


Ａ－１，人がいじわるをする理由はなに？

「いじわる」は、暴力的な集団だけで起こるのではありません。
ごくふつうの人々の、ごくふつうの関係において、日常的にみられるのです。
哲学者ホッブスはこう言いました。
「万人は万人に対してオオカミである」と－－ これは、本当なのでしょうか？

Ｂ－１，時間を忘れるほど面白い 日本史《伝説》になった１００人

Ｂ－４，昭和８年 戦争への足音 昭和８（１９３３）年、
世界で何が起きていたのか。

日本は国際連盟を脱退し世界から孤立。ドイツではヒトラーが政権をとり、アメリカ
ではルーズベルトがニューディール政策を開始した。
焼却処分を免れた国策通信会社の幻の写真、一挙公開！！

Ｂ－５，メイキング・オブ・アメリカ～格差社会アメリカの成り立ち

アメリカ先住民研究の第一人者が描いた、不自由で不平等で非民主的なアメリカの姿。

白人とインディアン、ピューリタンと非ピューリタン、南部貴族と黒人奴隷、資本家
と労働者、持てるものと持たざるものに光をあて、両者の格差を明瞭に示す。
この本を読めば、現在のアメリカの格差社会が、突然出来上がったものではないこと
がよく分かります。
今のアメリカを知るための必読書！

Ｃ－１，珍国の女王

世界は思うよりず～っと広い。
聞いたことのない話や見たことない景色。とっておきの旅が始まります。
ＴＨＥ ＳＴＯＲＹ ＯＦ ＴＲＡＶＥＬ

★鏡張りウユニ塩湖：ボリビア ★ワインの発祥地：ジョージア
★明るい独裁国家：トルクメニスタン ★９９％行かない？：ガイアナ

など“珍国”多数

Ｄ－３，僕の命は言葉とともにある

３歳で右目、９歳で左目を失明。
１４歳で右耳、１８歳で左耳の聴力を失う。



全盲ろうにして世界初の東大教授になった福島智氏が絶望の中で見出した本当の幸福
とは？
美しい言葉に出会ったことがある。
全盲ろうの状態にあって失意のうちに学友たちのもとに戻ったとき、ひとりの友人が私の手の
ひらに指先で書いてくれた。

しさくは きみの ために ある
私が直面した過酷な運命を目の当たりにして、私に残されたもの、そして新たな意味を帯びて
立ち現れたもの、「言葉と思索」の世界を、彼はさりげなく示してくれたのだった。

－－プロローグより

Ｅ－２，妹は３歳、村にお医者さんがいてくれたなら。

紛争、自然災害、貧困、女性の低い地位…。
さまざまな理由で必要な医療を受けられない人びとがいます。
国境なき医師団日本のスタッフが体験した、世界の人道危機の状況と医療援助の現実。
みんなが医療を受けられるようにするためにないができるか、一緒に考えてみよう。

Ｅ－９，女も男も生きやすい国、スウェーデン

女性の議員や大臣も多く、父親の育休取得も当たり前の国、スウェーデン。
男女平等政策の推進は、ここ３０年で大きく進み、今も日々更新中だ。
保育園や学校、企業や社会での取り組みをくわしく報告する。
“自分らしさ”が大切にされる社会へ。

Ｆ－１，虫の目になってみた～たのしい昆虫行動学入門

小さな草むらで、生命のドラマはダイナミックに進行している－－

アブラムシをむしゃむしゃと食べるたくましいテントウムシ、シジミチョウの幼虫と
アリの蜜月、花に止まったつもりがカマキリの擬態だった……
昆虫写真家の第一人者がカメラ片手に飛び込んだ、激しすぎる虫たちの世界！

Ｆ－２，ときめく貝殻図鑑

最近、「波の音」と暮らしはじめました。
◆貝殻を巡る５つのＳｔｏｒｙ

１．貝殻の記憶 ３．貝殻を訪ねて ５．貝殻を科学する
２．貝殻コレクション ４．貝殻と暮らす

自然にココロときめく、新しい図鑑

Ｋ－５，ゴスペルのチカラ

ゴスペルっていったい何だろう？
どこから生まれ、何を歌い、どうして今私たちの心に訴えかけてくるのか…
ゴスペルの一番コアな部分に光を当てる一冊。

ゴスペルはＧＯＯＤ ＮＥＷＳです．
ＧＯＯＤ ＤＮＥＷＳを自分だけのものにしておくのはもったいない！
そしてゴスペルは，神様へのラブソングであり，神様からのラブソングです！



Ｋ－６，小澤征爾 Ｓｅｉｊｉ ＯＺＡＷＡ

その指先が、視線が、息づかいが紡ぎ出す至上の音楽－－
世界を魅了しながら、さらなる高みを求めて奏で続ける終わりなき旅の道程…
傘寿を迎えた世界のマエストロ、円熟の３０年間の軌跡をたどる写真集。

Ｋ－８，大人の博識・雑学1000

「雑談力」があがる、面白うんちく１０００ネタ！
●自由の女神像のモデルはアラブ人だった！
●ツイッターの「小鳥」はわずか６００円の画像！？
●教会の「神父」と「牧師」の違い…などなど面白ネタ、驚愕ネタ、お役立ちネタ

といった、思わず誰かに話したくなる雑学の数々をどうぞ。

Ｌ－１，方言萌え！？

関西人でもないのに「なんでやねん」とツッコんだり、土佐出身でもな
いのに「～ぜよ」と言い切ったり。
方言を演出的ツールとして用いることがＳＮＳやゲームを始め巷で流行
中！
そんな気分をあらわす表現のリソースでもあるヴァーチャル方言は、リ
アル方言にも影響を与えています。

その関係を観察してみると。日本語や日本社会の新たな断面が見えてくる！

Ｍ－１，溝猫長屋 祠之怪
どぶねこなが や ほこら の かい

祠は「子供の守り神」それとも…

忠次たちが住む溝猫長屋には、三月十日の時点で最年長の男の子たちが、長屋の奥に
ある祠を毎朝お参りをする決まりがある。
その祠を拝むようになってから子供たちは「幽霊が分かる」ように。
祠にはどんないわれが？ なぜ「分かる」ように？
そして忠次と同い年の銀太、新七、留吉らに苦難の日々が始まった－－

幽霊を「嗅ぐ」「聞く」「見る」ならどれがいい？

Ｍ－５，リーチ先生

日本の美を愛し続けた英国人陶芸家、バーナード・リーチ。
明治・大正・昭和にわたり東洋と西洋の懸け橋となった生涯を描く、

“アートフィクション”

「－－リーチ先生」声に出して、呼んだ。涙が、頬を伝わってこぼれ落ちた。
大きな、手。まぎれもない、陶芸家の手であった。
数々の作品を創り出してきた、世にもまれな手。
この手にどれほどあこがれ、励まされてきたことだろう。
ああ、僕は－－。こんな手を持った人に、いつの日かなりたい。
万感の思いを込めて、亀之介は師の手を握った。 （本文より）



Ｍ－７，Ｘ－０１ エックスゼロワン 〔壱〕

Ｎ県稗南町。
由宇の 15 歳の誕生日の前日、大好きな父親が「Ｘ－０１」と言い残して急死した。
そして黒ずくめの男たちが、「Ｘ－０１」を求めて、町を破壊しにやってきた！？
「Ｘ－０１」とは、いったい…なに？
一方、ラタの住む小国、永依の国は滅亡の危機を迎えていた。
隻眼の将軍に拾われたラタは戦士としての血の道を歩み始める。
運命に翻弄される由宇とラタ、２人の魂の物語。

Ｍ－９，秘密結社Ｌａｄｙｂｉｒｄと僕の６日間

勉強も部活も恋も、何もかも中途半端な 18 歳の少年が出会ったのは、鳥肌が立つくら
い本気になって“今”を生きている大人たちだった…。

Ｍ－１０，リジェクション～心臓と死体と時速２００ｋｍ

心臓移植で〔だれか違う人〕になったイタリア少女が、本当の自分を探しに行く。

わたしが本当にこわいのは、「死ぬ」ことよりも、「生きる」ことなんじゃないだろう
か。
猛スピードを出しているときの「生きている実感」は、止まればすぐに消えてしまう
けど、さっき味わったあの高揚感は、ずっと続いてる。

Ｎ－３，金子みすゞ名詩集

「こだまでしょうか」「大漁」「お菓子」「星とたんぽぽ」「私と小鳥と鈴と」…
胸に響く言葉がたくさん詰まっています。

明治 36 年、山口県に生まれた童謡詩人金子みすゞ。
彼女の残した作品には、小さな動植物に対する深い愛情や悲しみ、そして子供の持つ
独特の感性などが、みずみずしい言葉で綴られています。
こころに響く金子みすゞの詩を味わってください。

Ｏ－２，タイム・ボックス

世界の始まりの国・パンゲアで、中に入った人間の時間を止める魔法の箱がつくられ
た。
王様は愛する姫を箱に入れて、いつまでも若く美しいままでいられるようにする。
やがてその箱は王や姫の運命を揺さぶり、世界のありかたを大きく変えていく。
そしてその呪いは、はるか先の現代にまでふりかかることになるのだった…。

今と未来、どちらが大切？ 幸せのヒントに出会える物語



Ａ，宗教・哲学について

1.人がいじわるをする理由はなに？ ﾃﾞｳﾆ･ｶﾝﾌﾞｼｭﾈ 岩崎書店
2.レジリエンス入門～折れない心のつくり方 内田和俊 筑摩書房

Ｂ，歴史について

1.時間を忘れるほど面白い日本史伝説になった 100 人 宮増章成 三笠書房
2.三国志ナビ 渡辺義浩 新潮社

3.「南京事件」を調査せよ 清水 潔 文藝春秋
4.昭和８年 戦争への足音 石黒敬章 角川書店

5.メイキング・オブ・アメリカ
～格差社会アメリカの成り立ち 阿部珠理 彩流社

Ｃ，地理・紀行について

1.珍国の女王 髙井英子 西日本新聞社
2.文豪 聖地さんぽ 真山知幸 一辻社

Ｄ，伝記について

1.世界天才紀行
2.全盲の僕が弁護士になった理由

～あきらめない心の鍛え方 大胡田誠 日経ＢＰ

3.ぼくの命は言葉とともにある 福島 智 致知出版社

Ｅ，政治・経済・教育について

1.なるほど！ザ・民族図鑑 島崎 晋 宝島社
2.妹は３歳、村にお医者さんがいてくれたなら。 合同出版

3.基地、平和、沖縄～元戦場カメラマンの視点 石川文洋 新日本出版社
4.「ル・モンド」から世界を読む 2001 － 2016 加藤晴久 藤原書店

5.セクシュアル・マイノリティＱ＆Ａ 弘文堂
6.折々の民族史学 常光 徹 河出書房新社

7.決定版 はじめてのふろしき １枚で大活躍 主婦の友社
8.ＬＧＢＴなんでも聞いてみよう 徳永桂子 子どもの未来社

9.女も男も生きやすい国、スウェーデン 三瓶恵子 岩波書店

Ｆ，動物・植物・宇宙について

1.虫の目になってみた～たのしい昆虫行動学入門 海野和男 河出書房新社



2.ときめく貝殻図鑑 寺本沙也加 山と渓谷社

Ｇ，産業について

1.誰かに話したくなる大人の鉄道雑学 土屋武之 SB ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
2.ニワトリとともに 笹村 出 農文協
3.街の木ウオッチング～オモシロ樹木に会いにゆこう 岩谷美苗 東京学芸大

Ｈ，技術・工学について

1.環境破壊図鑑～ぼくたちがつくる地球の未来 藤原幸一 ポプラ社
2.もののはじまり館 ２１世紀こども百科 小学館

Ｉ，料理・育児・医学について

1.世界の豆料理 誠文堂新光社
2.ごはん検定公式テキスト 実業之日本社
3.ママ、わたしこんなこと思ってるよ

～赤ちゃんのしぐさと表情で気持ちがわかる本 小西行郎 ＰＨＰ研究所

Ｊ，絵画・写真集について

1.ピーターラビットの世界へ 河野芳英 河出書房新社
2.名画の秘密 全 10 巻 西村書店

3.スピルバーグ その世界と人生 ﾘﾁｬｰﾄﾞ･ｼｯｹﾙ 〃
4.ファインディング ドリー ｳｵﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ 徳間書店

Ｋ，音楽・スポーツ・娯楽について

1.バドミントン上達システム 高瀬秀雄 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社

2.パラリンピックの楽しみ方
～ルールから知られざる歴史まで 藤田紀昭 小学館

3.万華鏡大全 山見浩司 誠文堂新光社
4.世界遺産学習事典 学研

5.ゴスペルのチカラ 塩谷達也 いのちのことば社
6.小澤征爾 Ｓｅｉｊｉ ＯＺＡＷＡ 大窪道治 新潮社

7.日本のマラソンはなぜダメになったのか 折山淑美 文藝春秋
8.大人の博識・雑学 1000 角川書店

9.Ｑ＆Ａ式 しらべる野球 全４巻 ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ社

10.希望をくれた人 宮崎恵理 共同医書
～パラアスリートの背中を押したプロフェッショナル



11.囲碁／将棋にかかわる仕事 ほるぷ出版

Ｌ，諸言語について

1.方言萌え！？ 田中ゆかり 岩波書店

Ｍ，日本の小説について

1.溝猫長屋 祠之怪 輪渡颯介 講談社
2.涙香迷宮 竹本健治 〃

3.紅雲町珈琲屋こよみ １－３ 吉永南央 文藝春秋
4.幼年画 原 民喜 瀬戸内人

5.リーチ先生 原田マハ 集英社
6.お春 橋本 治 中央公論

7.Ｘ－０１ エックスゼロワン 壱 あさのあつこ 講談社
8.しんせかい 山下澄人 新潮社

9.秘密結社 Ladybird と僕の６日間 喜多川泰 サンマーク社
10.リジェクション～心臓と死体と時速 200 ｋｍ 佐藤まどか koudannsya

Ｎ，日本の詩集・随筆について

1.春夏秋冬 雑談の達人 坂本裕樹 プレジデント社
2.俳句を遊べ コ・ト・バをア・ソ・ベ！ 佐藤文香 小学館

3.金子みすゞ名詩集 金子みすゞ 彩国社
4.100 年俳句計画～五七五だからおもしろい！ 夏井いつき そうえん社

Ｏ，外国文学について

1.プリンセス・ダイアリー；ロイヤル･ウェディング篇 ﾒｸﾞ･ｷｬﾎﾞｯﾄ 河出書房新社
2.タイム･ボックス ｱﾝﾄﾞﾘ･ﾏｸﾞﾅｿﾝ ＮＨＫ
3.冬の夜ひとりの旅人が ｲﾀﾛ･ｶﾙｳﾞｨｰﾉ 白水社

Ｐ，絵本

1.星の王子さま 葉 祥明 Ｊリサーチ
2.かさじぞう 赤羽末吉 福音館書店


