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失敗や欠乏や限界を思い描くことはやめなさい。 

あなたの目標と大望に心をあわせなさい。      

ジョセフ・マーフィ   ※「私が選ぶ図書館の 100 冊 2015」候補本 

     『自分を大きく変える偉人達、100 の言葉』苫米地英人 著より 

 

附属図書館イベント「私が選ぶ！図書館の 100冊」は今年で 4 回目となります。ちらしを配ると、「も

う 100 冊選の季節なんやなあ…」というつぶやきが聞こえたり、イベント期間前にもかかわらず、ちらし

を手にするとすぐ投票に来てくださった先生もいらっしゃいました。学内に定着してきたという印象と共

に、附属図書館の蔵書に関心と期待を寄せてくださっていることを館員一同喜んでおります。今年は一般

投票枠で、入学前教育で訪れた高校生も参加してくださり賑わいました。入学時には選ばれた本を読むこ

とができる！という期待感で熱心に選び投票されている姿が印象的でした。総計６００票を超える投票の

結果をこの後、発表します。お目当ての図書は選ばれたでしょうか？お楽しみにご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

てんきち母ちゃんの朝 10 分、あるものだけでほめられ弁当  井上かなえ      文藝春秋 

 鶏唐揚げプロのテクニック                 旭屋出版編集部   旭屋出版

 ダメ親と呼ばれても学年ビリの 3 人の子を信じてどん底家族を再生させた母の話 

                               ああちゃん  KADOKAWA

 門脇裕二のコーヒーの楽しみ方               門脇裕二      旭屋出版

 

 人生はもっとニャンとかなる!                水野 敬也    文響社

 子どもといっしょに季節の食しごと&保存食         江口 恵子     マイナビ     

声に出して読みたい日本語（３）              齋藤 孝      草思社

 漂流郵便局～届け先のわからない手紙、預かります～     久保田 沙耶    小学館 

 食品添加物キャラクター図鑑                左巻 健男     大和出版

 大人が絵本に涙する時                                      柳田  邦男       平凡社

 

てんきち母ちゃんの朝 10 分、あるものだけでほめられ弁当  井上かなえ    

ダメ親と呼ばれても学年ビリの 3 人の子を信じてどん底家族を再生させた

母の話                           ああちゃん 

鶏唐揚げプロのテクニック               旭屋出版編集部

門脇裕二のコーヒーの楽しみ方               門脇裕二 

子どもといっしょに季節の食しごと&保存食       江口 恵子

 大人が絵本に涙する時                   柳田  邦男                           

大人なら知っておきたいモノの言い方サクッとノート 櫻井弘 

 フランス人は１０着しか服を持たない  ジェニファー・Ｌ／スコット

 声に出して読みたい日本語<3>             齋藤 孝

 人生はもっとニャンとかなる!             水野 敬也

 モンテッソーリ流「自分でできる子」の育て方     神成 美輝

 鶏唐揚げプロのテクニック                旭屋出版編集部

 あなたの物語～人生でするべきたった一つのこと～    水野 敬也

 人生はもっとニャンとかなる!              水野 敬也

 子育てハッピーアドバイス笑顔いっぱい食育の巻       松成 容子

 てんきち母ちゃんの朝 10 分、あるものだけでほめられ弁当   

井上かなえ

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

意外といわれることも多いが，活字はどちらかと言えば嫌いな方だ。そもそも，じっとするのが苦手な

のだ。読書よりは会話の方がいいし，噂のベストセラーよりは，名もない道のドライブに魅力を感じる。

これが私である。 

しかし，そうはいっても世の中は，活字であふれている。世情を知るためにはやはり，最低限の本は読

んでおきたい。だから私は，しばしば書店に足を運ぶ。ふらふらと，気の向くままに店内をうろついて，

これと思った本に手を伸ばし，面白かったら読み続ける。つまらなければ読むのをやめる。手に取る本は

様々だ。心理，経済，宗教，医学，コーヒー，旅行，登山，将棋。ときには，画集や植物図鑑にも手を出

す。まあ，興味は幅広いほうだろう。 

ただ，購入する本は極端に少ない。手に取った本 10 冊につき 1 冊を買うかどうか。手元に残るのは，

ぜひとも読みたいと思った本だけだ。2～3 時間うろついた挙句，何も買わずに店を出ることもあるくら

いだから，まさに厳選された書籍たちである。今回紹介するのは，そのフィルターをくぐり抜けたうちの

一冊だ。 

本の紹介のために，少し話を変えよう。考えてみてほしい，5 年前の時代からタイムマシンに乗ってき

た人に，「今の時代はこんな時代です」と説明するなら，何を言うだろうか。大きく変わっていないと言

われれば，そうかもしれない。しかし，それなりの変化もあるのが現実だ。中国のすさまじい成長，イス

ラム過激派の野望，憲法 9 条や自衛隊の今後。新聞を全く読まない人であっても，このあたりは聞き覚え

があるだろう。 

そんな世界のようすを，人に「説明」できるくらいに理解しようと思えば，その努力は相当なものにな

る。しかし，人と「会話」できるくらいに知っておこうと思えば，せいぜい一冊で済む。その一冊が，本

書『知らないと恥をかく世界の大問題６』である。それも 1 から 10 まで読むことはない。目次に目を通

して，少し気になった箇所を読んでみる。これくらいでも構わない。面白かったら読み続ける，つまらな

ければ読むのをやめる。それで十分だ。 

2016 年。アメリカは何を目指しているのか。中国は何を考えているのか。ロシアは。ヨーロッパは。

東南アジアは。韓国は。北朝鮮は。そして日本は，どうなるのか。小難しいトピックには違いない。それ

でも，この世界に全く興味がない人はいないだろう。 

空き時間で構わない。ちょっと図書館に寄って，あるいは本屋に行ってみて，この本を探してほしい。

少し読んでつまらなければ，そっと本を閉じればいい。ぶらぶらと本の森を散策し，気の向くままに手に

取って。そんな時間を，たまには持ってみてほしい。 

 

 

 

 

『知らないと恥をかく世界の大問題６』 

池上彰 著  角川新書，2015 年 

 

子ども学科 Ⅰ部 

大久保直幸 先生 



「私が選ぶ！図書館の 100 冊」201５～決定した 100 冊～ 

 

 タイトル  タイトル 

１ 
てんきち母ちゃんの朝 10 分、あるもの

だけでほめられ弁当 
18 フランス人は１０着しか服を持たない 

２ 

鶏唐揚げプロのテクニック～ご当地唐

揚げ、人気店の名物唐揚げ…の調理技術

を大公開!～ 

19 すぐに話せる!やさしい日常英会話 

３ 

ダメ親と呼ばれても学年ビリの 3 人の

子を信じてどん底家族を再生させた母

の話 

20 
世界から戦争がなくならない本当の理由

～戦後 70 年の教訓～ 

４ 

門脇裕二のコーヒーの楽しみ方～Yuji's 

Favorite Coffee Recipi～(旭屋出版

MOOK) 

21 
超ひも理論をパパに習ってみた～天才物

理学者・浪速阪教授の 70 分講義～ 

5 
人生はもっとニャンとかなる!～明日に

もっと幸福をまねく 68 の方法～ 
22 

子育てハッピーアドバイス笑顔いっぱい

食育の巻 

6 
子どもといっしょに季節の食しごと&保

存食 
23 

般ニャ心経～ラク?に生きるヒントが見

つかる～ 

７ 
声に出して読みたい日本語<3>(草思社

文庫 さ 1-4) 
24 だから、生きる。 

８ 
漂流郵便局～届け先のわからない手紙、

預かります～ 
25 

たった 1 日で声まで良くなる話し方の教

科書 

９ 
食品添加物キャラクター図鑑～気にな

るあの成分のホントがよくわかる! 
26 

世界の夢の図書館～31 Wonderful 

Libraries around the World～ 

10 大人が絵本に涙する時 27 幸せはあなたの心が決める 

11 
モンテッソーリ流「自分でできる子」の

育て方～知る、見守る、ときどき助ける 
28 

考え方ひとつで人生は変わる～思いは実

現する～(100 年インタビュー) 

12 
世界の米料理～世界 20 カ国に受け継が

れる、伝統的な家庭料理～ 
29 日本国憲法を口語訳してみたら 

13 
あなたの物語～人生でするべきたった

一つのこと～ 
30 もしもあの動物と暮らしたら!? 

14 君の膵臓をたべたい 31 服を買うなら、捨てなさい 

15 
大人なら知っておきたいモノの言い方

サクッとノート 
32 

可愛くて、作りおきできるジャーサラダ

ジャーごはん～JAR SALAD BOOK～ 

16 世界で一番美しい海のいきもの図鑑 33 下町ロケット<2> ガウディ計画 

17 
図解でよくわかる毒のきほん～毒の科

学から、猛毒生物、毒物劇物の取扱方法 
34 あっ!命の授業 



35 ペルセポリス<１> イランの少女マルジ  57 杉原千畝(小学館文庫 お 25-21) 

36 最後はなぜかうまくいくイタリア人 58 ブックカフェを始めよう! 

37 世界で一番美しい山岳鉄道 59 哲学用語図鑑 

38 ひめねずみとガラスのストーブ 60 「居場所」のない男、「時間」がない女 

39 幽霊塔 61 
下流老人～一億総老後崩壊の衝撃～(朝日

新書 520) 

40 過ぎ去りし王国の城 62 
ナショジオが行ってみた究極の洞窟

(NATIONAL GEOGRAPHIC) 

41 さよなら神様 63 
徳川家の家紋はなぜ三つ葉葵なのか～家

康のあっぱれな植物知識～ 

42 
図解ラクして頭がよくなる全技術 33 の

コツ～速読・話し方・思考の整理法～ 
64 

動物たちは何を考えている?～動物心理

学の挑戦～(知りたい!サイエンス 130) 

43 
自分を大きく変える偉人たち、100 の

言葉～Dr.苫米地式名言活用術 
65 

ハトはなぜ首を振って歩くのか(岩波科学

ライブラリー 237) 

44 
1945←2015～若者から若者への手

紙～ 
66 

こんなまちに住みたいナ～絵本が育む暮

らし・まちづくりの発想～ 

45 
悪いお姫様の物語～おとぎ話のように

甘くない 24 人の悪女の真実～ 
67 

このレシピがすごい!～伝説の名レシピを

読み解く～(扶桑社新書 181) 

46 老後破産～長寿という悪夢～ 68 めがねとかもめと北欧暮らし。 

47 ルポ保育崩壊(岩波新書 新赤版 1542) 69 そらまめ～とびきり小さなお馬さん～ 

48 
サイコパス・インサイド～ある神経科学

者の脳の謎への旅～ 
70 

遺品整理士という仕事(平凡社新書 

767)  

49 日本の最も美しい名建築 71 かわいい絵巻 

50 ふくろうくん(こどもの本)  72 光の旅かげの旅(絵本の部屋)  

51 星月夜への招待 73 
じゃんけん学～起源から勝ち方・世界の

じゃんけんまで～ 

52 
音楽は心と脳を育てていた～ヤマハ音

楽教室の謎に迫る～ 
74 

さりげなく思いやりが伝わる大和言葉～

常識として知っておきたい美しい日本語 

53 
花ごよみ 365 日～季節を呼びこむ身近

な草花の生け方、愉しみ方～ 
75 

日本語と中国語の落し穴～同じ漢字で意

味が違う～ 

54 

夏井いつきの美しき、季節と日本語～手

紙やメールで使いたい表現力のお手本

帖～ 

76 
そのカタカナ英語、外国人には通じませ

ん(Forest 2545 Shinsyo 109) 

55 ネイティブ英会話フレーズ集 3240 77 超辛口先生の赤ペン俳句教室 

56 四国にバカがいた～四国新道物語～ 78 やせる石鹸 



79 人魚の眠る家 90 狼王ロボ～シートン動物記～ 

80 
職業としての小説家(SWITCH 

LIBRARY) 
91 忍者の教科書～新萬川集海～ 

81 私の息子はサルだった 92 億男 

.82 
TSUTAYA の謎～増田宗昭に川島蓉子

が訊く～ 
93 道徳の時間 

83 ヘンな論文 94 だれもが知ってる小さな国 

84 ぶらりあるきマニラの博物館 95 こだわりのブックカバーとしおりの本 

85 
ニホンの神様・聖地マップ～神話の系

譜・祭りを知り、神社をめぐる 
96 

御朱印案内～美しい御朱印ワールドへよ

うこそ～ 

86 
女性が活きるマネジメント(女力消費の

時代 vol.3) 
97 空海 

87 
軍艦島の生活<1952/1970>～住宅学

者西山夘三の端島住宅調査レポート～ 
98 怨霊になった天皇(小学館文庫 た 15-2) 

88 イルカ漁は残酷か(平凡社新書 785) 99 移民の宴(講談社文庫 た 116-5) 

89 名作マンガの間取り 新版 100 トットひとり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『はなを くんくん』（ルース・クラウス文 /マーク・シーモント絵）という絵本があります。モノトーンで描か

れた冬の世界、冬眠中の動物たちが何かのにおいで目をさまし、次々と駆け集まってきます。一体何に

引き寄せられたのか、頁をめくると…黒白の雪景色と動物たちの真ん中には、黄色で描かれた 1 輪の花！

たった 1 輪の頼りない花だけ彩色され、あとは全頁、黒白で描かれています。それゆえに、春の待ち遠

しさ、希望を見つけた喜びが伝わってきます。「冬来たりなば春遠からじ」春は、もうすぐそこです。 

 今号に寄稿してくださった大久保先生ありがとうございました。また、「私が選ぶ！図書館の 100 冊」

2015 にご参加いただいた皆様、ご協力ありがとうございました。（Ｆ） 

 

編 集 後 記 

http://www.fukuinkan.co.jp/searchresult.php?search_flg=wrt&writer_name=%A5%EB%A1%BC%A5%B9%A1%A6%A5%AF%A5%E9%A5%A6%A5%B9
http://www.fukuinkan.co.jp/searchresult.php?search_flg=wrt&writer_name=%A5%DE%A1%BC%A5%AF%A1%A6%A5%B7%A1%BC%A5%E2%A5%F3%A5%C8

