Ａ－２， 子どもの頃から哲学者～世界一おもしろい哲学を使った「絶望からの脱出」
歴代哲学者もとんでもない中二病だった！？
◆絶望の達人キルケゴール
◆ルサンチマンの鬼ニーチェ
◆人間を知りすぎたヘーゲル
◆理性の精密機械カント
◆人でなしの天才ルソー
どんなにこじらせても、絶望したとき人は前に進める。
Ｄ－６，水木さんと妖怪たち～見えないけれど、そこにいる

世の中には不思議なことが多すぎて、楽しい。

ｂｙ

水木しげる

ラバウル、ニューギニア、メキシコ、アイルランド、沖縄……。
世界のあちこちで体験した出来事を、文章と絵と、そして土産物で語る。
イラスト多数！
Ｄ－８，知られざる皇室外交
晩餐会、おことば、慰霊と黙とう……かくも多忙、そして、かくも尊し。
◎外交での沿道パレード、防弾車でなく普通車を選ぶ理由
◎大戦後の混乱と冷戦激化の時代に訪欧。１０代の明仁皇太子が見たもの
◎皇室での晩餐会ではだれに対しても同じ最高のフランスワイン
etc．
振る舞いの根底にある隠された思いとは。
Ｄ－１０，新聞力～できる人はこう読んでいる
□新聞２週間分のスクラップ
経験で、一気に社会に詳し
なる
□コラムの書き写しが、論文・レポートの執筆に役立つ
□各紙の社説を読めば、バランスよく判断する思考力が養われる
など
Ｅ－４，野尻抱影

星は周る

私が死んだら行く星は、……やはりオリオンときめておこうか！－－
夜空の美しさを伝えつづけた「星の文人」、その眼差し。
Ｅ－６，ハッブル

宇宙を広げた男

銀河の距離を測り、宇宙の膨張を発見し、人類の宇宙観を激変させた２０世紀最大の
天文学者。エドウィン・ハッブル、
成績優秀、スポーツ万能、勤勉でハンサムなタフガイ－－しかしその過剰な自意識は
あちこちで摩擦を引き起こし……
アインシュタインら同時代科学者たちと織りなす栄光と挫折の生涯に迫る！

Ｅ－７，ざんねんないきもの事典～おもしろい！進化のふしぎ
進化の道は、けわしい。でも、だからおもしろい！
思わずつっこみたくなる生き物１２２種。
例えば、サイの角は、ただのいぼ。
ザリガニは食べ物で体の色が変わる…！
※けっして電車の中では読まないでください（ニヤニヤします）
Ｆ－６，研究するって面白い
数学、医学、化学、薬学、生物学など理系の専門分野で活躍する女性科学者１１人に
よる研究案内。
それぞれの研究内容やその魅力を余すところなく伝えるとともに、どのようにして進
路を決め、今があるのかについても語る。
時に悩み、回り道をしながらもまい進していく姿に、元気や生きるヒントももらえる。
Ｇ－２，エスター

幸せを運ぶブタ

不思議なブタが世界を変える
ひょんなことからエスターを飼い始めたスティーヴとデレク。
おちゃめで賢いエスターに２人はすぐさま夢中になるが……
実はこの愛娘が、トンでもない秘密を抱えていた。
ドタバタの日々が続き「もう手離そう……」最大のピンチを迎えた頃、facebook への
ひとつの投稿が、シンデレラ・ストーリーの幕を開ける－－
Ｇ－３，東海道新幹線クイズ１００
０系から最新のＮ７００Ｓまで
新幹線のすべてがわかる。
さに超特急１００問ノック！

Ｑ１０１

おまけ問題です。
幸せの黄色い電車（？）
ま
９２９形（ドクターイエロー）が、
保存されているのはどこ？
①浜松工場 ②リニア・鉄道館 ③鳥飼車両基地

Ｉ－２，人体シアターへようこそ！～からだのしくみがまるごとわかるよ
本日の案内役「ガイコツ」は、からだのしくみにつ
いて発表するために、なにやら工夫をこらしているようす。
食べ物がからだを通ってトイレに出てくるまで、
どんなことが 起こっているの？
からだは病気をどんなふうにやっつけるの？
そんな疑問に答えてくれます。
Ｊ－４，はじめてのルーブル
ダ・ヴィンチ「モナ・リザ」、ダヴィッド「ナポレオンの戴冠式」、カラヴァッジョ「聖

母の死」……よく知っているはずの見慣れた名画が、中野京子の導きでこれまでとは
また別の顔を見せ始める。
描かれた人物のその後や作者の生い立ちを知って、絵画をもっと楽しもう！
★これ一冊でルーヴル丸分かり！
Ｋ－３，作曲少女

平凡な私が 14 時間で曲を作れるようになった話

音楽知識ゼロから作曲に挑戦した女子高校生“いろは”と一緒に曲作りに挑戦しよう。
物語を読むだけで、曲作りのノウハウや考え方が自然と身に付く！
小説×作曲入門書。
；もっとも大事なことは頭の中にいかに音を鳴らすことができるか。
Ｋ－４，期待はずれのドラフト１位
高校や大学、社会人野球で華々しく活躍し期待されてプロの道に進んでも、誰もが思
い通りの成績を残せるわけではない。
ケガに苦しみ、伸び悩み、やがてひっそりとユニフォームを脱ぐ……。
しかしそれは人生のゲームセットではない。
真価を問われるのはその後だ。
新たな道を歩む元ドラフト１位選手たちのそれぞれの生き方をたどる。
Ｋ－８，ロックの英詞を読む～世界を変える歌
ロック、ソウル、ブルースの 「労働者階級の英雄」
（ジョン・レノン）
英詞を新訳
「ネルソン・マンデラ」（スペシャルＡＫＡ）
行間に込められた
「シャイン」（ジョニー・ミッチェル） etc.
メッセージにせまる。

Ｌ－１，ヘンな日本語～知らず知らず使っていませんか？
恥をかく前にこれだけは押さえたい、日本語のツボ！

Ｍ－５，どこかでベートーヴェン

天才ピアニスト・岬洋介、最初の事件！
豪雨によって孤立した校舎に取り残された音楽家クラスの面々。
そんな状況のなか、クラスの問題児が何者かに殺された。
17 歳、岬洋介の推理と行動力の原点がここに。
“どんでん返しの帝王”が仕掛けるラスト一行の衝撃！

Ｍ－９，ラストレシピ

麒麟の舌の記憶

第二次大戦中に天才料理人・直太朗が完成させた究極の料理を蘇らせてほしいと依頼
された、“最後の料理請負人”の佐々木。
彼はそれを“再現”する過程で、そのレシピが恐ろしい陰謀を孕んでいたことに気づ
く。
直太朗が料理に人生を賭ける裏で、歴史をも揺るがすある計画が動いていたのだ。
Ｍ－１１，戦うハニー
絶対に園を守りたかった。子どもたちは、ここが居場所なんだから。
星野親、27 歳。
大手保険会社を退職し、子どもの頃からの夢だった保育士として、無認可保育園「み
つばち園」に勤め始めた。
そこは、事情を抱えた子どもたちが多く集まり「ダイナマイト・ハニー」と呼ばれる
園だった。
十分なごはんを食べさせてもらえない子、パチンコに夢中で迎えに来ない母親……
星野は答えの出ない問題に体当たりでぶつかっていく。
Ｎ－１，毒見師イレーナ
ある殺人を犯した罪で死刑囚となった少女イレーナ。
ついにその日を迎えるも、そこで思わぬ選択肢を与えられる－－今すぐ絞首刑か、そ
れとも、国の最高司令官の毒見役になるか。
だが毒見役を選んだイレーナを待ち受けたいたのは、逃走防止の猛毒だった。
かくして少女は毎日与えられる解毒剤なしには生きられぬ身体に。
わずかな生きる希望に賭け壮絶な日々に立ち向かうが……。
Ｎ－７，何度でも、おかえりを言おう
偏屈な老人フェルディナンは息子夫婦に見放され、広い家にひとりで住んでいた。
近所のワケあり未亡人を家に住まわせてやることにしてからというもの、秘密や事情
を抱えた老人がゾクゾクと集まり、居心地のいいシェアハウスを目指すが－－。
笑いとニャみだ（涙）が止まらない、
さみしさに効く一冊

Ａ，宗教・歴史について
1.ヘーゲル 大人のなりかた
西 研
ＮＨＫ
2.子どもの頃から哲学者～世界一おもしろい哲学を使った「絶望からの脱出」
苫野一徳
大和書房
3.読まずには死ねない哲学名著５０冊

平原

卓

フォレスト

Ｂ，歴史について
1.ねこねこ日本史でよくわかる日本の歴史
2.「ホローコストの記憶」を歩く
～過去を見つめ未来へ向かう旅ガイド
3.韓国歴史地図
4.徳川家が見た戦争

そにしけんじ

実業之日本社

石岡史子

子どもの未来社

徳川宗英

平凡社
岩波書店

Ｃ，地理・紀行について
1.世界の国旗
2.なるほど、ナットク！世界の国旗６０ヵ国
3.ブラタモリ １，長崎 ２，富士山

吹浦忠正

ｼｬｽﾀｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
グッドブックス
角川書店

ＤＥＣＯ
川松泰美

技術評論社
平凡社

Ｄ，政治・経済・教育について
1.ローカル仕事図鑑～新天地のハローワーク
2.生まれてくるってどんなこと？

3.戦争するってどんなこと？
C.ﾀﾞｸﾞﾗｽ･ﾗﾐｽ
〃
4.憲法カフェへようこそ～意外と楽しく学べるイマドキの改憲
あすわか
かもがわ出版
5.紛争・対立・暴力
西崎文子
岩波書店
6.水木さんと妖怪たち～見えないけれど、そこにいる 水木しげる 筑摩書房
7.なぜ世界から戦争がなくならないのか？
8.知られざる皇室外交

池上
西川

9.オバマへの手紙～ヒロシマ訪問秘録
10.新聞力～できる人はこう読んでいる

彰
恵

SB ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
角川書店

三山秀昭
斎藤 孝

文藝春秋
筑摩書房

村松しづ子

大月書店
草思社

大枝史郎
野尻抱影

あすなろ書房
平凡社

Ｅ，動物・植物・宇宙について
1.空はどうして青いのか
2.蜃気楼のすべて！ All about Mirages
太 陽の光

新月
三日月
▲

▲

3.月の満ちかけの絵本
4.野尻抱影 星は周る

上弦の月

地球

下 弦の月

満月

上弦の 月

▲

▲

5.図解 生き物が見ている世界
6.ハッブル 宇宙を広げた男

下弦の 月

三日月

満月

ｺｺﾘｺ 田中直樹 学研
家 正則
岩波書店

7.ざんねんないきもの事典～おもしろい！進化のふしぎ 今泉忠明 高橋書店
8.鳴く虫～コオロギ・キリギリスの仲間
奥山風太郎
文一総合
Ｆ，科学・物理について
1.おもしろ実験研究所

山陽新聞社

2.授業で使える理科の本
3.虹をつくる～虹の見え方と光の性質

板倉聖宣

少年写真新聞社
小峰書店

4.かがくが好きになる絵本 絵本×実験・工作
5.ノーベル賞でつかむ現代科学

小山慶太

幻冬舎
岩波書店

6.研究するって面白い

伊藤由佳理

〃

Ｇ，産業について
1.焼き肉を食べる前に。～絵本作家がお肉の職人たちを訪ねた
中川友巳
解放出版社
2.エスター 幸せを運ぶブタ
ｽﾃｨｰﾌﾞ･ｼﾞｪﾝｷﾝｽ 飛鳥新社
3.東海道新幹線クイズ１００
ウェッジ
Ｈ，技術・工学について
1.日本のエネルギーこれからどうすればいいの

小出裕章

平凡社

Ｉ，料理・育児・医学について
1.およばれのテーブルマナー
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾁﾞｭﾏ 西村書店
2.人体シアターへようこそ！～からだのしくみがまるごとわかるよ
ﾏﾘｽ･ｳｨｯｸｽ
化学同人
Ｊ，絵画・写真集について
1.クリムト作品集
2.ピカソ 二十世紀美術断想

千束伸行
粟津則雄

東京美術
生活の友社

3.夜空のおはなし
4.はじめてのルーブル

中野京子

三交社
集英社

木村昌彦
松下浩二

西東社

Ｋ，音楽・スポーツ・娯楽について
1.よくわかる柔道 受け身のすべて
2.レベルアップ卓球

平凡な私が 14 時間で曲を作れるようになった話
仰木日向
4.期待はずれのドラフト１位
元永知宏

ベースボールマガジン

3.作曲少女

5.ビートルズを観た！～ 50 年後のビートルズ・レポート
6.入門 ラグビーのみかた
～ラグビー観戦が面白くなる！
李 淳馹
7.人類のためだ。 ラグビーエッセイ選集
8. ロックの英詞を読む～世界を変える歌

ヤマハミュージック
岩波書店
音楽之友社
成美堂出版

藤島 大
鉄筆
ﾋﾟｰﾀｰ･ﾊﾞﾗｶﾝ 集英社

9.これならわかるオリンピックの歴史Ｑ＆Ａ

石出法太

大月書店

市野桂子

自由国民社

Ｌ，諸言語について
1.へんな日本語～知らず知らず使っていませんか？
2.The Day I Became Your Mom

おかあさんがおかあさんになった日

長野ヒデ子
3.ボディトーク 世界の身ぶり辞典
4.ホームステイの英会話

童心社

ﾃﾞｽﾞﾓﾝﾄﾞ･ﾓﾘｽ 三省堂
ｲﾑﾗﾝ･ｽｲﾃﾞｨｷ ナツメ社

Ｍ，日本の小説について
1.エミリの小さな包丁
2.アリスのうさぎ

森沢明夫
斉藤 洋

角川書店
偕成社

3.金魚たちの放課後
4.遠い唇

河合二湖
北村 薫

小学館
角川書店

5.どこかでベートーヴェン
6.花や今宵の

中山七恵
藤谷 治

宝島社
講談社

7.まことの華姫
8.妖怪の子預かります①②

畠中 恵
廣野玲子

角川書店
創元社

田中経一
藤野恵美

幻冬舎
ポプラ社

新野剛志

角川書店

9.ラストレシピ
10.初恋料理教室

麒麟の舌の記憶

11.戦うハニー
Ｎ，外国文学について

1.毒見師イレーナ／イレーナの帰還／最果てのイレーナ
ﾏﾘｱ･Ｖ･ｽﾅｲﾀﾞｰ

ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ

2.シャーロック・ホームズ完全ナビ
3.新訳 チップス先生､さようなら

ﾀﾞﾆｴﾙ･ｽﾐｽ
図書刊行会
ｼﾞｪｲﾑｽﾞ･ﾋﾙﾄﾝ 慧文社

4.ぼくは君たちを憎まないことにした
5.愉しき夜～ヨーロッパ最古の昔話集

ｱﾝﾁﾜｰﾇ･ﾚﾘｽ
ｽﾄﾗﾊﾟﾛｰﾗ

6.エデンの祭壇 上･下
7.何度でも､おかえりを言おう

ｼﾞｪｰﾑｽﾞ･ﾛﾘﾝｽﾞ 扶桑社
ﾊﾞﾙﾊﾞﾗ･ｺﾝｽﾀﾝﾃｨｰﾇ ポプラ社

8.ＧＯＮＥ

ﾏｲｹﾙ･ｸﾗﾝﾄ

ﾊｰﾊﾟｰｺﾘﾝｽﾞ

ｶｰﾙ･ﾜｰﾅｰ

フレーベル館

上・下

ポプラ社
平凡社

Ｏ，絵本
1.もしもせかいがたべものでできていたら

