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Ａ－１，ぼくたちの倫理学教室

現代ドイツを代表する哲学者らが、生徒たちの会話に託して、ふつうの言葉で倫理の
根本を語り出す。
深く腑に落ちる思考。

Ａ－４，ひらめきクリック！大全

エジソンからたまごっちまで。
世界中のアイデアの作り方を１冊に凝縮。

Ｃ－１，絶景山 行かずに楽しめる～

世界の名山、奇山、山ほどあります。

▲アルプスのとんがり帽子：マッターホルン ▲宇宙に一番近い山：エベレスト
▲ヒマラヤの「人喰い山」：ナンガ・パルパッド
▲日本人が初登頂した霊魂の山：マナルス
▲世界が見とれた日本代表：富士山

Ｄ－１，清掃はやさしく～世界一清潔な空港を支える職人の生き様

中国残留日本人孤児二世として、中国でも日本でもいじめられた女の子が、苦難を乗
り越え日本一の清掃職人になるまで。

最初は、日本で生きて行くためにはじめた仕事でした。
でも、今ではそうではありません。
清掃という仕事を通して「恩人」と呼べる人に出会い、自分が進む道を見つける
ことができたからです。
そしていま、私は自分の居場所を見つけ、充実した毎日を過ごしています。
私のこれまでと、清掃という仕事から学んだことをお話ししていきましょう。

－－「はじめに」より

Ｅ－１，オリーブの丘へ続くシリアの小道で～ふるさとを失った難民たちの日々

シリアに滞在した日本人フォトグラファーのドキュメント。
ほんの一分でいいから想像してほしい、

自分がこの本の登場人物の誰かであったら、と。

アラビア語に「ラーハ」という言葉がある。直訳すると「ゆとり、休息」といった意味。
ラーハのゆったりとした時間を楽しみ、日常にこそ幸せを見出していたシリアの人々。
そんな人々の多くが家族や友人、そして愛する故郷を内戦で失っていった……

Ｅ－４，リオデジャネイロという生き方～幸福の個人技

うつむかないで生きるための「リオ式」思考法。



- 3 -

音楽とサッカーの街・リオデジャネイロで自由に生きる人々。
なんだかすこし窮屈な今の日本に必要なことは、彼らがすべて知っている！
★「生きること」そのものに恋すること。

～経済だけではない幸せのかたちが、ここにある！
★闘うように楽しむリオの人たち。地球の真裏のブラジルから、日本の未来を学んで

みたい！

Ｅ－５，女性官僚という生き方

霞ヶ関に女性が増えて、日本がよくなる（かも）！

採用・登用政策で女性が大幅に増える霞ヶ関。
次官や専門職など、様々な女性官僚が語る、リアルな生き方・働き方。

Ｅ－７，話したくなる世界の選挙～世界の選挙をのぞいてみよう

Ｆ－３，プラネタリウム男

七畳間の勉強部屋から世界最高のプラネタリウムを実現させた男。
まるで『下町ロケット』のようだ。
世界で最も先鋭的なプラネタリウムを自作した天才技術者の破天荒な「物語」。

天才技術者・大平貴之：個人製作は不可能とされたレンズ式のプラネタリウムを、大学生に
して独力で完成させ、ソニーに就職後も、二足のわらじで、世界最高
の「メガスター」を開発！

Ｈ－２，江戸創業金魚卸問屋の金魚のはなし

「金魚は日本の伝統文化！」
創業３５０年、東京・本郷の金魚卸問屋が教える、金魚の歴史とひ・み・つ。

◎「ぶくぶく」はいらない ◎ひな祭りは金魚の日
◎金魚は真上から見る ◎出目金は目が悪い！？
◎金魚で運気があがる！？ ◎「和金」は日本の金魚じゃない！

Ｈ－３，天草エアラインの奇跡～赤字企業を５年連続の黒字にさせた変革力

「社長室はいりません、いますぐこの壁を取っ払って下さい！」
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この新社長の言葉が、たった一機の飛行機のもと社員を一つにつなげていった！
なぜ倒産寸前だった日本一小さい航空会社が地方再生の原動力になるまでに復活し
たのか！？

Ｉ－１，深海でサンドイッチ
～「しんかい 6500」支援母船「よこすか」の食卓

ふわふわしっとり食感の卵サンドに、スープとブイヨンに
こだわったカレーライス…。
深海の研究者たちはこんなにも美味しそうな食卓に励まさ
れて、暗い海の底から成果を持ち帰るプレッシャーに耐え
てきたのですね。

Ｉ－２，白菊～伝説の花火師・高輪成次が捧げた鎮魂の花

なぜ、花火で泣けるのか？
三尺玉、ナイアガラ、フェニックス……
百万人もの観衆を集める「長岡花火」は、見る者の涙を誘う。
「伝説の花火師」の生涯をたどり、感動の真実に迫るノンフィクション。
“日本一感動する花火”の原点は、ここにあった。

Ｍ－１，ねこたん neko tan ねこの単語帳

ねこを英語で語りつくそう！

Ｍｅｏｗ
Ｍｅｏｗ！

grrrr …

Ｏ－１，アポリア－あしたの風

２０ＸＸ年、首都を襲う大地震発生！中学２年・一弥の日常は一変した。
もっともっと生きるべき人がいたはずだ。生きなくてはならない人がいたはずだ。
求められ、必要とされる人がいたはずだ。
それなのに、なんでおれが。
一弥はどうしておれを助けたんだ。くり返し、何度も考えた。
答えは見つからなかった。

Ｏ－２，罪の声
これは、自分の声だ。
京都でテーラーを営む曽根俊也は、ある日父の遺品の中からカセッ
トテープと黒皮のノートを見つける。ノートには英字に混じって製
菓メーカーの「ギンガ」と「萬堂」の文字。
テープを再生すると、自分の幼い頃の声が聞こえてくる。
それは、31 年前に発生して未解決のままの「ギン萬事件」で恐喝に
使われた録音テープの音声とまったく同じものだった－－。
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Ｏ－６，僕は奇跡しか起こせない

10 歳で突然死んだ幼なじみの真広は、養護教諭になった 25 歳の紗絵の前にいまも姿
を現す。
人々に幸福をもたらす「キセキ」として。
世の中の奇跡のほとんどは、じつは彼ら「キセキ」たちがこっそり手助けすることに
よって起こっているという。
真広はなぜ「キセキ」になったのか。そして、彼が最後に起こす奇跡とは……？

Ｏ－７，ふたりの文化祭

「神高の文化祭では、誰が一番かっこいいかを決めるミスターコンテストが行われる」。
先輩の命で部活のためにコンテストに参加することになった九条潤。
いっぽう潤と同じクラスの図書委員・八王子あやは、盛り上がりについていけずにいた。
潤はちょっと苦手、それより美少女・あおいのほうが気になるかも…。
と思っていたら、あおいが美形の兄を紹介すると言い出した。
そしていよいよ文化祭当日、思いがけない事件が勃発し－－。

Ｏ－９，デトロイト美術館の奇跡

助けたいんです。この絵を。
アメリカの美術館で本当に起こった感動の物語。

ゴッホ、セザンヌ、マティス。
綺羅星のようなコレクションを誇る美術館が市の財政難から存続の危機にさらされる。
市民の暮らしと前時代の遺物、どちらを選ぶべきか？
全米を巻き込んだ論争は、ある男の切なる思いによって変わっていく－－。

Ｑ－２，ハーフ・ワイルド～ネイサン・バーンと魔法のナイフ 上・下

白と黒の魔使いたちが普通の人々に混じって暮らす世界。
白と黒の魔使い両方の血をひくネイサンは、白の魔使いに命を狙われ、黒の魔使いに
忌み嫌われている。
黒の魔使いの父親マーカスから強大な魔力を受けついだ彼は、その野生の力を制御で
きないまま、囚われの身となった愛する少女アナリーゼを助け出そうとするが……！

Ａ，宗教・哲学について

1.ぼくたちの倫理学教室 E･ﾄｩｰｹﾞﾝﾊｯﾄ 平凡社

2.知性だけが武器である
～「読む」から始める大人の勉強術 白取春彦 祥伝社

3.哲学者に会いにゆこう 田中さをり ﾅｶﾆｼﾔ出版
4.ひらめきクリック！大全 桑原晃弥 ＰＨＰ研究所
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Ｂ，歴史について

1.中国歴史地図 朴漢済 平凡社

Ｃ，地理・紀行について

1.絶景山 ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

Ｄ，伝記について

1.清掃はやさしく～世界一清潔な空港を支える職人の生き様
新津春子 ポプラ社

2.イラスト伝記 スティーブ・ジョブズ～世界を変えたすごい男！
ｼﾞｪｼｰ･ﾊｰﾄﾗﾝﾄﾞ 淡交社

Ｅ，政治・経済・教育について

1.オリーブの丘へ続くシリアの小道で
～ふるさとを失った難民たちの日々 小松由佳 河出書房新社

2.東日本大震災直後の被災地で
～その時、仙台の消防と市民はどう動いたか 高橋文雄 近代消防社

3.大人のＯＢ訪問～その仕事だからこそ見える世の中を集めました 小さい書房
4.リオデジャネイロという生き方～幸福の個人技 中原 仁 双葉社

5.女性官僚という生き方 村木厚子 岩波書店
6.日本の給料職業図鑑 Ｐｌｕｓ 宝島社

7.話したくなる世界の選挙～世界の選挙をのぞいてみよう 清水書院
8.パレスチナを知るための６０章 臼杵 陽 明石書店

9.入門 国境学 領土・主権・イデオロギー 岩下明裕 中央公論社
10.君たちはどう働くか 今野晴貴 皓星社

Ｆ，動物・植物・宇宙について

1.こんなところにいたの？～じっくり探すと見えてくる。動物たちのカモフラージュ
林 良博 誠文堂新光社

2.星空の演出家たち～世界最大のプラネタリウム物語 中日新聞社

3.プラネタリウム男 大平貴之 講談社
4.日本の野鳥６５０ 真木広造 平凡社

Ｇ，科学・物理について

1.科学の本１００冊 村上陽一郎 河出書房新社
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Ｈ，産業について

1.鉄道史の仁義なき闘い
～鉄道会社ガチンコ勝負列伝 所澤秀樹 創元社

2.江戸創業金魚卸問屋の金魚のはなし 吉田智子 洋泉社

3.天草エアラインの奇跡
～赤字企業を５年連続の黒字にさせた変革力 鳥海高太朗 集英社

4.熱帯魚アトラス 山崎浩二 平凡社

Ｉ，技術・工学について

1.深海でサンドイッチ～「しんかい 6500」支援母船「よこすか」の食卓
平井明日菜 こぶし書房

2.白菊～伝説の花火師・高輪成次が捧げた鎮魂の花 山崎まゆみ 小学館
3.レア ＲＡＲＥ 希少金属の知っておきたい１６話 ｷｰｽ･ﾍﾞﾛﾆｰｽ 化学同人

Ｊ，料理・育児・医学について

1.脳～天才学者がマンガで語る M.ﾌｧﾘﾈｯﾗ 西村書店

Ｋ，絵画・写真集について

1.マンガがあるじゃないか～わたしをつくったこの一冊 河出書房新社
2.動物たちのしあわせな瞬間 福田幸広 日経ＢＰ

3.ミケランジェロ裸身の神曲
～聖アウグスチヌスの光の中で 三輪公忠 彩流社

4.「失われた名画」の展覧会 池上英洋 大和書房
5.洛中洛外図屏風～つくられた〈京都〉を読み解く 小島道裕 吉川弘文館

Ｌ，音楽・スポーツ・娯楽について

1.ＤＶＤでわかる部活で差がつく柔道必勝のコツ 大森淳司 メイツ社

2.ピッチング・マニア
～レジェンドが明かす、こだわりの投球術 山本 昌 学研

3.羽生善治のこれからはじめる人の将棋 羽生善治 ナツメ社

Ｍ，諸言語について

1.ねこたん neko tan ねこの英単語 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｲﾑｽﾞ
2.漢字の使い分けときあかし辞典 円満字二郎 研究社
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3.ヒラリー勝利宣言スピーチ生音声 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｲﾑｽﾞ
4.３分で泣ける｡英語でショートショート ﾃﾞｲﾋﾞｯﾄﾞ･ｾｲﾝ 秀和システム

5.Ｉ ＬＯＶＥ ピーターラビット ｻﾘｰ･ｸﾞﾘｰﾝ
～英語で楽しむピーターラビットとその仲間たちの世界 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｲﾑｽﾞ

Ｎ，文学一般について

1.童話作家になる方法 斉藤 洋 講談社
2.小さな本の大きな世界 長田 弘 クレヨンハウス
3.挫折を経て猫は丸くなった 天久聖一 新潮社

Ｏ，日本の小説につて

1.アポリア－あしたの風 いとうみく 童心社
2.罪の声 塩田武士 講談社

3.思い出すだけで心がじんわり温まる５０の物語 西沢泰生 三笠書房
4.ジャッジメント 小林由香 双葉社

5.模範郷 リービ英雄 集英社
6.僕は奇跡しか起こせない 田丸久深 宝島社

7.ふたりの文化祭 藤野恵美 角川書店
8.石を抱くエイリアン 濱野京子 偕成社

9.デトロイト美術館の奇跡 原田マハ 新潮社

Ｐ，日本の詩集・随筆について

1.自然が答えを持っている 大村 智 潮出版社

Ｑ，外国文学について

1.ブレイクの隣人 ﾄﾚｲｼｰ･ｼｭｳﾞｧﾘｴ 柏書房
2.ハーフ･ワイルド 上･下

～ ネイサン・バーンと魔のナイフ ｻﾘｰ･ｸﾞﾘｰﾝ 早川書房

3.アウシュヴィッツの囚人写真家 ﾙｰｶ･ｸﾘｯﾊﾟ 河出書房新社

Ｒ，絵本

1.およぐひと 長谷川集平 解法出版社


