娯楽について

1.はじめての空手道 誠文堂新光社
2.初心者のためのギター基礎教本 自由現代社
3.オリガミ・ボックス 山梨明子 日貿出版社

Ｌ，諸言語について

1.学びの技～ 14才からの探求・論文・プレゼンテーション
後藤芳文 玉川大学出版

2.英語で読みたい日本の名作 松崎 博 ナツメ社
3.新聞の正しい読み方～情報のプロはこう読んでいる！ 松林 薫 ＮＴＴ



4.ＮＥＷマーク・記号の大百科 全６冊 太田幸夫 学研

Ｍ，文学一般について

1.マンガで読み解く 宮沢賢治の童話事典 山下聖美 東京堂書店
2.図書館のひみつ 高田高史 ＰＨＰ研究所
3.世界の美しい本 海野 弘 ﾊﾟｲｲﾝﾀｰ

Ｎ，日本の小説について

1.「電脳マジョガリ」狩り 向井湘吾 中央公論社
2.記憶の渚にて 白石一文 角川書店

3.ヒーロー！ ＨＥＲＯ！ 白岩 玄 河出書房新社
4.みずうみ よしもとばなな 新潮社

5.風を繍う あさのあつこ 実業之日本社

Ｏ，日本の詩集・随筆について

1.１７音の青春 ２０１６ 角川書店

Ｐ，外国文学について

1.レッド・フォックス～カナダの森のキツネ物語 ﾁｬｰﾙｽﾞ･ﾛﾊﾞｰﾂ 福音館書店
2.コービーの海 ﾍﾞﾝ･ﾏｲｹﾙｾﾝ すずき出版

Ｑ，絵本

1.ハンドトーク･ジラファン 門 秀彦 小学館
2.えほん遠野物語 全３冊 柳田国男 汐文社


