
あかね書房

世界の国旗・クイズ図鑑 辻原康夫(監修) 9784251097613 2011年11月20日 よく似た国旗や珍しい国旗を比べてみると歴史や文化に興味がわきます。

記号とマーク・クイズ図鑑 村越愛策(監修) 9784251097620 2014年1月20日 案内標識、交通標識、製品の注意表示など、記号とマークがいっぱい。

都道府県・クイズ図鑑 クイズ図鑑編集部(編) 9784251097644 2017年3月17日 都道府県の特徴や、山や川などの情報が満載。

星と宇宙・クイズ図鑑 藤井旭（監修・写真） 9784251097637 2015年8月25日 星座や惑星、月の満ち欠けや日食などを図版と写真で解説。天体観測や自由研究にぴったり。

亜紀書房

ヒトはどこまで進化するのか
 エドワード・O・ウィルソン（著）
小林由香利（訳） 9784750514758 2016年6月24日

人類はどこへ向かうのか。生物学の巨人エドワード・O・ウィルソンが「なぜ人間が存在するの
か」の謎に挑む。

人はなぜ裏切りに目をつぶるのか
―心の奥では知っているのに自分をだます理由

ジェニファー・J・フレイド(著)
パメラ・J・ビレル(著)　定延由紀 (訳) 9784750514369 2015年11月25日

自分が裏切られている現実を直視しないのはなぜなのか？心理学者の著者が裏切りを正しく
定義し、その解決策を提示する。

大月書店

教えて！哲学者たち（上）
デイヴィッド・A・ホワイト（著）
村瀬智之（監訳） 9784272406180 2016年11月21日

「嘘をついてはいけないのはなぜ？」「本当の友達って？」子どもに身近な疑 問を手がかりに、
古今東西の哲学者の思想を紹介。

教えて！哲学者たち（下）
デイヴィッド・A・ホワイト（著）
村瀬智之（監訳） 9784272406197 2016年12月16日

「嘘をついてはいけないのはなぜ？」「本当の友達って？」子どもに身近な疑 問を手がかりに、
古今東西の哲学者の思想を紹介。

偕成社

チンパンジーはいつか人間になるの？
－おどろき動物進化学

熊谷　さとし(著) 9784035282006 2009年11月12日
生物の「進化」を正確に理解する人は少ない。「進化の島ガラパゴス」取材を決行した著者が語
る、楽しくて、おどろきいっぱいの「進化論」入門。

二本足で立つってどういうこと？ 香原　志勢(著) 9784036347407 2008年10月1日
二本足で立つことに焦点をあわせ、ヒトの体の謎や秘密に迫ります。体への興味がわき、体の
大切さを自覚できる本です。

あかちゃんのカラダ図鑑 寺門　琢己(著) 9784035331605 2000年10月24日
あかちゃんのカラダを健やかに保つためのガイドブック。かわいいイラストで、カラダの専門家が
新米ママにやさしくアドバイス。

セイリの味方スーパームーン
－生理なんでもハンドブック

高橋　由為子(著) 9784035330707 1998年6月2日
はじめて生理をむかえる女の子のためのガイドブック。生理のしくみから困った時の解決法ま
で、コミック形式でわかりやすく解説。

ぼくだけのこと 森　絵都(著) 9784033313207 2013年4月15日
世界には人間がたくさんいるのに、ぼくと同じ人間はいないってふしぎ。　ぼくがぼくであることを
数えてみた。ぼくは世界にただひとり！

柏書房

爆発する歯、鼻から尿
トマス・モリス (著)
日野栄仁 (翻訳) 9784760151004 2019年5月10日

実際に存在した奇異なる手術や施術。人間の身体はそれに耐えうるものであり、後の医学の発
展を支えたのである。

進化する人体
キャロル・アン・リンツラー (著)
松浦俊輔 (翻訳) 9784760150922 2019年3月1日

男の乳首、虫垂、体毛、親知らず…進化とともに消え失せた人間臓器。その役割と真価を解き
明かす。

おならのサイエンス
ステファン・ゲイツ (著)
関麻衣子 (翻訳) 9784760151080 2019年6月10日

臭いガスを発するのみならず。化学、生物学、物理学、医学などの視点から人体との複雑な関
係を明らかに。

お金があれば幸せになれるのか
フレデリック・ルノワール (著)
田島葉子 (翻訳) 9784760150496 2018年11月10日

人の幸せとは何なのか。様々な思想家、哲学者や宗教家らが問うてきた「幸福論」を批判的に
読み解いていく。

だから私はメイクする 劇団雌猫 (編著) 9784760150489 2018年11月10日
なぜか「おたく」に片付けられてしまう女の子達。さまざまな角度から実はとんでもなくポジティブ
な生き方を紹介する。

日本のヤバい女の子 はらだ有彩 (著) 9784760149841 2018年6月10日
日本の伝説や昔話に登場する女の子達はなぜ猟奇的で幸せではないのか。現代から彼女たち
に送る痛快なエール！

「音」と身体のふしぎな関係
セス・Ｓ・ホロウィッツ (著)
安部恵子 (翻訳) 9784760145553 2015年5月10日

恐怖の音、心安らぐ音…なぜ人間は音に縛られるのか。実は視覚嗅覚味覚よりも影響するそ
の関係を解明する。

脳は楽観的に考える
ターリ・シャーロット (著)
斉藤隆央 (翻訳) 9784760142927 2013年7月20日

なんとか間に合う、事故は回避できる…根拠もないのになぜ「まだ大丈夫」を考えてしまうのか。
脳のメカニズムを追う。

だれもが偽善者になる本当の理由
ロバート・クルツバン (著)
高橋洋 (翻訳) 9784760145102 2014年10月10日

人間の脳は複数の自己を持つ。最初は相反するそれらはやがて「偽善者」として振る舞い始め
る。それが人間なのだ。

勁草書房

ヒトはなぜ協力するのか
マイケル・トマセロ (著)
橋彌和秀（訳） 9784326154265 2013年7月10日

2歳未満の子どもですら示す、他者への援助や協力といった行動の由来は何か。それを可能に
する認知システムとその進化的起源を探る。

ヒトはなぜ笑うのか
マシュー・M・ハーレー ダニエル・C・デネッ
ト　レジナルド・B・アダムズJr. (著)
 片岡宏仁（訳）

9784326154326 2015年12月10日
どうしてヒトは笑うんだろう？　笑いはなんの役に立っているんだろう？　この素朴な疑問に進化
論や認知科学の知見から答えを出す！

ぼくらが原子の集まりなら、なぜ痛みや悲しみ
を感じるのだろう

鈴木貴之(著) 9784326154340 2015年1月10日
「玉砕上等」をモットーに、奇をてらわず、明快に、一歩一歩踏みしめながら歩みを進める、哲学
の難問「意識の謎」解決へと至る道。

なぜ自殺は減らないのか 大饗広之(著) 9784326299027 2013年5月10日
年間3万人の大台こそ割ったものの、自殺者の数は依然高い水準にあり、若年層の自殺は増
加している。その背後にあるメカニズムとは。

なぜ外国語を身につけるのは難しいのか 森島泰則(著) 9784326299102 2015年12月10日
外国語を使っている私達の頭の中では、一体何が起こっているのだろうか。脳の働きや認知過
程の解明を通じて、その心の仕組みを探る。

なぜ民主化が暴力を生むのか 田中（坂部）有佳子(著) 9784326302819 2019年8月10日
内戦が終わって、やっと選挙が実現した。しかし暴力は繰り返される。民主化すればいいわけで
はない。では他に何が必要なのか？

女はなぜやせようとするのか 浅野千恵(著) 9784326651894 1996年3月10日
摂食障害の経験をもつ女性の感情や気持に耳をかたむけ、その言葉を通じて、女性と性をとり
まく問題を明るみに出す。

フランス女性はなぜ結婚しないで子どもを産む
のか

井上たか子（編著） 9784326653782 2012年10月10日
子どもを産むために結婚する必要はない！ 産みたいときに、安心して産み、育てられる環境と
は？ フランスに照らして考える。

なぜ日本の公教育費は少ないのか 中澤渉(著) 9784326653881 2014年6月10日
財政難に喘ぐ日本社会への具体的な教育社会学的提言。民主主義社会の基礎となる公教育
システムを支える財政的基盤を構築するために。

女性校長はなぜ増えないのか 河野銀子（編著） 9784326654116 2017年10月10日
教育界の「女性活躍」を阻むのは、大胆な教育改革である。教員のキャリア形成や管理職養成
を「見える化」する教育政策の行く末を問う。

虚構世界はなぜ必要か？ 古谷利裕(著) 9784326851966 2018年12月10日
現実は変えられないという「現実主義」に抗するためにフィクションは意味をもち得るか、SFアニ
メで考える骨太フィクション論。

なぜ？人って不思議

なかなか収まらないコロナ禍の下、 人の思いがけない言動にびっくり
することも多いのでは？
古今東西、いろんな疑問に書物が答えます。



工作舎

漁師はなぜ、海を向いて住むのか？ 地井昭夫(著) 9784875024460 2012年6月1日
丹後・伊根の舟屋が海を向いて建つのはなぜか？　漁村研究家がフィールドワークを通してそ
の謎に迫り、漁村復興計画に示唆を与える。

晶文社

「文明の衝突」はなぜ起きたのか 薬師院仁志(著) 9784794968289 2017年1月20日 多様な文化や言語や宗教が世界で共存していくために

集団的自衛権はなぜ違憲なのか 木村草太(著) 9784794968203 2015年8月22日 集団的自衛権行使に対しての、根源的な批判の書

ネット右翼の終わり
～ヘイトスピーチはなぜ無くならないのか

古谷経衝(著) 9784794968821 2015年7月10日 ネットにはびこる差別発言は、なぜ根絶されないのか

浅草はなぜ日本一の繁華街なのか 住吉史彦(著) 9784794969200 2016年2月26日 浅草にに居続けるのはなぜか？浅草らしい商いとは？

妻を帽子とまちがえた男
オリバー・サックス（著）
高見幸郎ほか（訳） 9784794925220 1992年1月1日 健康とは？病とは？治療とは？「からだと心」の人間学。名著

普及版　考える練習をしよう
マリリン・バーンズ（著）
左京久代（訳） 9784794968937 2015年10月10日 頭に筋肉をつけよう！ロジカルシンキングの定番書

新星出版社

神様と仲よくなれる！日本の神様図鑑 大塚和彦(著) 9784405072923 2019年3月27日
日本の神様たちを、親しみやすい説明＆“キャラ”で紹介。 「日本の神様」や「神話」の講師とし
て活躍する著者による書き下ろしです。

仏像ドリル 島田裕巳(著) 9784405073005 2019年9月18日
仏像のことをもっと知りたいという方が、楽しみながら仏像の知識を身につけられるよう、穴埋め
形式で仏像の知識をまとめました。

地球・生命の大進化 田近英一(監修) 9784405108011 2012年8月1日
壮大な地球の歴史と過酷な環境で生物がどう進化し生き抜いたのか、その地球の姿について、
ビジュアルで紹介！

惑星・太陽の大発見 田近英一(監修) 9784405108028 2013年7月3日
次々と明らかになっていく太陽系の天体たちを、カラー写真、リアルイラストと共に、神秘的な相
貌を最先端の天文学で紹介。

気象・天気の新事実 木村龍治(監修) 9784405108035 2014年6月5日
基本としくみを紹介しながら、天気図はどうやって読むのか、最新の観測結果をもとにイラストで
わかりやすく解説していきます。

脳と心のしくみ 池谷裕二(監修) 9784405108042 2015年10月16日
脳研究の第一人者・池谷裕二氏が得意とする最新脳研究の知見をもとに、脳の働きの基礎知
識をビジュアルで紹介！

毒と薬 鈴木　勉(監修) 9784405108059 2015年4月16日
「毒」や「薬」の疑問を、物質の化学構造についての基礎知識をおさえ、文化的・歴史的背景も
含めてわかりやすくビジュアルで紹介。

創元社

心理学ビジュアル百科 越智啓太（編） 9784422116228 2016年9月10日
日本人心理学者による全編書き下ろし、オールカラーの本格派ビジュアルガイド。高校生から
大人まで、科学的発見に満ちあふれた現代の心理学のエッセンスを楽しく学べる入門書。

ひと目でわかる 心のしくみとはたらき図鑑 黒木俊秀（監修）小野良平（訳） 9784422117065 2019年8月1日
心の病を支援する臨床心理学をはじめ、身近な人間関係から学校、職場、地域社会、産業・文
化など、心理学の広大な領域を、カラフルなイラストと解説でやさしく学べる図鑑。

ひと目でわかる体のしくみとはたらき図鑑
大橋順、桜井亮太（日本語版監修）
千葉喜久枝（訳） 9784422410951 2017年7月20日

各テーマが見開きで完結するコンパクトな構成とシンプルなオールカラー・イラストで、体全体の
はたらきを理解し、生命システムのしくみをやさしく学べるビジュアル図鑑。

意識的な行動の無意識的な理由 越智啓太（編） 9784422116846 2018年10月10日
「人間らしさ」はどこからやって来るのか？　認知心理学の最前線から、知覚、記憶、思考、言語
など人間の複雑で高度な心理的機能の謎を解き明かしていく。

パブロフの犬
アダム・ハート＝デイヴィス（著）
山崎正浩（訳） 9784422116273 2016年11月20日

19世紀、理論よりも立証可能な実験結果を重視する「実験心理学」という新たな分野が誕生。パ
ブロフやピアジェ、ミルグラムなどが行った50の実験でたどる心理学の歴史。

子どもの本　100問100答
一般財団法人
大阪国際児童文学振興財団（編） 9784422120621 2013年8月20日

子どもの本に関わる質問や疑問を100問にまとめて答えたハンドブック。子どもに本を読んでほ
しい人や図書館、読書推進諸団体のための手軽で便利な相談ツールとして編集。

筑摩書房

なぜ人と人は支え合うのか 渡辺 一史(著) 9784480683434 2018年12月6日
障害者について考えることは健常者について考えること。相模原市障害者殺傷事件などから、
人と社会のあり方を見つめ直す。

宇宙はなぜ哲学の問題になるのか 伊藤邦武(著) 9784480683564 2019年8月6日
「宇宙に果てはあるか」「広大な宇宙の片隅の私達は何者か」。プラトンもカントもウィトゲンシュ
タインも哲学は宇宙への問いから出発した。

人はなぜ物語を求めるのか 千野帽子(著) 9784480689795 2017年3月6日
人は人生に起こる様々なことに意味付けし物語として認識することなしには生きられない。それ
はどうしてなのか?その仕組みとは?

ゆとり世代はなぜ転職をくり返すのか?
キャリア思考と自己責任の罠

福島創太(著) 9784480069825 2017年8月3日
いま、若者の転職が増えている。彼らに綿密なインタビューを実施し、分析。さらなる転職へと煽
る社会構造をあぶり出す!

あなたの話はなぜ「通じない」のか 山田 ズーニー(著) 9784480422804 2006年12月6日
分かってもらいたい、信頼関係を築きたい、聞き上手になりたい、人を説得したい……。コミュニ
ケーションを基礎から教えます。

ひとはなぜ服を着るのか 鷲田 清一(著) 9784480429902 2012年10月10日
ファッションやモードを素材にアイデンティティの問題を現象学的に分析。独自のモード批評を切
り拓いた著者によるスタンダードテキスト。

脳はなぜ「心」を作ったのか
「私」の謎を解く受動意識仮説

前野 隆司(著) 9784480427762 2010年11月12日
意識とはなにか。「人の『意識』とは、『無意識』がやったことを後で把握するための装置にすぎ
ない。」では将来ロボットも心を持てるかも？

いのちはなぜ大切なのか 小澤 竹俊 (著) 9784480687685 2007年9月5日
「いのちはなぜ大切なの?」この問いに答えはあるだろうか?　子ども達に、どんなケアが必要か?
ホスピス医による「いのちの授業」。

なぜ人は走るのか―ランニングの人類 トル ゴタス(著) 9784480857989 2011年12月8日
人類は走るために進化し、走ることでさらなる進化を遂げた。いまやサハラ砂漠240km走破に挑
む人々も。「走る」ことの意味と魅力に迫る。

日本人はなぜ無宗教なのか 阿満 利麿(著) 9784480056856 1996年10月17日
日本人はなぜ「無宗教」を標榜し、特定宗派を怖れるのか? 民族の心性の歴史と近代化の過程
にその理由を探り、宗教の意味を問う。

ひきこもりはなぜ「治る」のか?
―精神分析的アプローチ

斎藤 環(著) 9784480429957 2012年10月10日
「ひきこもり」研究の第一人者が、ラカン、コフート、クライン、ビオンの精神分析家の理論を用い
て、その精神病理をわかりやすく解説。

人はなぜ「美しい」がわかるのか 橋本　治(著) 9784480059772 2002年12月19日
人はなぜ、「美しい」ということがわかるのか。なぜ「美しい」と感じるのか。生活レベルから「審美
学」に斬り込んだ、「美」をめぐる人生論。

脳は、なぜあなたをだますのか
知覚心理学入門

妹尾 武治(著) 9784480069092 2016年8月4日
オレオレ詐欺、マインドコントロール、マジックにだまされるのは、あなたの脳が、あなたを裏切っ
ているから。衝撃の脳と心の仕組み。

「反戦・脱原発リベラル」はなぜ敗北するのか 浅羽 通明(著) 9784480068835 2016年2月8日
反対デモが一〇万人規模に達しても勝てないリベラル。なぜか? 　リベラルの急所を衝き、「勝
つ」ための秘策を授ける実践的思想の書。

なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか
―キャリアにつながる学び方

浦坂 純子(著) 9784480688002 2009年1月6日
将来のキャリアを意識した大学の選び方、受験勉強の仕方、大学での学び方とは?就活を有利
にするのは留学でも資格でもない!数々のデータから読み解く「大学で何を学ぶか」。



なぜ、植物図鑑か
―中平卓馬映像論集

中平 卓馬(著) 9784480091109 2007年10月10日
写真にとって表現とは、記録とは何か。伝説の写真家が、自身の作品と方法の総括を通して、
次代の表現を模索する写真+映像論集。

なぜと問うのはなぜだろう 吉田 夏彦(著) 9784480689900 2017年11月8日
ある／ないとはどういうことか? 心とは何か? 永遠の問いを解くため無数の学問を創造してきた
人間の最強の技術、哲学的思考への誘い。

日本人はなぜ「さようなら」と別れるのか 竹内 整一 (著) 9784480064677 2009年1月6日
「神の身許によくあれかし」(Goodbye)でも「また会おう」(See you again)でもなく、「さようなら」。日
本人の別れの精神史を探究。

何のために「学ぶ」のか
〈中学生からの大学講義〉1

外山 滋比古　ほか(著) 9784480689313 2015年1月8日
大事なのは知識ではなく、正解のない問いを考え続けるための知恵だ。変化の激しい時代を生
きる若者へ、学びの達人たちが語る。

モナ・リザはなぜ名画なのか? 西岡 文彦 (著) 9784480430700 2013年5月8日
世界一有名な絵画のひとつ、『モナ・リザ』。この作品はなぜ「名画」と呼ばれるのか。「読み方」
「見方」両面から探る『モナ・リザ』の正体。

なぜ科学を学ぶのか 池内 了(著) 9784480683601 2019年10月7日
科学には限界があることを知っておくことが重要だ。科学・技術の考え方・進め方の一般的な法
則を体得するためのヒントがいっぱい。

バナナの皮はなぜすべるのか？ 黒木 夏美(著) 9784480434876 2018年1月11日
定番ギャグ「バナナの皮すべり」はどのように生まれたのか？　マンガ、映画、文学……あらゆ
るメディアを調べつくす。

若者はなぜ「決めつける」のか
壊れゆく社会を生き抜く思考

長山 靖生 (著) 9784480068194 2015年2月4日
すぐの決断と行動が求められる現在。まともな仕事がなく、「自己責任」と責められ、若者が「決
めつけ」に走る理不尽な時代の背景とは。

理想の上司は、なぜ苦しいのか
―管理職の壁を越えるための教科書

樋口 弘和 (著) 9784480066794 2012年9月5日
後輩に伝わらず、会社の意図もわからない。と、頑張る上司ほど疲弊してしまう。この壁を乗り
越える道筋を、人事コンサルのプロが伝授。

なぜ日本人は戒名をつけるのか 島田 裕巳(著) 9784480432377 2015年1月7日
実態のわかりにくい〈戒名〉。宗教と葬儀の第一人者が、この奇妙な風習の背景にある日本仏
教と日本人の特殊な関係に迫る。

母と娘はなぜ対立するのか 阿古　真理(著) 9784480864673 2019年9月17日
娘と母との確執を日本の社会の問題として食の視点から分析。「妻は家でごはんをつくるもの」
と思う男たちを育ててしまった社会のお話。

同文舘出版

なぜ、あのリーダーはチームを本気にさせるのか？
－内なる力を引き出す「ファシリーダーシップ」

広江朋紀(著) 9784495540050 2018年6月3日
メンバーを本気にさせるリーダーは何が違うのか？今の時代に求められる、ファシリテーター型
リーダーシップの高め方と職場での実践法

なぜ、あの店に入りたくなるのか 神田美穂(著) 9784495571917 2006年7月1日 消費者に「この店で買いたい！」という気持ちにさせる店のつくり方と演出法を解説。

ナカニシヤ出版

なぜ人は美を求めるのか 小穴　晶子(著) 9784779502613 2008年8月1日 古今東西の思想と芸術を比較・検討し、“美とともに生きること”の意味を探る。

西村書店

直感こども美術館　プリミティブ・アートってなぁ
に？

マリー･セリエ（文）結城昌子（監訳） 9784890139002 2008年3月11日
キュートでポップな世界の精霊が大集合！人々の祈りがこめられた仮面や道具をご紹介。ヒト
はなぜアートを作るの？世界の文化を学ぶ。

なぜ理系に進む女性は少ないのか？
トップ研究者による15の論争

スティーブン・Ｊ・セシ、ウェンディ・Ｍ・ウィ
リアムス（編）大隅典子（訳） 9784890136896 2013年6月15日

理系に進む女性が少ないのは男女で生まれつきの能力の差があるのだろうか？統計学、神経
科学などから科学的根拠に基づく見解を展開。

日貿出版社

理系ボディーワーカーが教える
"安心" システム感情片付け術

小笠原和葉(著) 9784817070371 2016年5月17日 実は感情の問題を解決するのに大事なのは、頭ではなく「カラダで解決すること」なのです。

忍者 初見良昭の教え 人生無刀捕 初見 良昭(著) 9784817060266 2019年1月11日
87歳、世界に40万人の弟子を持つ世界で最も有名な「忍者」が教える、混沌の時代を生き抜く
智慧がここにある。

ケンカ十段と呼ばれた男　芦原英幸 松宮 康生(著) 9784817060204 2017年9月15日
“ケンカ十段"の異名を持ち、“サバキ"と呼ばれる画期的な技術体系を創った“天才空手家・芦
原英幸"の姿がここにある。

日本教文社

人はなぜ謝れないのか
ビヴァリー･エンゲル(著)
石井礼子(翻訳) 9784531081554 2006年7月15日

あの人に心から「謝りたい」「謝ってほしい」。今まで誰も書かなかった人生の傷を癒すための、
正しい謝罪の仕方・求め方がわかる本。

人はなぜ治るのか　増補改訂版
アンドルー.ワイル(著)
上野圭一(翻訳) 9784531080762 1993年10月13日

人間の「癒し」に潜む謎に、米国心身医学の権威が挑戦。唯物論的な医学の限界を示し、医学
の未来像を考察した名著。

人はなぜ生まれたのか
デイビッド･シュパングラー(著)
山川紘矢・山川亜希子(翻訳) 9784531081189 1998年12月15日

私たちがこの地球に生まれてきたのは「カルマを解消するためではなく、地球にもっと愛を、もっ
と共感をもたらすためである」

なぜ私は、幸せではないのだろう？
ヴェルナー･クラーク(著)
小野千穂(翻訳) 9784531081615 2007年7月25日

人生を変えられない人には理由がある。思考と行動のパターンを一新するには？人生の『ゴミ』
の片付け方。

消費伝染病『アフルエンザ』
ジョン・デ・グラーフ(著)
上原ゆうこ(翻訳) 9784531081417 2004年11月25日 なぜそんなに物を買うのか

「志」の論理 松本　幸男(著) 9784531062836 1996年5月20日 なぜあなたは納得できないことをし続けるのか

なぜあなたは我慢するのか
Ｖ.ハワード(著)
川口正吉(翻訳) 9784531030019 1980年9月5日

実際的な自己覚醒と自己変革の方法を示し、人生の様々な不安や緊張からあなたを開放する
現実的処世術。新しい活力を生む生活法を詳述

ひらめく人には理由がある 齋藤　勇(著) 9784531063185 1998年6月15日 「ひらめき」の謎を解明

それでも人は楽天的な方がいい
シェリー･テイラー(著)
宮崎茂子(翻訳) 9784531081134 1998年5月10日 「絶望しない人」の心理学的研究.

日本実業出版社

なぜ、真冬のかき氷屋に行列ができるのか？ 川上徹也(著) 9784534050786 2013年5月22日
かき氷800円という高値、しかも真冬も営業している埜庵。みんなが気づいていない「本当の
ニーズ」を提案し新しい市場をつくった。

なぜ与太郎は頭のいい人よりうまくいくのか 立川談慶(著) 9784534054968 2017年5月17日
立川談志の教えにそって、立川談慶が「愚か者の代名詞『与太郎』をお手本に人生を生き抜こ
う」と、生きにくい今の生き方を教える。

なぜ、結果を出しているのに評価が低いの
か？

西尾太(著) 9784534056535 2018年12月19日
これまで300社、１万人以上のビジネスパーソンを見てきた人事のプロが「評価の仕組み」と「正
しく評価される方法」を明かす。

原書房

あなたはなぜ「友だち」が必要なのか
カーリン・フローラ(著)
高原誠子(翻訳) 9784562049653 2013年12月20日

幼なじみ、同級生、趣味の仲間、ネット友だちなど、友だちの存在価値を、心理学実験、科学的
実験の結果から、わかりやすく解説する。

あなたはなぜ「カリカリベーコンのにおい」に魅
かれるのか

レイチェル・ハーツ (著)
川添節子 (翻訳) 9784562055869 2018年7月23日

驚愕の実験や最先端科学研究でここまでわかった！　知っているようで知らなかった人間の食
行動の秘密とその意外な理由を解き明かす。

悪態の科学
エマ・バーン（著)
黒木章人(翻訳) 9784562055913 2018年8月13日

失語症患者が罵倒語だけは失わないのはなぜ？　人間にとって重要な意味をもつ悪態を神経
科学、言語学、行動心理学などから分析する。



ひかりのくに

かがくのふしぎひゃっか
なかのひろみ（文）
甲谷保和（監修） 9784564004964 2012年6月19日 こどものなぜ？と思う不思議を写真とイラストで伝えます。

増補改訂版　辞書びきえほん　科学のふしぎ 陰山英男（監修） 9784564009488 2020年6月30日 こどもにとっての身近な不思議約４００項目に答えます。

こどものずかんMio　⑨ひとのからだ 村上康成　他（絵） 9784564200892 2005年10月1日 からだのしくみや、それぞれの役割、疑問を写真とイラストで詳しく解説。

ベレ出版

学んでみると自然人類学はおもしろい 富田守　真家和生　針原伸二(著) 9784860643317 2012年9月18日 人間を「ヒト」という生物としてわかりやすく解説。

学んでみると生命科学はおもしろい 田口英樹(著) 9784860643829 2014年1月23日 ゲノム解析から病気や薬のことまで、現代人に必須の知識をやさしく解説。

学んでみると遺伝学はおもしろい 針原伸二(著) 9784860643881 2014年3月24日 身近な事象を取りあげながら、遺伝のメカニズムをやさしく丁寧に解説

生物進化とはなにか？ 伊勢武史(著) 9784860644932 2016年12月20日 基礎知識から人間の「こころ」に関することまで、「進化」についてわかりやすく解説

山川出版社

歩いてわかった地球のなぜ⁉ 松本穂高(著) 9784634151154 2017年4月1日
地球上には不思議な風景や絶景がたくさんあります。なぜ、それができあがったのかを「自然地
理学」の視点からわかりやすく解説。

佼成出版社

いのちってなんだろう
子どもだって哲学シリーズ①

中村桂子/金森俊朗/沼野尚美
高橋卓志/鷲田清一(著) 9784333022878 2007年7月30日

食卓にのぼる料理の中にある無数のいのちや、脈々と続いてきたご先祖さまのいのち…などに
思いをはせ、いのちを哲学してみよう。

自分ってなんだろう
子どもだって哲学シリーズ②

和田秀樹/山本容子/三田誠広
C・Wニコル/須藤訓任(著)  9784333022885 2007年7月30日

「自分らしく生きよう」「自分を見失わないで生きよう」などといわれるけど、本当の自分って何だ
ろう?　自分自身を哲学してみよう。

家族ってなんだろう
子どもだって哲学シリーズ③

アグネス・チャン/立松和平
三宮麻由子/星野哲郎/古東哲明(著)  9784333022908 2007年8月30日

日本人にとっての家族観とはどのようなものなのだろうか?　いつもすぐ側にいて、当たり前に思
える「家族」について哲学してみよう。

愛ってなんだろう
子どもだって哲学シリーズ④

渡辺えり子/秋元康/渡邉美樹
諸富祥彦/大澤真幸(著)  9784333022953 2007年9月30日

ひと口に愛といっても、様々。親からの無償の愛、キリストが説く隣人愛、恋人同士の愛……。
人を愛するとは？　愛を哲学してみよう。

仕事ってなんだろう
子どもだって哲学シリーズ⑤

矢崎節夫/五味太郎/石橋幸緒
関野吉晴/神崎繁(著) 9784333022960 2007年10月30日

大人になると仕事に就き社会の中で働く。そもそも働くってどういうことなのだろうか?　仕事につ
いて哲学してみよう。

子どもたちの遺言
谷川俊太郎（詩）
田淵章三（写真） 9784333023622 2009年1月30日

子どもたちの一瞬の表情を捉えた写真に、詩人・谷川俊太郎氏が子どもたちの心を深くすくい
あげた詩を寄せた写真詩集です。

人は人を裁けるか 眞田芳憲(著) 9784333024490 2010年5月30日
2009年に始まった裁判員制度。法学者で仏教徒である著者が死刑制度の問題と向き合い、人
が人に罪を問い罰を科すことの意味を問。

平凡社

牧野富太郎 なぜ花は匂うか(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾌﾞｯｸｽ) 牧野富太郎(著) 9784582531558 2016年4月11日 日本植物学の父と呼ばれた牧野富太郎。「私は植物の愛人」と軽口を飛ばしつつ研究人生を振
り返る「植物と心中する男」などを精選。

人類はなぜ短期間で進化できたのか 杉晴夫(著) 9784582856484 2012年7月15日
地球に生物が誕生して４０億年だが、現生人類の誕生からは２０万年しかたっていない。なぜこ
れほど速く、人類は進化できたのか。

デジタルネイティブの時代
なぜメールをせずに「つぶやく」のか

木村忠正(著) 9784582856606 2012年11月17日
物心ついた頃から、ＰＣやケータイに親しんでいるデジタルネイティブは、メールやツイッター、Ｓ
ＮＳ等をどう使いこなしているのか。

科学はなぜ誤解されるのか 垂水雄二(著) 9784582857344 2014年5月15日
科学は難しい。なぜか？科学の拠って立つ論理と、人間の理解の仕方、言葉による伝達を見な
がら、難しさの理由を明らかにしていく。

日本はなぜ脱原発できないのか 小森敦司(著) 9784582858037 2016年2月15日
福島原発事故後も存続が図られ、産官政学メディアが癒着した巨大利権・原子力村。原発関連
記事で知られる筆者が描くムラの実態。

なぜ私たちは生きているのか 佐藤優　高橋巖(著) 9784582858587 2017年11月15日
「生きづらさ」を巡り、シュタイナー学者高橋巖とキリスト教神学をバックボーンとする佐藤優が、
国家・資本・宗教を軸に語り合う。

虐待された少年はなぜ、事件を起こしたのか 石井光太(著) 9784582859119 2019年5月17日
罪を犯した少年たちはどのようにして心が壊れたのか。矯正教育ではどんな取り組みがされて
いるか。彼らの病理と矯正教育の最前線。

戦争するってどんなこと？　中学生の質問箱 Ｃ．ダグラス・ラミス(著) 9784582836660 2014年7月9日
戦争ってどんなことするの？日本が戦争できる国になったら？軍隊があるほうが危ない？……
ラミスさんが今こそ徹底的に答えます。

心の病気ってなんだろう？　中学生の質問箱 松本卓也(著) 9784582838091 2019年7月18日
誰にもある精神の不調を悲観視せず、他人の世界を知ることで自身の「棲まい方」や生きづらさ
を相対的にとらえ、共生を目指す入門書。

最新 心理学事典 藤永保(監修) 9784582106039 2013年12月13日
定評ある『心理学事典』の30年ぶりの最新版。最新の成果や時代に即した新項目をとりいれつ
つ、基本をおさえた本格的総合事典。

こころの問題事典 藤永保(監修) 9784582127225 2006年6月15日
反抗期、家庭崩壊、フリーター、引きこもり、DVなど、今日的な事象を「こころの問題」としてとら
え解明する。

ボヘミアの〈儀式殺人〉 平野嘉彦(著) 9784582702910 2012年3月25日
中世から連綿と続く“儀式殺人”への誹謗は、啓蒙主義の潜伏期を経て近代に復活する。Jude
であるとは何かを描く異色の思想史。

税務経理協会

従業員不正の防止と事後対応　改訂版
田口安克/白土英成
田島雅子(著) 9784419062637 2015年8月1日

実例をもとにした64の事例に基づき、事前防止策と起きた場合の経理上の処理方法を解説す
る。労務面を充実した待望の改訂版。

歴史に学ぶ会計の「なぜ？」
 トーマス・A・キング（著）
友岡賛（訳） 9784419061654 2015年1月15日

「どうしてこのような会計が行われるのか」アメリカの会計史を通じて考える。会計の主要な問題
に関する基礎知識を得ることができる。

大学生は、なぜ公認会計士を目指さないの
か。〔第3版〕

五十嵐明彦/髙橋知寿(著) 9784419064686 2017年7月15日
目標を失っている１年生、漠然と学生生活をおくっている２・３年生に「公認会計士」という人生プ
ランをわかりやすく説く。

経理事務員は、なぜスターになれないのか？ 佐藤克行(著) 9784419067311 2020年8月13日
1,500名以上に簿記・会計を教えてきた著者から、全国の中小・零細企業を経営する社長と会社
を支える経理事務員へのメッセージ。


