
【01 図書館・読書案内】 
015-ｶ 困ったときには図書館へ 

図書館海援隊の挑戦  
神代浩編著 悠光堂  

2010 年1月に、図書館による課題解決支援サ

ービスの一環として発足した図書館海援隊。そ

の発足の経緯からこれまでの活動について振り

返るとともに、今後の図書館のあるべき姿につ

いて問題提起する。 

 

019-ｻ 読書のチカラ  
齋藤孝著 大和書房 

読書とは何か、なぜ本を読むべきなのか、そ

れが人生においてどういう意味を持つのか。「本

を読む」ことの本質をあらためて問い直す。読

書を続けるための5 つの習慣や、読書力10 倍

アップの技法なども紹介。 

 

【０ ９ 郷土資料】 
091.8-ﾏ 山に祈る  峯寺老僧随想録 
松浦快芳著 山陰中央新報社 

巡礼寺に母が残したもの、行脚の功徳、震災

慰霊の日々、巡礼今昔…。峯寺住職 65 年、山

寺に暮らして日々感じることや、 

人々との触れあいの一端を綴る。 

 

 

【159 生き方】 
159-ｲ 旗を立てて生きる 「ハチロク世代」
の働き方マニュフェスト  
イケダハヤト著 晶文社  

社会の課題を見つけたら、ブログやツイッタ

ーを駆使して自分の旗を立てろ。新しい仕事は

そこからはじまる-。「今までどおりのやり方」

が通用しにくくなった時代、若者世代が歩むべ

き、新しい生き方・働き方を考察する。 

 

159-ｺ じぶんリセット  
つまらない大人にならないために  

小山薫堂著 河出書房新 
平凡な毎日をちょっと面白くする方法とは? 

「もしも○○だったら」と空想しながら、日常

の「あたり前」をリセットすることから始めよ

う! 新しい自分を発見できる、「もしもの魔法」

を教えます。 

 

376-ｵ 東大合格生の秘密の「勝負ノート」 
徹底分析・二〇〇冊  
太田あや著 文藝春秋  

弱点克服に役立ち、東大合格に必要な知識が

自分流に整理され、心の支えにもなる「勝負ノ

ート」を徹底分析。タイプ別の「勝負ノートの

つくり方」や、ベースとなる「授業ノート」の

書き方を伝授する。実際のノートも多数掲載。 

【４ ９  医療にかかわる人たち】 
094.9-ｼ 島根大学医学部附属病院の最新
治療がわかる本 地域医療と先進医療が調
和する大学病院をめざして  
島根大学医学部附属病院編著 
バリューメディカル  

小さな命を救う心臓のスペシャリスト、診断精

度の向上をもたらす世界最高性能のCT…。島根

大学医学部附属病院で実施している最新治療を、

専門医たちがわかりやすく解説。切り取り式外

来診察担当医師一覧表付き。 

 

494-ｶ がん専任栄養士が患者さんの声
を聞いてつくった 73 の食事レシピ 
川口美喜子著 青山広美著 医学書院 

「何も食べたくない」という小児患者から、

「うな重が食べたい」という終末期の患者まで。

日本で唯一のがん専任栄養士が、これまで患者

とともに作り上げてきたメニューを紹介。看護

師、栄養士、患者家族に贈るレシピ集。 

 

498-ｶ いのちの伴走者として生きる  
<医療>を天職にした、若きプロフェッショナル
たち 鎌田實監修  ドリームシップ 

「いのちの伴走者」である看護師、助産師、

理学療法士、作業療法士7 名にインタビュー。

病を抱えた患者さんと家族に、全力で向き合い、

寄り添い、励まし続ける、若き医療人たちの姿

を紹介する。諏訪中央病院鼎談も収録。 

 

 

 

 

094.9-ｼ 
島大病院 ちょっと気になる健康講座 
島根大学医学部附属病院 編 今井出版 
 Ｈ２５年 11 月より、外来で行なわれていた

「ちょっと気になる健康講座」の1 年分をまと

めた。病気、健康、病院施設の3章で構成。 

病気、健康や予防、治療法などの 46 項目につ

いて病院スタッフがわかりやすく解説。 

 
498-ｼ あなたが変わる!「医療事務・介護
の仕事」  
島内晴美著 ダイヤモンド社 

医療事務・介護分野の仕事を通して、女性の

働き方を考える本。医療事務・介護分野で自分

らしい働き方をしている女性スタッフたちのイ

ンタビューを収録するほか、新しいキャリア支

援のあり方なども示す。 

 

498-ﾊ 聖路加病院で働くということ 
早瀬圭一著 岩波書店  

小児がん治療一筋・40年の医師、訪問看護の

先駆者、後進育成に専念する学長、地下鉄サリ

ン事件対応で陣頭指揮を執った救急部長。個性

的で突出した4 人を主人公に、日本一を目指す

聖路加国際病院の姿を生き生きと描き出す。 

＊新着図書紹介＊ ラベルの番号  書名  著者名  出版社 内容 の順 

紹介した本は「新着図書コーナー」にあります。 
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明日からの連休のお供に本はいかが❤   

明日から 5 連休ですね。部活に、お出かけにと忙しいかもしれませんが、心と体をリフレッシュさせ

るいい時です。久しぶりにゆっくりできる時間に本を読んでみませんか。こんな時は長編やシリーズもの

がおすすめです。話題の本も新しく入りました。テーマ展示も入れ替えました。何か素敵な本と出会える

かも❤  とりあえず、図書館へ来てみませんか。 by司書・渡部 

 

 

★運動部のあなたへ  部活を頑張るココロとカラダの「サプリ」本  

体によい栄養や食事のこと、体のケアや体づくり、心の整え方、憧れの選手の書い

た本、部活小説を中心に集めてあります。 

 

★看護師志望のあなたへ  5 月1２日は看護の日  5/10～16 看護週間 

ナイチンゲールの誕生日から5 月 12 日が看護の日となりました。その日を含めた一週

間が看護週間です。看護週間に合わせて毎年恒例企画。看護師の仕事について知りたいこ

とや知っておいてほしいことが詰まったコーナー。看護師になりたいあなたにはぜひ読ん

でもらいたい本を集めてあります。 

テ－マ展示のご案内 
 

課題研究 医療・看護チーム担当 

森脇孝子先生オススメの本 

 

 



【537 機械・自動車】 
537-ﾏ 日本一小さな整備工場が業界を
動かしたとき 車検の歴史を変えた男 
松川陽著 ダイヤモンド・ビジネス企画 

業界に先駆けて、対話型立ち会い車検・ホリ

デー車検をスタートさせた著者が、業界変革へ

の挑戦を綴る。 

 

【596 料理】 
596-ﾃ 今日も嫌がらせ弁当  
反抗期ムスメに向けたキャラ弁ママの逆襲 
ttkk 著 三才ブックス  

お弁当名「呪いのランチタイム」「食欲減退」

「本音吐露」…。「仕返し弁当」を高校3 年間、

作り続け、食べ続けたシングルマザーと反抗期

女子高生親子の泣き笑いお弁当エッセイ。 

 

【67 商業】 
673-ｲ 30 代でちいさなカフェはじめました 
岩上喜実著 KADOKAWA 

イラストレーターの著者が、長年の夢だった

カフェをオープンすることに! 知識ゼロから、自

分らしいお店を作るまでの180日間を、イラス

トや写真を交えて紹介します。「開業までにする

こと」などのお役立ちコラムも収録。 

 

【78 スポーツ栄養・選手】 
780-ｴ 女子部活食  
海老久美子著  ベースボール・マガジン社 

成長期にある中学・高校生女子アスリートに

特化した食事と栄養に関する本。女子アスリー

トの栄養補給のポイントとなる項目とその食事

を丁寧に解説するほか、体作りに役立つレシピ

を紹介する。 

 

783-ｲ 用具係入来祐作 僕には野球しか
ない 入来祐作著 講談社 

巨人の元エース・入来祐作が横浜DeNAの用

具係として勤務。慣れない仕事に悩み、何度も

心が折れそうになる。そんな彼を支えたのは「僕

には野球しかない」という思いだった…。全力

で駆け抜けた自らの半生を赤裸々に語る。 

 

 

【786 登山】 
786-ｸ 弱者の勇気 小さな勇気を積み重
ねることで世界は変わる  
栗城史多著 学研パブリッシング 

秋季エベレスト単独無酸素登頂への4 度の失

敗。重度の凍傷による手指9 本の切断。試練を

糧に、再び世界の頂に挑む登山家・栗城史多が、

自分の弱さと向き合い、今までの失敗談と苦し

みを綴る。 

 

【913 日本の小説】 
913-ｱ つよく結べ、ポニーテール 
朝倉宏景著 講談社  

もう、迷わない。この一球で奇跡を起こす。

鳥海真琴、男子プロのマウンドに立つ初の女子

投手。少女はいかにして「現実」を乗り越えて

いったのか。全力で紡がれる感動の長編小説。 

 

913-ｲ 花とアリス殺人事件  
岩井俊二原作 乙一著 小学館 

有栖川徹子(通称:アリス)は、転校早々クラスメ

イトから嫌がらせを受ける。ある日、アリスは

隣家にある目的をもって侵入するが、そこには

不登校のクラスメイト・荒井花がいて…。2015

年2 月公開映画の小説版。 

 

913-ｵ 営繕かるかや怪異譚  
小野不由美著 KADOKAWA  

雨の日に鈴の音が鳴れば、それは怪異の始ま

り。袋小路に佇む喪服姿の女を、決して家の中

に入れてはいけない。「雨の鈴」など、住居にま

つわる怪異を営繕屋・尾端が鮮やかに修繕する

全6 篇を収録。 

 

913-ｵ あまねく神竜住まう国  
荻原規子作 徳間書店  

伊豆の流刑地に流された源頼朝。生きる希望

を失いがちな頼朝のもとへ、かつて頼朝の命を

つなぎとめた笛の名手・草十郎が訪れ…。土地

神である神竜と対峙し、伊豆の地に根を下ろし

ていく少年頼朝の姿を描く。歴史ファンタジー。 

 

 
 

913-ｻ 風に立つライオン  
さだまさし著 幻冬舎文庫 

1988 年、ケニアの戦傷病院で働く日本人医

師・航一郎のもとへ少年兵ンドゥングが担ぎ込

まれた。2011年3 月、医師となったンドゥン

グは被災地石巻を訪れ…。同名の楽曲から生ま

れた小説。2015年3 月公開映画の原作。 

 

913-ﾆ バンクーバーの朝日  
西山繭子著 マガジンハウス 

かつて、日系移民たちの野球チームがカナダ

人をも魅了した-。戦前のバンクーバーでフェア

プレーの精神を貫く青年、その家族、同朋らが

織りなす涙と笑い、感動に満ちた人間讃歌。

2014 年12 月公開の同名映画のノベライズ。 

 

913-ﾏ 火花  
又吉直樹著 文藝春秋  

奇想の天才である一方で人間味溢れる神谷、

彼を師と慕う後輩徳永。芸人の2 人が運命のよ

うに出会ってから劇は始まった-。笑いとは何か、

人間が生きるとは何なのか。 

 

913-ﾐ 絶唱   
湊かなえ著  新潮社  

心を取り戻すために、約束を果たすために、

逃げ出すために。「死」に打ちのめされた彼女た

ちが辿りついた場所は、太平洋に浮かぶ島。そ

こで生まれたそれぞれの「希望」のかたちとは?  

 

913-ﾐ-3  夢をかなえるゾウ 3  
ブラックガネーシャの教え  

水野敬也著 飛鳥新社 
「夢をかなえたいのなら、それ相応の「痛み」

が必要である」 人生下りのエスカレーターに乗

っている OL が、自称成功請負人の変な神様・

ブラックガネーシャと成功契約書を交わすが…。

笑って学べる成功小説、第3 弾。 

 

913-ﾜ 村上海賊の娘 上・下 
和田竜著  新潮社  

和睦が崩れ、信長に攻められる大坂本願寺。

毛利は海路からの支援を乞われるが、成否は「海

賊王」と呼ばれた村上武吉かかっていた。戦国

時代に瀬戸内海を席巻した「海賊王」村上武吉

の娘・景が、信長に追い詰められ窮地に陥った

本願寺を救うため、戦いに身を投じていく姿を

描いた長編歴史小説。第一次木津川合戦の史実

に基づく一大巨篇。 

 

～お仕事小説～ 
913-ﾀ 白雪堂化粧品マーケティング部 

峰村幸子の仕事と恋  
瀧羽麻子 著 角川書店  

化粧品会社に新卒で入社した峰村幸子は、看

板ラインの販促キャンペーンチーム担当となっ

た。だが、商品の売上は下降線、就職浪人の彼

氏との溝も深まり、情報漏洩疑惑や合併の噂ま

で聞こえてきて…。ほっこりお仕事ストーリー。 

 

913-ﾅ-0 神様のカルテ 0  
夏川草介著 小学館  

医師国家試験直前の一止とその仲間たちの友

情を描く「有明」、本庄病院の内科部長・板垣と

事務長・金山の不思議な交流を綴る「彼岸過ぎ

まで」など、「神さまのカルテ」にまつわる人々

の前日譚全4編を収録した短編集。 

 

913-ﾐ 校閲ガール  
宮木あや子著 KADOKAWA 

ファッション誌の編集者を夢見ていたが、校

閲部に配属された、文芸書が苦手な悦子。担当

する原稿や周囲ではたびたび、ちょっとした事

件が…!  

＊校閲とは文書や原稿などの誤りや不備な点

を調べ、検討し、なおすこと。 

 

913-ﾔ ある日、アヒルバス  
山本幸久著 実業之日本文庫 

アヒルバス入社五年の観光バスガイド・高松

秀子（通称デコ）はわがままツアー客に振り回

されたり、いきなり新人研修の教育係にされた

りと悩み多きお仕事の毎日。さらにある日、ア

ヒルバスを揺るがす大事件も起きて…笑いあり、

感動ありのバスガイドたちの姿を東京の車窓風

景とともに生き生きと描く。文庫のための書き

下ろし短編・東京スカイツリー篇 

（「リアルデコ」）収録。 あなたの持っている本の返却期限は過ぎていない？過ぎていたら、返却か手続きをしましょう 

 

2014年度 

本屋大賞！ 


