
498-ｲ  わたしたちはいのちの守人 

 三人の看護師・助産師の現場 
岩貞るみこ著 講談社  

医療は、質の高いチームワークが

あってこそ成り立つ。だからこそ、

看護師・助産師にしかできない仕事

がある! フライトナース、認定看護

師、助産師という特別な資格を持つ

看護師を紹介。 

 

494-ｶ 作業療法はおもしろい  
あるパイオニア OTのオリジナルな
半生  
勝屋なつみ著  シービーアール 
日本に作業療法士(OT)という専

門職が誕生したときから、常に OT

界をリードしてきた鎌倉矩子の生

き方に、女性誌の元編集長が迫る。 
 

 

494-ｲ リハビリの心と力 かかわり
が自分を変える,地域を変える 
稲川利光著 学研メディカル秀潤社 

患者は医療関係者とだけでなく、他

の患者や家族とのかかわりがあり、そ

のなかでリハビリを行なっていく。こ

のようなかかわりの持つ意味とそこ

から生まれる力を、脳卒中のリハビリ

に取り組む医師がさまざまな事例を

もとにつづる。 

 

 
366-ﾅ 宇宙飛行士になるには 
漆原次郎著 ぺりかん社 
宇宙飛行士の世界を、歴史や全

体像、将来性も含めながら解説。

なるための適性や心構え、必要な

資格や進路なども紹介する。 

 

366-ﾅ 看護師になるには 
川島みどり監修 佐々木幾美ほ
か著 ぺりかん社  

看護師の世界を、歴史や全体

像、生活や収入も含めながら解

説。なるための適性や心構え、必

要な資格や進路なども紹介。 

 

376-ｳ 心理学科をめざすあなたへ 
高校生のための進路ガイド 
浦上昌則監修 教学社 

どんなことを学ぶの? 将来はカウン

セラー? 大学選びから、授業の流れ、

卒業後の進路、仕事内容と給料まで、学

生・卒業生・先生の「ナマの声」ととも

に、心理学科のすべてを紹介。 

自分の未来を考える 

 

492-ﾔ その先の看護を変える
気づき 学びつづけるナースたち 
柳田邦男編集 陣田泰子編集  
佐藤紀子編集 医学書院 
自分の看護実践はどんな意味が

あったのかを自覚するのは、非常

に重要である。看護学生の書いた

エッセイやレポートなどを紹介

し、編者たちが講評し、意味付け

をする。 

 

377-ﾉ ノーベル賞と日本人  
世界が認めた偉大な研究・功績
のすべてがわかる!  宝島社  

中間子の存在を予言した湯川秀

樹、日本の美意識を世界へ伝えた

川端康成、ニュートリノを検出し

た小柴昌俊、医療を変える iPS 細

胞を開発した山中伸弥…。ノーベ

ル賞を受賞した日本人の偉大な研

究・功績を紹介する。 

 
673-ﾏ 知識ゼロからの販売・サ
ービスの仕事  
丸木伊参監修 幻冬舎 
ディスプレイ、顧客応対、クレー

ム対応、在庫管理、DM…。店長に

なったつもりで考えるクセをつけ

る! 仕事が楽しくなる、「売れる販

売員」への変身術をイラストを交え

て紹介。 

 673-ｶ かわいいお店のつくりかた    パイインターナショナル  

ビジュアルにこだわって成功した全国の雑貨店・カフェ・ゴハン屋・パン屋・スイーツショップ 32 件を、開業

する人に向けたオーナーからの助言と共に紹介する。ショップカードや紙袋といったショップツールも掲載。 

 

  【読書案内】 
019-ﾄ よくわかる 0〜5歳児の
絵本読み聞かせ  
徳永満理著 チャイルド本社  

どんな絵本を選べばいいの? ど

うすればうまく読めるようになる

の? 子どもが絵本を好きになる読

み聞かせのコツやポイントを 0〜

5 歳の年齢別にわかりやすく紹介。 

 
【09 郷土資料】 

092.9-ｼ  解説出雲国風土記 
島根県古代文化センター編  
島根県教育委員会  
 
095.9-ﾏ 他郷阿部家の暮らしと 

レシピ 石見銀山・群言堂  
松場登美著 家の光協会 
世界遺産・石見銀山にある古民

家の宿「他郷阿部家」。そこで出さ

れる四季折々の家庭料理や、心温

まるおもてなし、暮らしの知恵を

紹介。 

 
096.1-ﾔ  やさか仙人物語  
地域・人と協働して歩んだ「やさ
か共同農場」の 40年  
やさか共同農場編 佐藤隆編著 
桃木信博編著 新評論 

I ターン者が地域と協働して行

う有機農業。農業の未来図が島根

県浜田市弥栄町にあった! 「やさ

か共同農場」を中心として、島根

県浜田市弥栄町で行われている農

業活動や、それに基づく生活の風

景を紹介する。 

 

【２歴史 28 伝記】 
209-ｺ 世界史をつくった最強
の三〇〇人   
小前亮著 星海社新書 

歴史上の人物が単なる記号から

等身大のキャラクターに変われば、

歴史はもっと面白くなる! 歴史小

説家・小前亮(松江市出身)が「こい

つが主人公の小説を書きたい!」と

いう基準で選んだ世界史の 324

人を「エンタメ性」満載で解説。 

 

210-ﾀ 国境の日本史  
武光誠著  文春新書  
神話の時代から植民地で領土を

拡大した近代まで、「辺境」は様々

な物語に満ちている。日本の国境

の歴史を紹介し、「国境とは何か」

「私たちは日本の国境についてど

う考えるべきか」を述べる。 
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三刀屋高校図書館 

さあ、夏だ 自分の好奇心のアンテナを広げてみよう！ 
暑いけれど、時間に余裕がある夏休み、いろんな本を読んで、自分の好奇心が何

に反応するか確かめてみよう。進路で悩んでいるあなた、自分を磨きたいあなた、

癒されたいあなたにぴったりの本がたくさんあるよ。読んでもらえるのを待ってい

ます。コーディネートは司書が全力でいたします。 

さあ、図書館へ行かなきゃソンソン♪いい夏休みを過ごしてね。（ｂｙ司書） 

 

 

①昨日より始めました 

夏休みの長期貸出 冊数は無制限 

返却期限は 8月 20日(水) 

返却期限が過ぎている本を持っている人は 

返却してから借りてください。 

 

②夏休みの開館日は 

  7月２８日～8月 6日、１８、１９日（土日を除く） 

８：３０～１７：００ 

本の貸出・返却ができます。自習も OK。 

閉館時の本の返却は入口の返却 BOX を利用してね。 

 

図書館からのお知らせ 

 

新しく入った本ラベルの番号 書名 著者名 出版社 内容 の順 ★はリクエスト 

 

 



281-ﾏ ぼくらは、1988 年生ま
れ “情熱大陸”800回記念 
MBS『情熱大陸』筆 双葉社  
成長なき時代に育ち、“ゆとり”

世代と呼ばれた彼らが、なぜ輝い

ているのか? 東出昌大、吉田麻也、

大島優子など、活躍中の 1988 年

生まれの若者たちの気持ちを伝え

る。 

【3 社会科学】 
304-ｲ-5  知らないと恥をかく世
界の大問題 5 どうする世界のリ
ーダー? 新たな東西冷戦  
池上彰著 角川 SSC新書  

プーチン動く! ウクライナ、ク

リミア問題は世界のパワーバラン

スに大きな影響を与えた。ロシア

VS 欧米という対立構造は、かつ

ての「東西冷戦」の再現に見える。

第二次世界大戦以降、最大の大国

衝突の危機を池上彰が解説。 

 

318-ﾔ コミュニティデザインの 
時代 自分たちで「まち」をつくる 
山崎亮著  中公新書 
地域のみんなでまちづくり、こ

んな面白いこと他にない。全国で

常時 50 以上のコミュニティづく

りに関わる著者が、話の聞き方か

ら服装にいたるまで、独自の理論

を紹介。 

 

331-ﾈ 経済学の 3 つの基本 
経済成長、バブル、競争  
根井雅弘著 ちくまプリマー新書 
経済学の考え方はさまざまな学

説が生まれ、対立し合ってきた。

「経済成長」「バブル」「競争」の

基本テーマで戦後経済をふり返り、

経済思想の多様性を解説する。 

 
 
 

364-ｽ 社会保障亡国論  
鈴木亘著  講談社現代新書 
消費税が増税されると本当に社

会保障は安定し、財政再建が果た

せるのか。社会保障を取り巻く危

機的状況を正しく見える形にし、

税も含めた改革の必要性を説く。 

 

【369 社会福祉】 
369-ｲ ドキュメント豪雨災害  
そのとき人は何を見るか  
稲泉連著  岩波新書 
東日本大震災から半年後、紀伊

半島を襲った台風は、100 名近く

の犠牲者を生んだ。奈良県十津川

村、和歌山県那智勝浦町の現場を、

ノンフィクション作家がたどる。

豪雨災害の実態を伝える迫真のド

キュメント。 

 

369-ｺ 日の鳥  
こうの史代著 日本文芸社 
突然いなくなった妻を捜して旅

に出た雄鶏が見た、東日本の風景

とは…。東日本大震災の記憶を、

ぼおるぺんの優しいタッチで描く。 

 

369-ﾏ 音のない世界と音のあ
る世界をつなぐ ユニバーサルデ
ザインで世界をかえたい!  
松森果林著 岩波新書 

10 代で聴こえなくなった著者

の日常生活やコミュニケーション、

関わってきたことを紹介しながら、

「聞こえない・聞こえにくい」側

の視点で「ユニバーサルデザイン」

について考え、伝える。 

 

【37 教育】 
371-ﾐ 夜回り先生いじめを断つ
水谷修著  日本評論社  

いじめとはいったい何か、なぜ

いじめが発生するのか、家庭や学

校でどう対処すればいいのか。多

くの問題を抱える子どもたちとと

もに生きてきた著者が、日本中の

学校からいじめをなくす知恵と対

策を伝授。 

 

379-ｽ 子どもの心のコーチン
グ 一人で考え、一人でできる子
の育て方  菅原裕子著 PHP研
究所 
子どもの内なる能力を引き出すコ

ーチング法を紹介。 

 

【39 軍事】 
392-ﾊ 日本は戦争をするのか 
集団的自衛権と自衛隊  
半田滋著  岩波新書 
安倍晋三総理の悲願といわれる

集団的自衛権。政府で何が議論さ

れているのか。自衛隊はどう受け

止めているのか。安倍政権が憲法

九条を変更する「様子を具体的に

分析。 

 

【４自然科学】 
404-ｺ 理系あるある  
小谷太郎著 幻冬舎新書 
理系の人の「あるある」な行動

や習性を集め、その背後の科学的

論理をやさしく解説。科学の知識

が身につき、謎多き理系の人々へ

の親しみが増す一冊。 

 

【46 生物学】 
460-ｷ   極限生物摩訶 
ふしぎ図鑑 乾燥・高温・極寒・
高山に生息する生きものたち  
北村雄一絵と文 保育社 
「水がない」「暑い」「寒い」「空

気が薄い」…。なんでまた、そん

なところで生きてるの !? 極限の

環境に生息する生きもの・植物の

特徴や習性をイラストと紹介。 

460-ﾅ 生命とは何だろう?  
長沼毅著 集英社インターナショナル 

最初の生命はどこで生まれたの

か、進化とはどのような理論なの

か、生命を人工的に創りだすこと

は可能なのか、そもそも生命の本

質とは何なのか…。極限環境の生

物を研究する著者が、生命に関す

る様々な謎を解説。 読書感想

文・課題図書 

 

【48 動物】 
481-ｷ 深海魚摩訶ふしぎ図鑑 
北村雄一絵と文 保育社  

寒く、暗く、餌の乏しい世界、

深海。そんな厳しい環境に対応し

て進化してきた深海魚たちの摩訶

ふしぎな生態を、楽しく解説する。 

 

481-ｷ 忍者生物摩訶ふしぎ図鑑 

隠れ蓑・成りすまし・待ち伏せ・びっくり

忍法を使う生きものたち  
北村雄一絵と文 保育社 
「消えた?」「突然現れた?」「思

わぬ待ち伏せ!」「ワナを仕掛ける?」 

忍者のようにふしぎな技をもつ生

物たちをイラストとともに紹介。 

 
486-ﾐ 昆虫摩訶ふしぎ図鑑 
見山博絵と文 保育社  

身近な昆虫たちに隠されたさま

ざまな摩訶不思議。漫画家＆昆虫

採集家＆昆虫画家の著者だからこ

そ描けた、昆虫への愛あふれる書。 

 

【49 医学】 
490-ｱ 14 歳からわかる生命倫
理 雨宮処凛著 河出書房新社 
安楽死・尊厳死、出生前診断、

代理出産、臓器売買、デザイナー

ベビー…。技術の進歩で広がる「命

の格差」と「選別」。命を巡る難問

をやさしく読み解く。生命倫理を

正しく理解するための法律ガイド

も掲載。 

 

491-ｻ 面白くて眠れなくなる人体 
坂井建雄著 PHP エディターズ・
グループ  

胃の容量はどれくらい? 鼻をつ

まむと味がわからなくなるのはな

ぜ? 男女の性別はどうやって決ま

る? 思わず誰かに話したくなる、

精緻で複雑な人体の謎を紹介する。 

 

493-ﾋ 子どものこころ百科  
東山紘久編   創元社  
幼児から思春期までを対象とし、

爪かみや吃音、夜尿、チック、虐

待、引きこもり、家庭内暴力、万

引き、いじめ、拒食・過食など、

現代の子ども達のこころの問題を

解説。 

 

493-ﾋ ネット依存症  
樋口進著 PHP新書 
日本で初めてとなる「ネット依

存治療専門外来」を開設した久里

浜医療センターの院長が、苦しむ

患者やその家族にわかりやすく解

説。最新情報や家族に伝えたいこ

ととはる。 

 

498-ﾁ 地域医療は、今  
地域医療振興協会編  
メディカルサイエンス社  

地域医療に従事する若い医師ら

が、診療所での日々の状況、地域

と密接に結び付いた診療活動など

を報告。また、変貌する日本の地

域医療の現状とその問題点も指摘

する。 

 

 

 

    
   



498-ﾑ 納得の老後  
日欧在宅ケア探訪  
村上紀美子著 岩波新書 

団塊世代の多くが 75 歳以上に

なる2025年。高齢でもひとりで、

自宅で医療や介護を利用しながら

暮らすには? 欧州各国の在宅ケア

の現場を訪問した著者が未来にい

かせる知恵を探るとともに、日本

各地の新たな実践を紹介。 

 

498-ﾑ 移植医療   
橳島次郎 ほか著 岩波新書 
日本の移植医療は、脳死論議ば

かりで、法整備がなされず、当事

者の保護が行き届かない面があっ

た。現実にどんな問題が起こった

か、海外ではどうか、より少ない

負担で医療を受けられるために考

えるべきことは。再生医療の展望

にもふれる。 

 

【５技術 工学】 
502-ｶ ホントにすごい !日本の
科学技術図鑑 未来を変える驚
異の先端科学技術を紹介  
川口友万監修 双葉社  

宇宙開発からロボット技術、次

世代エネルギー開発、最先端医療、

住宅建築まで、日本の科学技術の

現場を徹底取材。世界の産業を支

えるその実力を紹介する。 

 

514-ｶ 図解・首都高速の科学 
建設技術から渋滞判定のしくみまで 

川辺謙一著  講談社ブルーバ
ックス 
制約の多い都市部に建設するた

め、常に最先端の道路技術が導入

されてきた首都高速道路の建設・

運営・保守の舞台裏を余すところ

なく解説する。 

 

538-ﾏ トコトンやさしい宇宙ロケ
ットの本 第 2版 
的川泰宣著 日刊工業新聞社 
宇宙探査機もしくは人工衛星と

して宇宙へ飛んでゆくロケットの

基礎的な知識と理論を図で解説。 

 

547-ｸ メールはなぜ届くのか 
インターネットのしくみがよくわかる 
草野真一著 講談社ブルーバックス 

メールは相手に直接届くの?  

なぜ海外のウェブページを日本で

見られるの? メールやインターネ

ットに関する素朴な疑問を、専門

知識がなくてもわかるように解説。 

 

【596 料理】 
596-ｱ 本当においしく作れる人
気店のタイ・ベトナム・インド料理 
天野中 ほか著 世界文化社  

短時間で簡単に本場の味が作れ

るから、おもてなしにもぴったり。

タイ・ベトナム・インドの人気料

理の作り方を、名店のシェフが伝

授。 

 
596-ﾊ 世界のお弁当  
心をつなぐ味レシピ 55  

服部直美著 河出書房新社 
お弁当はその国の食文化を映し

出す鏡。世界 22 エリアのお弁当

の定番メニュー&レシピを紹介す

るほか、世界のお弁当事情を紹介。 

 

【６産業 商業】 
601-ｶ くまモン力  
人を惹きつける愛と魅力の秘密 
亀山早苗著 イースト・プレス 
「努力を惜しまない姿勢」「自分

のキャラを把握」「いつも上機嫌」

「素直な感情表現」「サービス精神」

「常に遊び心を持つ」。すばらしい

コミュニケーション力を持つ「く

まモン」の魅力を紹介する。 

 

602-ﾆ 日本の産業遺産図鑑 
これだけは見ておきたい  
二村悟著 小野吉彦写真 平凡社 

ものづくり日本を支えた、強く

て美しい「かたち」。富岡製糸場、

旧佐渡鉱山採鉱施設、軍艦島など、

いま見ておくべき全国の産業遺産

を、写真で解説。地方ごとに紹介

する。 

674-ｶ ビジュアルとキャッチで
魅せる POPの見本帳  

川俣綾加著  

エムディエヌコーポレーション 

POP 制作の参考になるよう、タ

ワーレコード、ヴィレッジヴァン

ガード、LUSH、成城石井など、

さまざまな業種の手書き POP を

写真で紹介する。POP の基本的な

知識や、有名店の担当者へのイン

タビューなども掲載。 

 
【７ 芸術 マンガ スポーツ】 

709-ﾏ まるごと日本の世界遺産 
増田明代著 講談社 
姫路城、原爆ドーム、小笠原諸

島、富士山…。日本にある世界遺

産全 17 件を完全解説。世界遺産

のなりたちや選ぶ基準、日本の世

界遺産の魅力、世界遺産の課題な

どを紹介。 

 

726-ﾐ水木しげる漫画大全集 
水木しげる著 講談社 
079 沖田総司他 付四コマ漫画   

『週刊実話』連載長編「沖田総

司」、短編、四コマ漫画などを収録。 
087 神秘家列伝 下 

2001 年〜2004 年『怪』連載

の柳田國男や泉鏡花などの伝記

「神秘家列伝」を収録。カラーイ

ラストや、玄侑宗久による解説。 

783-ﾅ  打てるもんなら打ってみろ! 

ダルビッシュ、田中、藤浪、松井、安

楽 速球王たちの甲子園伝説 

中村計著  講談社  

ダルビッシュ有、田中将大、藤

浪晋太郎、松井裕樹、安楽智大。

「気」の入った剛速球を投げる投

手たちに共通することとは? 5 人

の投手たちの甲子園伝説を紹介す

る。 

 

783-ﾏ エースの覚悟  
前田健太著 光文社 
カープ、そして日本のエースと

なった「マエケン」こと前田健太

の本格投球論。ストレートへのこ

だわり、スライダー中心の変化球

術、独自のトレーニング法、同世

代へのライバル心など、自らの“本

当の考え”を披露する。 

 

809-ﾆ 誰でもできるディベート
入門講座 ビジネス・コミュニケー
ションを活性化させる技術  
西部直樹著 ぱる出版  

議論のための議論はもうたくさ

ん。「言い負かす」ことが目的では

なく、意義あるビジネス・コミュ

ニケーションを成立させることが

重要。ディベートの基本から議論

の具体的な展開方法までを解説。 

 

816-ﾖ 話は 5 行でまとめなさ
い 書く・話す・要約するすべてに
使える必勝のストラクチャー  
横江公美著 ビジネス社 
リサーチし、3 つにグルーピン

グしたのちに本文に取りかかるだ

けで、誰でもかならず伝わる文章

が書ける! 実際に文書をつくって

いく手順に沿って、文章の基本構

造、書き出しのコツ、説得力をも

たせる方法などを解説する。 

＊この夏、英語を頑張る人へ＊ 

830-ｻ 英語が面白くなる 
東大のディープな英語  

佐藤ヒロシ著 KADOKAWA 
東大の英語入試問題は、多方面

から学生の英語力を測ろうと工夫

されている良質の問題ばかり。東

大の英語入試問題を通して、正し

い英語の読み方を探る。 

 

英語で物語を読もう！CD 付 
831-ﾐ 銀河鉄道の夜 TOEIC
テスト 350点以上  
宮沢賢治著 とよざきようこ訳 ス
テュウット ヴァーナム‐アットキン
訳 松澤喜好監修 IBC パブリッシ
ング  
 
831-ﾓ 赤毛のアン TOEIC テ
スト 400点以上 L.M.モンゴメ
リ著 ザンティ・スミス・セラフィンリ
ライト 松澤喜好監修 
IBCパブリッシング  

 

837-ﾆ 日本昔話  1  Level 
1(1000‐word) 桃太郎ほか 
カルラ・ヴァレンタイン[訳]著 IBC
パブリッシング  
 
837-ﾊ 怪談-日本の奇妙な話 
Level 3(1600‐word)  
ラフカディオ・ハーン著  
IBCパブリッシング  
 
836-ｾ ネイティブに伝わる「シ
ンプル英作文」 デイビッド・セイン
著 森田修著   筑摩書房 
ネイティブならではのニュアン

スの使い分けを理解できれば、中

学・高校で習うレベルの英語でこ

んなに通じる! 文法、語法のカン

どころを押さえつつ、コミュニケ

ーションのための英作文術を伝授。 

 



837-ﾐ シンプル英語フレーズ
2000 何でも英語で言ってみる! 
光藤京子著 高橋書店  
海外で英語を話すときや、日本

で外国人とコミュニケーションを

とる際に役立つ便利なフレーズ集。

あいさつや自己紹介から、文化を

伝えるための表現まで幅広く掲載。

フレーズを日本語、英語の順で収

録した CD付。 

 

【９１ 日本文学 短歌】 
910-ｶ 平安女子の楽しい!生活 

川村裕子著 岩波ジュニア新書 

おしゃれに恋バナ、占いや進路

…。平安時代の女子たちも、現代

の女子と同じように、楽しみ、悩

みながら生きていた。古典を読む

のに必要な、インテリア&ファッ

ション用語、恋のお作法の基本に

ついて解説する。 

 

911-ﾎ 君になりたい 恋の短歌 
穂村弘編 後藤貴志絵 岩崎書店 

はい、あたし生まれ変わったら

君になりたいくらいに君が好きで

す 観覧車回れよ回れ想ひ出は君

には一日我には一生 与謝野晶子、

北原白秋らが詠んだ恋の短歌を

14 首収録。矢印をめくると広が

る素朴な絵を添える。 

 

911-ﾎ ぺったんぺったん白鳥
がくる 動物の短歌  
穂村弘編 青山明弘絵 岩崎書店 

金色のちひさき鳥のかたちして

銀杏ちるなり夕日の岡に 「もうい

やだ俺はペリカン便に行く」クロ

ネコヤマト倉庫の壁に 与謝野晶

子、斎藤茂吉らが詠んだ動物の短

歌を 14 首収録。矢印をめくると

広がる素朴な絵を添える。 

 

【913 日本の小説】 
913-ｲ 憲法が教えてくれたこ
と その女子高生の日々が輝きだ
した理由  

伊藤真著 幻冬舎ルネッサンス 
学校の規則や地域の条例、生活

保護、リストラ、えん罪、原発…。

じつは、私たちの暮らしにはすべ

て憲法が関わっている! 高校駅伝

の女子部員が憲法と出あい、仲間

と全国大会を目指す青春小説。 

 

913-ｵ セブンティーン・ガール
ズ  
大島真寿美ほか著 角川文庫 
１７歳の１年は、大人と子ども

の狭間で、バランスの悪さに悩ん

だり、はじめての気持ちを味わっ

たり。 

思春期女子が主人公の物語を厳

選。大島真寿美、豊島ミホ、中田

永一、宮下奈都、森絵都の作品の

傑作。 

 
913-ｶ アヴェ・マリアのヴァイオ
リン  香川宜子著 KADOKAWA 
板東俘虜収容所、アウシュヴィ

ッツ、そして 21 世紀の日本。時

を超え、ふたりの少女を音楽が結

びつけた…。戦火をくぐり、数奇

な運命に翻弄された一丁のヴァイ

オリンが生み出す感動の物語。 
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913-ｷ 恋する創薬研究室  
片思い、ウイルス、ときどき密室 
喜多喜久著 幻冬舎 
帝國薬科大学創薬科学科・修士

2 年生の伊野瀬花奈はミスばかり

してる大学生。イケメン助教・北

条智輝への想いを叶えようと奮闘

するが…。 

 

913-ｸ 限界集落株式会社 
黒野伸一著 小学館文庫 
起業のため会社を辞めた多岐川

が訪れた故郷は、限界集落だった。

彼は故郷を再生するため、仲間(?)

たちと立ち上がる! 日本の社会不

安を一掃する地域活性策が小説に。 

 

★913-ﾀ  みをつくし料理帖 
高田郁著  ハルキ文庫 
７巻 美雪晴れ  
８巻 夏天の虹 
９巻 残月  
料理だけが自分の仕合わせへの

道筋と定めた澪の奮闘と、それを

囲む人々の人情が織りなす、時代

小説シリーズ。 

 

913-ﾋ ごめん  
ひこ・田中著 福音館書店 
小学校 6年生の男の子に突然訪

れた性のめざめと初恋。ままなら

ない心と体に戸惑う少年の、甘酸

っぱく、気恥ずかしく、でも不思

議にすがすがしい日々を描く。 

 

913-ﾋ お引越し 
ひこ・田中著  
福音館書店 
11 歳の女の子・レンコを

通して描かれる親の離婚、

そして親子の自立を描く。 

 

 

913-ﾏ  わからん薬学事始  
1～３ まはら三桃著 大野八生
装画・本文イラスト 講談社  

久寿理島で採れる材料を使った

薬の製造を生業とする女子直系一

族「久寿理島製薬」に突然生まれ

た草太は、15歳になったある日、

島の運命を背負って、東京の私立

和漢学園へと旅立つ。薬学青春小

説 

 

913-ﾑ お任せ!数学屋さん  
向井湘吾著 ポプラ社 
「数学で世界を救うこと」が将

来の夢だと語る不思議な転校生・

宙が、悩みを数学の力で解決する

「数学屋」を開店。数学が苦手な

遙も店の手伝いをはじめるが、数

学では解けそうにない「人の感情」

という超難問にぶつかり…。 

 
913-ﾓ クラスメイツ 前期・後期 
森絵都著 偕成社 
中学生になったら、変わりたい

って、思ってたんだ-。1 年 A 組

24 人のクラスメイトたちそれぞ

れを主人公に、1 年間を通して変

化していく関係や、つみかさなる

思いを描く、中学生群像物語。 

 

★913-ﾔ 虎と月  
柳広司著 文春文庫 
父は虎になった。幼いぼくと母

を残して。父がどうして虎になっ

たのかを知りたい。それが波瀾万

丈にして、不思議な旅の始まりだ

った…。中島敦「山月記」を、大

胆な解釈で生まれ変わらせた新感

覚ミステリ。 

 
913-ﾖ 満願  
米澤穂信著 新潮社  

人を殺め、静かに刑期を終えた

妻の本当の動機とは-。表題作をは

じめ、交番勤務の警官や在外ビジ

ネスマンなどが遭遇する 6つの奇

妙な事件を描いたミステリ短編集。 

 

【914 ｴｯｾｲ】 
914-ｶ 下りのなかで上りを生き
る 「不可能」の時に「可能」を見
つけろ 鎌田實著 ポプラ新書 
上り坂を生きる思想は、もう古

い。ゆるやかな下り坂にある日本

で、個人も社会も幸福になるため

に、今こそ目指すべき「新しい人

間」とは何か? 「楽観力」「見透か

す力」など、生き抜くために必要

な 6 つの力について語る。 

 

【933  英米小説】 
933-ｳ 路上のストライカー  
マイケル・ウィリアムズ作 さくまゆ
みこ訳 岩波書店 
虐殺を生きのびたデオは、南ア

フリカを目指す。ところが苦難の

果てに待っていたのは、外国人で

ある自分たちに向けられる憎しみ

とおそれだった。過酷な運命に翻

弄されながらも、デオはサッカー

で人生を切り開いていく…。 
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933-ﾛ 思い出のマーニー上・下 
ジョーン・ロビンソン作  
松野正子訳 岩波書店 
養い親のもとを離れ、海辺の村

の老夫婦にあずけられた少女アン

ナ。孤独なアンナは、同い年の不

思議な少女マーニーと友だちにな

り、毎日二人で遊びます。ところ

が、村人はだれもマーニーのこと

を知らないのでした。新版。ドラ

マチックな体験をした思春期の少

女の物語。ジブリ映画の原作！ 
 

   
  

よい夏休みを！ 

 


