
 

【学習】002-ｳ 学ぶということ  
内田樹ほか著 筑摩書房  

厳しい時代にこそ大切な学び続ける力と

は受験突破だけが目標じゃない。学び、考え

続ければ鉄の扉が開くこともある。変化の激

しい時代を生きる若い人たちへ、学びの達人

が伝える、心に響くメッセージ。 

 
【郷土】092.9-ﾉ どこにでも神様  

知られざる出雲世界をあるく 
野村進 著 新潮社  

紅白歌合戦より人気の神楽、「荒神様有」

と記された不動産広告、神話を信じて卵を食

べない町や、「妖怪さん」のおかげで栄える

町。出雲・石見・境港。ここでは折々の暮ら

しのなかで「神様」が顔を出す―。とってお

きの話と出会いから見えてくる縁の不思議、

心にしみる生き方、意外なしたたかさとは。

目に見えない世界の奥深さが思いがけない

感動を呼ぶ一冊。 

 

【１５ 倫理学】 
151-ﾓ 幸福とは何か  

思考実験で学ぶ倫理学入門  
森村進 著 筑摩書房  
幸福とは何か。私たちはなんのために生き

ているのか―誰もが一度は心をつかまれる

この問題を手がかりに、「世界」と「自分」

との位置関係の読み解き方を学んでみよう。

たくさんの思考実験と練習問題を通して、自

分の頭で考える力が身につく倫理学入門。 

 

159-ｺ 目標は小さければ小さいほどいい 
児玉光雄 著 河出書房新社 
筋トレやダイエット、貯金が続かない…気

が重いことは、つい先延ばし…仕事だけの毎

日で、自分磨きはおろそか…「目標」をダウ

ンサイジングするだけで、すべてが解決！た

やすい日課を定着させるだけで人生に奇跡

が起こる！続かない自分を本気で変えたい

人のかんたんメソッド！ 

 

【歴史】204-ﾉ 歴史の読み方  
野家啓一ほか 著 筑摩書房 
なぜ産業革命が起こったのか？３・１１は

何を残したのか？「憲法」はどうやってでき

て、なぜ改正されようとしているのか―人類

の歴史は、まだまだ謎に満ちている。過去の

歩みの本当の読み解きかたを先達に学び、自

分たちの手で新たな時代をつくっていこう。 

 
【地理】297-ｶ 極夜行  
角幡唯介 著 文藝春秋  
ひとり極夜を旅して、四ヵ月ぶりに太陽を

見た。まったく、すべてが想定外だった―。

太陽が昇らない冬の北極を、一頭の犬ととも

に命懸けで体感した探検家の記録。 

 

304-ﾌﾞ 文藝春秋オピニオン 2019 年の
論点 100  文藝春秋  
 

【憲法】323-ｱ憲法カフェで語ろう 9条・自
衛隊・加憲 憲法カフェへようこそ 2 
あすわか, 柳澤協二 編著 かもがわ出版 
「憲法カフェ」で知る→考える→語る。元

防衛官僚の柳澤協二さんと今回は、「とこと

ん平和主義！」憲法ってなに？というおさら

いから、９条に自衛隊を書き加える、とはど

ういう意味があるのか―まで。 

 

【社会】361-ﾎ ゆるいつながり 
 協調性ではなく、共感性でつながる時代 
本田直之 著 朝日新聞出版  

普通の人がＳＮＳで一躍有名人になり、自

分の世界を広げる一方、どんなに頑張っても

つながりを広げられない人がいる―「つなが

り格差」はますます広まっていく時代に、お

互いに高められる仲間と“共感”で「ゆるく」

つながるには。世界を切り開くための新時代

の人間関係のあり方を読みとく。 

 

【367青少年問題】 
367-ｲ ルポひきこもり未満 

 レールから外れた人たち 
池上正樹 著 集英社  

年齢も立場も、きっかけも様々な彼らに共

通するのは、社会から隔絶されて行き場を失

ってしまった現状である。たまたま不幸だっ

たから？性格がそうさせているから？否。決

して他人事ではない「社会的孤立者」たちの

状況を、寄り添いながら詳細にリポート。 

 

367-ｼ ヤングケアラー  
介護を担う子ども・若者の現実 

澁谷智子 著 中央公論新社 
超高齢社会を迎え、介護を担う若い層も増

えているが、その影響は彼らの学業や日常生

活にも及んでいる。現状について、調査デー

タ、当事者の声、海外の事例、現在の取り組

みを紹介。周囲に相談できず孤立したり、進

路の選択を左右されたりする状況といかに

向き合うべきかを考える。人口減少時代の家

族のあり方とケアの今後を問う一冊。 

 
【３６９社会福祉】 
369-ｱ 子どもの貧困と食格差  

お腹いっぱい食べさせたい  
阿部彩,ほか編著 大月書店  
栄養学的調査から、子どもの食格差と健康

格差の実態を提示。ＮＰＯや自治体での子ど

もの「食」に関わる取り組みも紹介しつつ、

全ての学校での完全な給食の実施を訴える。 

 

369-ﾆ なぜ、わが子を棄てるのか  
「赤ちゃんポスト」10年の真実  

NHK取材班 著  NHK出版  

親が育てられない子どもを保護する場所

として、一民間病院によって 2007 年に開

設された赤ちゃんポスト。倫理観・責任感の

欠如ともいえる預け入れがある一方で、出産

や子育てに問題を抱え、追い詰められた母親

たちを救ってきた。なぜ育児放棄、児童遺棄

はなくならないのか。現代の日本が抱える複

数の課題を浮き彫りにしていく。 

冬休みに読む本、探しに来ませんか❤ 

あと 10日で冬休み。楽しみですね。クリスマスに大掃除、お正月 とやることや楽し

みなことがいっぱいの冬休みですが、ぜひ読書も楽しんでください。冬休みに読んでほし

いおすすめの新刊をたくさん用意しました。手に取ってみてくださいね。 

来週には図書委員会版図書館だよりも発行します。18日のクリスマス会もぜひ参加

してくださいね。図書委員みんなで頑張りますので、お楽しみに。 

では、よいお年を迎えてください。亥年もどうぞよろしくお願いします。 ｂｙ司書 
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【防災】369-ｼﾞ自衛隊防災 BOOK 自衛隊 
マガジンハウス  
いざというときに私たちを助けてくれる

危機管理のプロ・自衛隊のノウハウを初公

開！災害時のトラブルに対処するさまざま

なテクニックやアイデア。この中から私たち

でも簡単に取り入れることのできる、ピンチ

に役立つノウハウをピックアップ。 

 
【４９医学】 
491-ﾔ 人体の限界  
人はどこまで耐えられるのか人の能力はど
こまで伸ばせるのか 
山﨑昌廣 著 SB クリエイティブ 
生理学、心理学、運動学、生物学、物理学、

化学、栄養学などの観点から、人体の限界を

図解イラストで解説。人体の限界を知り、健

康的な生活を送るための科学教養書。 
 

495-ｺ 国境なき助産師が行く  
難民救助の活動から見えてきたこと  

小島毬奈 著 筑摩書房 
貧困、病気、教育の不足、女性の地位の低

さ、レイプなど、難民の現実は厳しい！ 救

助現場で働く大変さと魅力をぜひ伝えたい。 

でも、また行きたくなる不思議な魅力がある。

日本と世界の見方が変わる。 

 

498-ﾋ 持続可能な医療  
超高齢化時代の科学・公共性・死生観 

広井良典 著 筑摩書房  

高齢化の急速な進展の中で、日本の医療費

はすでに年間４０数兆円を超え、さらに着実

に増加している。一方、私たちは医療や社会

保障に必要な負担を忌避し、1000 兆円に

及ぶ借金を将来世代にツケ回ししつつある。

持続可能な医療そして社会を構想するため

の思想と道筋を明快かつトータルに示す。 

 
【動物】645-ﾌ 犬房女子  
犬猫殺処分施設で働くということ 

藤崎童士 著 大月書店 

２０１３年春、動物愛護法改正に伴い、熊

本県動物管理センターで働き始めた玲と和

美。ガス室での殺処分が漫然と続く職場で、

１匹でも多く犬猫たちを救おう、せめて環境

を改善しようと奮闘する２人だが。殺処分す

る職場のリアルを描いたノンフィクショ

ン！ 

 

【７２６ マンガ 絵本】 
726-ｱ-18 この音とまれ! 18 
アミュー 著 集英社  

 
726-ｽ-40 ちはやふる 40 
末次由紀 著 講談社  
東西挑戦者決定戦、ついに決着！ 青春を

かけた戦いの末に彼らが見たものとは?! 

 

726-ﾖ おしっこちょっぴりもれたろう  
ヨシタケシンスケ 作・絵 PHP研究所 
ぼくは、パンツにおしっこがちょっぴりも

れちゃうから、いつもお母さんに怒られる。

でも、いいじゃないか。ちょっぴりなんだか

ら。 

 

【演劇】775-ﾎ 演劇プロデューサーと
いう仕事 「第三舞台」「劇団☆新感線」は
なぜヒットしたのか  
細川展裕 著 小学館 

大阪のローカル学生劇団は、なぜ 70 万人

興行のエンタメ集団に化けたのか――。小劇

場ブームを牽引した「第三舞台」出身で、現

在は「劇団☆新感線」の快進撃を支える演劇

プロデューサー・細川展裕による自叙伝。 

 

【言葉】809-ﾋ 論理的にプレゼンする技術  
聴き手の記憶に残る話し方の極意 

平林純 著  SB クリエイティブ  

理系、文系を問わず、なにかを提案するに

はプレゼンを避けて通れない。わかりやすい

プレゼン、説得力のあるプレゼンは、全社会

人の必須スキルといえる。本書では、「そも

そもよいプレゼンとはなにか？」といった基

礎のキソから、発表に臨む際の心構え、事前

準備、発表シナリオのつくり方、発表中の正

しい振る舞い、パワーポイントの効果的な使

い方、間の取り方、聞き手を飽きさせない技

術、質疑応答の上手な方法まで解説。 

 

【文学】901-ﾌ 小説は君のためにある  
よくわかる文学案内  

藤谷治 著 筑摩書房  
小説は、役に立つ。君の人生を共に考える

友だちになる。ほんとうに？なぜそんなこと

になるのか。小説だけがもつその特性を解き

明かしながらあたたかく懐深く誘う読書の

すすめ。 

 
【９１３ 日本の小説】 
913-ｱ ことことこーこ  
阿川佐和子 著 KADOKAWA 
結婚十年目に離婚し、老父母の暮らす実家

に戻った香子。フードコーディネーターとし

ての新たな人生を歩み出した矢先、母・琴子

に認知症の症状が現れはじめる。弟夫婦は頼

りにならず、仕事と介護を両立させようと覚

悟を決めるが…。年とともに変わりゆく親子

の関係を、ユーモアと人情たっぷりに描き出

す！ 

913-ｲ-3  下町ロケット  
3 ゴースト  4 ヤタガラス 
池井戸潤 著 小学館  

宇宙から人体へ。次なる部隊は大地。佃製

作所の新たな戦いの幕が上がる。挫折を味わ

ってもなお、前に進もうとする者たちの不屈

の闘志とプライドが胸を打つ！大人気シリ

ーズ第３、４弾！！ 

 

913-ｶ 探偵は教室にいない  
川澄浩平 著 東京創元社 
わたし、海砂真史には、ちょっと変わった

幼馴染みがいる。幼稚園の頃から妙に大人び

ていて頭の切れる子供だった彼とは、別々の

小学校に入って以来、長いこと会っていなか

った。変わった子だと思っていたけど、中学

生になってからは、どういう理由からか学校

にもあまり行っていないらしい。しかし、あ

る日わたしの許に届いた差出人不明のラブ

レターをめぐって、わたしと彼―鳥飼歩は、

九年ぶりに再会を果たす。日々のなかで出会

うささやかな謎を通して、少年少女が新たな

扉を開く瞬間を切り取った四つの物語。青春

ミステリの新たな書き手の登場に、選考委員

が満場一致で推した第２８回鮎川哲也賞受

賞作。 

 

913-ﾅ ダンデライオン  
中田永一 著 小学館  

11 歳の下野蓮司はある日、病院で目覚め

ると大人の姿になっていた。20 年の歳月が

流れていた。そこに恋人と名乗る西園小春が

姿を現す。子ども時代と大人時代の一日が交

換されたのだ、と彼女は話した。 一方、20

年後の蓮司は 11 歳の自分の体に送り込ま

れていた。ある目的を達成するために、彼は

急いでいた。残された時間は半日に満たない

ものだった--。 

 
913-ﾐ あの家に暮らす四人の女 
三浦しをん 著 中央公論新社 
ここは杉並の古びた洋館。父の行方を知ら

ない刺繍作家の佐知と気ままな母・鶴代、佐

知の友人の雪乃（毒舌）と多恵美（ダメ男に

甘い）の四人が暮らす。ストーカー男の闖入

に謎の老人・山田も馳せ参じ、今日も笑いと

珍事に事欠かない牧田家。ゆるやかに流れる

日々が、心に巣くった孤独をほぐす同居物語。

織田作之助賞受賞作。 

 

☆913-ﾑ コンビニたそがれ堂   
村山早紀 著 ポプラ社 
本当にほしいものがある人だけがたどり

着ける、不思議なコンビニたそがれ堂で起こ

る奇跡とは。シリーズをそろえました。 

奇跡の招待状 星に願いを 

空の童話 神無月のころ 
祝福の庭     小鳥の手紙 

 

913-ﾑ 源氏物語 つる花の結び 上・下 
紫式部原作 荻原規子 訳 理論社 


