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雨が染みこむように、ココロにじわっと 

県総体、お疲れ様でした。結果はぞれぞれだと思います。次の行動も人それぞれです。部活動も勉強

も毎日の生活も「誰のために、なぜやるのか」を考えて行動してほしいです。してきたことは自分にか

えってきます。読書も一緒です。読んだものが、あなたの知識や感情の層をつくっていきます。

まいた種や植えた苗が雨の恵みで成長するように、あなたの知的好奇心やココロなど、いろんなトコ

ロに栄養がじわっと染みて成長することを祈っています。（ｂｙ司書） 

＊    ガラスケース＊＊水も滴る素敵な本大集合！＊＊ 

うっとうしい季節だけど、梅雨の楽しみ方を紹介します！ 

館内＊＊18 歳選挙権コーナー＊＊ 

  7月の参議院選挙に投票するあなた、そしてまだだけど心の準備を 

しておきたい人はぜひ！ 

カウンター＊＊祝日本遺産認定「出雲國たたら風土記」＊＊ 

今年 4月に認定された「出雲國たたら風土記」関連の新聞記事や本を紹介。 

 

【郷土資料】095.6-ｻ  鉄のまほろば 
山陰たたらの里を訪ねて  

山陰中央新報社 編 山陰中央新報社 
今年４月に日本遺産に認定された「出雲國

たたら風土記―鉄づくり千年が生んだ物語」。
記者とカメラマンが雲南市、安来市、奥出雲
町はじめ石見地方、中国山地の各地を訪ねて
綴った山陰中央新報紙面連載企画「鉄のまほ
ろば（素晴らしい場所を意味する古語）」を
単行本化。 
 
【３ 社会科学 31政治 369震災・福祉】 
304-ｲ-7  知らないと恥をかく世界の大問
題 7 池上彰 著 角川新書  
アメリカが２０世紀の覇権国の座からお

り内向きになったのを見計らい、かつての大
国が新しい形の帝国主義を推し進める。難民
問題、ＩＳ、リーダーの暴走…新たな衝突の
種が世界中に。世界のいまを池上彰が解説。 
 
312-ｲ 18歳からの民主主義 
岩波新書編集部 編 岩波新書 
問題山積みの日本社会。今日のあなたの１

票が、もしかしたら明日を変えるかもしれな
い。ミンシュシュギって何？選挙って、何の
ためにあるの？ゼロからわかるポイントを、
その道の達人たちが、的を絞ってやさしく解
説。 
 
369-ｲ-2016 3.11 を心に刻んで 2016
岩波書店編集部 編 岩波ブックレット 

１７０名を超える筆者により毎月書き継
がれてきたウェブ連載「３．１１を心に刻ん
で」。本書は第５期と初号からの全執筆者一
覧、および被災地の現在を伝え続ける河北新
報社によるレポートなど、この５年間の被災
地の歩みを振り返る年譜を特別収録。 
 
369-ﾊ ご飯が食べられなくなったらどうし
ますか? 永源寺の地域まるごとケア 
花戸貴司 文 ; 國森康弘 写真 
農山漁村文化協会  
人生の最終章を迎えようとした時、どのよ

うな治療が受けたいか、どこで生活したいか。
意志を表明しておくことで超高齢化社会の
中で安心して生活して行くことができる。そ
んな生きた方のモデルケースを地域で見守
る医師が紹介。 
 
【教育】371-ｶ 保健室の恋バナ+α  
金子由美子 著 岩波ジュニア新書 
思春期の恋はウキウキ以上に、とまどいも

多い。１０代の「性と愛」、そして「ココロ
とカラダ」はどうあるべきか。いい関係を保
つにはどうしたらいいのか。保健室で長年、
中学生と向き合ってきた著者が十人十色の
恋バナのエピソードをふまえてあなたの悩
みに答えます。 
 
【医学】494-ｱ  あきらめない心  

心臓外科医は命をつなぐ  
天野篤 著 新潮文庫  

あきらめは患者の死、だから絶対に負け 
られない。３０年にわたり７０００人を超え
る命を救った心臓外科医が、難局に挑み続け
た半生と、医療安全への揺るがぬ決意を語る。 
 
【５工学・技術】 
501-ｴ データでわかる世界と日本のエ
ネルギー大転換  
レスター・R.ブラウン, 枝廣淳子 著  
岩波ブックレット  
気候変動が制御不能になるのが先か、新し

いエネルギー経済が主流になるのが先か―。
今、世界は全速力で化石燃料から再生可能エ
ネルギーへ変わろうとしている。環境問題の
スペシャリストたちデがータとグラフを織
り交ぜながら、世界と日本の現状と未来をコ
ンパクトに紹介する緊急リポート。 
 
501-ｵ 生命デザイン学入門 
小川(西秋)葉子 太田邦史 編著 
岩波ジュニア新書  
多様な環境を生きぬく力をもつ生命のデ

ザインを社会に適用する新しい学問が、生命
デザイン学。コミュニケーション空間、空気
と雰囲気、予測手法などのデザイン分野での
展開がいまおもしろい。 
 
【59 家庭科】 
590-ﾎ 人生の答えは家庭科に聞け! 
堀内かおる ほか 著 岩波ジュニア新書 
「人生の様々な場面で高校生やその家族た
ちが抱える悩みや問題を漫画で表し、それら
を受けて家庭科のプロが生きるヒントや多
様な視点をアドバイス。ＮＨＫ高校講座「家
庭総合」から生まれた、人生の決断を豊かに
してくれる一冊。 
 
 

【726 マンガ  76音楽】 
726-ﾐ-038 水木しげる漫画大全集 
水木しげる 著 講談社  
 
764-ｵ 吹部ノート 全日本吹奏楽コンク
ールへと綴られた想いひたむきな高校生の
成長を追いかける 
オザワ部長 著 ベストセラーズ  
「吹奏楽の甲子園」と呼ばれる全日本吹奏

楽コンクール。全国大会金賞を目指し、日々
厳しい練習に励む部員たちが綴ったノート
にはどんな想いがこめられているのか。強豪
校を中心に 4 月から 11 月に開催される全
国大会までを取材。出雲高校が掲載。 

 
【英語】834-ｱ 国際情勢に強くなる英
語キーワード  
明石和康 著 岩波ジュニア新書 
グローバル化がますます進むなか、海外の

ニュースを読んだり、英語でコミュニケーシ
ョンをはかるうえでニュース英語の基礎知
識は不可欠。米大統領選挙、対テロ戦争、Ｉ
Ｓ、ＣＯＰなどの重要キーワードを、国際情
勢の文脈のなかでわかりやすく解説。 
 
【913 日本の小説】 
913-ｱ 一年四組の窓から  
あさのあつこ 著 光文社文庫  
転校で中学校になじめない杏里は、使われ

なくなった教室『１‐４』に入り、市居一真
と出会う。一真は、杏里に絵のモデルになっ
て欲しいと頼む。杏里、一真、そして、かけ
がえのない友だちと家族。悩みながらも成長
する十四歳を描いた、青春傑作小説。 
 
 
 
 

カブト虫の幼虫たちがさなぎになりました。 
さなぎの様子が観察できます。 

月末には成虫になって出てくるはずです。 
 



913-ｵ 僕は何度でも、きみに初めての
恋をする。  
沖田円 著  スターツ出版文庫 
高１女子のセイは、ある日、カメラを構え

た少年ハナに写真を撮られる。優しく不思議
な雰囲気のハナに惹かれ、以来セイは毎日の
ように会いに行くが、実は彼の記憶が１日し
かもたないことを知る。それぞれが抱える痛
みや苦しみを分かち合っていくふたり。しか
し、逃れられない過酷な現実が待ち受けて…。 

 
913-ｶ 春へつづく  
加藤千恵 著 ポプラ文庫ピュアフル  
卒業式の朝だけ、願い事を叶えてくれる

“あかずの教室”の扉がひらく！不思議なジ
ンクスを巡り、ひそやかに交錯する八つの願
いが行き着く先に見える風景とは―。今だけ
しかいられないこの場所、この瞬間の切なる
想いと記憶とを描き出す連作短編集。 
 
913-ｶ 東京帝大叡古(えーこ)教授 
門井慶喜 著 小学館文庫 
物語の主人公・宇野辺叡古（うのべえーこ）

は、東京帝国大学法科大学の教授は “知の
巨人”。その知の巨人が、連続殺人事件に遭
遇。時代は明治。殺されたのは帝大の教授た
ち。容疑者は夏目漱石！？日本初！文系の天
才博士が事件を解決。ドラマの原作。 
 
913-ｷ ヒーローズ〈株〉!!!  
北川恵海 著 メディアワークス文庫 
コンビニ店員の修司・２６歳は、ある日、

借りのある同僚から『ヒーローはキミだ！』
という胡散臭い求人広告のアルバイトを持
ちかけられた。いきなり任された仕事は、今
をときめく人気漫画家の“お守り”？わけが
わからないながらも真面目に仕事をこなす
修司は、次第に信頼を得るように。しかし、
そんな修司の前に過去のトラウマが―。 
 
913-ｼ たんぽぽ団地  
重松清 著 新潮社  
元子役の映画監督・小松亘氏は週刊誌のイ

ンタビューで、かつて主人公として出演した
ドラマのロケ地だった団地の取り壊しと、団
地に最後の一花を咲かせるため「たんぽぽプ
ロジェクト」が立ち上がったことを知る。そ

の代表者は初恋の相手だった……。あの頃を
信じる思いが、奇跡を起こす。 
 
913-ｼ ふたえ  
白河三兎 著 祥伝社  
ドン臭い「ノロ子」、とにかく地味な「ジ

ミー」、将棋命の「劣化版」、影の薄い「美白」、
不気味な「タロットオタク」、一匹狼の手代
木麗華を寄せ集めた修学旅行の「ぼっち班」。
問題児・手代木に振り回されるうちに、「ぼ
っち」たちは青春をかけて走り出していた！
切ない真実がラストで明かされたとき、この
物語はまったく新しい物語に生まれ変わる。 
 
913-ｼ 小説言の葉の庭  
新海誠 著 角川文庫 
雨の朝、静かな庭で２人は出会った。靴職

人を志す高校生の孝雄と、謎めいた年上の女
性・雪野。迷いながらも前に進もうとする２
人は、どこへ足を踏み出すのか。劇場アニメ
ーション『言の葉の庭』を小説化。 
 
913-ｽ また、同じ夢を見ていた 
住野よる 著 双葉社  
きっと誰にでも「やり直したい」ことがあ

る。学校に友達がいない“私”が出会ったの
は手首に傷がある“南さん”とても格好いい
“アバズレさん”一人暮らしの“おばあちゃ
ん”そして、尻尾の短い“彼女”だった―。 
 
913-ｽ 雲は湧き、光あふれて 
須賀しのぶ 著 集英社文庫 
超高校級スラッガーの益岡が最後の甲子

園を前に故障した。監督は益岡を代打と代走
を用意。そんな理由で数少ない選手枠を奪っ
ていいのか？益岡との関係もギクシャクす
る中、ついに地方大会が始まって…。友情、
嫉妬、ライバル心、そして一体感。少年たち
の熱い夏を描いた高校野球小説集。 
 
913-ﾅ きみスキ 高校生たちのショート
ストーリーズ  
梨屋アリエ 著 ポプラ社  
好き、親友、無関心、苦手……誰が誰を？

７人の素直な気持ちが織りなす模様を描く。
どの子も応援したい、友だちが増えるような
１冊。 

913-ﾅ 君にさよならを言わない 
七月隆文 著 宝島社  
事故がきっかけで幽霊が見えるようにな

ったぼくは、六年前に死んだ初恋の幼馴染、
桃香と再会する。桃香の魂を救うため、ぼく
は六年前に交わした二人の約束を遂げる―。 
 
913-ﾅ 今日から仲居になります 
中居真麻 著 PHP研究所 
京都市内の会社で事務員として働く坂瀬

川虹子は、上司の送別会で訪れた老舗旅館の
サービスに心打たれ、虹子はそこで働くこと
を決意する。一筋縄ではいかないお客様たち
に接するなかで、虹子が見つけた「働くこと
の意味」とは。 
 
☆913-ﾆ  掟上今日子の婚姻届  
西尾維新 著 講談社 
忘却探偵・掟上今日子、「はじめて」の講

演会。壇上の今日子に投げかけられた危うい
恋の質問をきっかけに、隠館厄介は思わぬプ
ロポーズを受けることとなり…。美しき忘却
探偵は呪われた結婚を阻止できるのか！？ 
 
913-ﾊ つくもがみ、遊ぼうよ 
畠中恵 著 角川文庫 
江戸は深川の古道具屋兼損料屋「出雲屋」
を舞台に古道具に宿るつくもがみとんちゃ
な子供たちとの交流えを成長と、次々と起こ
る謎や怪異を描く、温かなファンタジー。 
 
913-ﾋ キッチン戦争  
樋口直哉 著 講談社  
ある日、フレンチ・レストランのオーナー

に呼ばれた滝沢葉月は、応募していない自分
が高名な料理コンクールの一次予選に通過
したことを知らされる！？オーナーは「女性
のシェフが活躍する世界をつくりたい！」と
いう熱い思いを語るが…。その日から、滝沢
葉月の格闘が始まった！最高に「美味しい」
料理小説の誕生！ 
 
913-ﾋ コンビニ夢物語  
姫井由美子 著 KADOKAWA 
長い間故郷に戻ってきていなかった幸一

が父の病気をきっかけに戻り、突然、父の酒
店をコンビニに改装したいという驚きの提

案をする。幸一の言葉に半信半疑だった周囲
の人も、次第に彼の熱意に気持ちが動かされ
―。コンビニの実態を知り尽くした著者が描
く、田舎町に起こった奇跡の物語！ 
 
913-ﾏ 島燃ゆ 隠岐騒動  
松本侑子 著 光文社 
日本海の隠岐島。尊王攘夷派の若き庄屋・

井上甃介は、幕末、農民三千人を集めて武装
蜂起。幕府寄りの松江藩を島から追放し、世
界初の自治政府を立てた。王政復古と維新に、
夢をかけた男たち。大いなる志を胸に闘い、
倒れた若き志士たちの青春と復讐、再起を描
く、激動の幕末維新ロマン！ 
 
913-ﾐ 江ノ島西浦写真館  
三上延 著 光文社  
祖母の遺品整理のため「江ノ島西浦写真館」

を訪れた孫の桂木繭。その写真館は、館主の
死により幕を閉じた。そこには注文したまま
誰も受け取りに来ない、どこかいびつな「未
渡し写真」の詰まった缶があり、写真の謎を
解き、注文主に返していくが―。 
 
913-ﾐ サファイア  
湊かなえ著 ハルキ文庫 
「二十歳の誕生日プレゼントには、指輪が

欲しいな」。わたしは恋人に人生初のおねだ
りをした…（「サファイア」より）。人間の摩
訶不思議で切ない出逢いと別れを、己の罪悪
と愛と夢を描いた傑作短篇集。 
 
913-ﾔ 奥の奥の森の奥に、いる。 
山田悠介 著 幻冬舎文庫 
政府がひた隠す悪魔村。ここで育つ少年は

１５歳で“悪魔を発症”し、ほとんどが「使
えない」と殺されてしまう。少年メロは仲間
と逃げ出すが、大好きな友が次々と、魂を喰
う邪悪な姿に…。ついにメロの体にも前兆
が！それでも愛する少女を守り続けるが―。
悲しき運命と戦う少年たちの物語。 
 
☆913-ﾕ  この涙が枯れるまで 
ゆき 著 スターツ出版  
涙がつきはてるまで人を愛せますか？高

２の現役女子高生が書いた長編純愛小説！
第１回日本ケータイ小説大賞優秀賞作品。 


