
読書でつかみたい！ 

岩波ジュニア新書のフェア 

「読書でつかみたい！ 本読み名人がすすめる25冊」 

で紹介された本をピックアップしました。 

 

興味のあるテーマについて、読んでみてはいかがでしょうか？ 

 



歴史を知る5冊 

資料番号 請求記号 書名 著者名 

10674834 IJ/276 砂糖の世界史 川北 稔 

10844054 IJ/295 フランス革命 : 歴史における劇薬 遅塚 忠躬 

11948404 IJ/652 歩いて見た太平洋戦争の島々 安島 太佳由 

11951328 IJ/655 世界史読書案内 津野田 興一 

11955529 IJ/657 考古学の挑戦 : 地中に問いかける歴史学 阿部 芳郎 



社会を考える5冊 

資料番号 請求記号 書名 著者名 

11738523 IJ/566 財政のしくみがわかる本 神野 直彦 

11919800 IJ/638 貧困を考えよう 生田 武志 

11964010 IJ/662 農は過去と未来をつなぐ : 田んぼから考えたこと 宇根 豐 

11973849 IJ/664 世界の国1位と最下位 : 国際情勢の基礎を知ろう 眞 淳平 

12001317 IJ/673 社会の真実の見つけかた 堤 未果 



ことばを身につける5冊 

資料番号 請求記号 書名 著者名 

01723040 IJ/9 詩のこころを読む 茨木のり子 

10882654 IJ/304 漢詩入門 一海 知義 

11874509 IJ/613 西洋哲学の10冊 左近司 祥子 

11958517 IJ/661 語源でふやそう英単語 小池 直己 

11996628 IJ/671 漢字のサーカス 馬場 雄二 



生きる毎日のための5冊 

資料番号 請求記号 書名 著者名 

11091613 IJ/350 勉強法が変わる本 : 心理学からのアドバイス 市川 伸一 

11874545 IJ/617 「ケータイ」時代を生きるきみへ 尾木 直樹 

11944649 IJ/647 社会を生きるための教科書 川井 龍介 

11948413 IJ/653 旅に出よう : 世界にはいろんな生き方があふれてる 近藤 雄生 

11964029 IJ/663 行儀作法の教科書 横山 験也 



自然と人間を科学する5冊 

資料番号 請求記号 書名 著者名 

10663533 IJ/272 科学の考え方・学び方 池内 了 

11572906 IJ/512 天文学入門 : 星・銀河とわたしたち : カラー版 嶺重 慎 

11900794 IJ/626 人類が生まれるための12の偶然 眞 淳平 

11939245 IJ/646 ニュートリノの夢 小柴 昌俊 

11951319 IJ/654 日本らしい自然と多様性 : 身近な環境から考える 根本 正之 



ニュースがよくわかる10冊 
資料番号 請求記号 書名 著者名 

10147049 IJ/194 これが原発だ : カメラがとらえた被爆者 樋口健二 

11632664 IJ/529 原発を考える50話 西尾 漠 

11390942 IJ/444  調べてみようエネルギーのいま・未来 槌屋 治紀 

01723870 IJ/92 地震・プレート・陸と海 : 地学入門 深尾良夫 

10961881 IJ/316 元素の小事典 高木 仁三郎 

11845462 IJ/603 これからの防災・減災がわかる本 河田 惠昭 

11608762 IJ/525 あなたにもできる災害ボランティア : 津波被害の現場から スベンドリニ・カクチ 

11517325 IJ/489 神戸 : カラー版 : 震災をこえてきた街ガイド  島田 誠, 森栗 茂一 

11453697 IJ/457 情報って何だろう 春木 良且 

11453777 IJ/467 地球は火山がつくった : 地球科学入門 鎌田 浩毅 



人とつながるための10冊 
資料番号 請求記号 書名 著者名 

11558441 IJ/505 10代のうちに考えておくこと 香山 リカ 

11688505 IJ/551 世界の遺児100人の夢 あしなが育英会 

11690360 IJ/554 みんな地球に生きるひと : 出会い・わかれ・再見 アグネス・チャン 

11738532 IJ/567 16歳 : 親と子のあいだには 平田 オリザ 

11785632 IJ/577 いま,きみを励ますことば : 感情のレッスン 中村 邦生 

11845514 IJ/608 社会とどうかかわるか : 公共哲学からのヒント 山脇 直司 

11938745 IJ/639 勇気ってなんだろう 江川 紹子 

11938763 IJ/641 平和をつくった世界の20人 Beller Ken 

11955510 IJ/656 自分と未来のつくり方 : 情報産業社会を生きる 石田 英敬 

11982697 IJ/668 国際協力ってなんだろう : 現場に生きる開発経済学 高橋 和志 


