
【159 生き方】 

159-ｶ どんなことからも立ち直れる人 

逆境をはね返す力「レジリエンス」の獲得法 

加藤諦三 著 PHP 研究所 

挫折や落ち込みから立ち直り、ポジティ

ブに生きられる人が共通して持っている能

力「レジリエンス」。彼らの実例を通して、

「自ら幸せを得る力」「自己肯定感」を身に

つける方法を易しく説く。

159-ｼ 志村流  

志村けん 著 三笠書房  

新型コロナウイルス感染症のため,3 月末

に亡くなった志村けんさんの本。金・ビジネ

ス・人生の成功哲学。昨日より今日は、いい

生活ができるかもしれない。いま、最も気に

なる男が語る「人生」「仕事」。 

159-ｼﾞ 多分そいつ、今ごろパフェとか食

ってるよ。  

Jam マンガ・文  サンクチュアリ出版 

人の何気ない言葉に傷ついていたとき、

友人に「多分そいつ、今ごろパフェとか食っ

てるよ。」と言われて、悩むのをやめちゃっ

た！ 嫌な気持ちを引きずらないための考

え方のコツを、ネコの４コママンガととも

に紹介。 

159-ﾅ 半沢直樹「倍返し」の心理学 ど

んな逆境にあっても、決して負けない強さ

の秘密  

内藤誼人 著  廣済堂出版 

他人の顔色をうかがうのはやめる、決め

つけて話す、相手をなるべく小さく見る、開

き直りの精神を持つ…。「折れない心」「めげ

ない精神力」を持つドラマの主人公・半沢直

樹のメンタルタフネス術を多数紹介。

159-ﾆ 泣いたあとは、新しい靴をはこう。 

10 代のどうでもよくない悩みに作家が言葉

で向き合ってみた  

日本ペンクラブ 編 ポプラ社

親友を裏切ってしまったけど、どうした

らいいですか？ 校則って理不尽じゃない

ですか？ 自分のこと、人間関係、将来…。

ティーンの悩みに、森絵都、冲方丁、俵万智

ら４４名の作家が本気で答える。 

【まちづくり】 

318-ﾖ  きみのまちに未来はあるか?  

｢根っこ｣から地域をつくる 

除本理史 著 佐無田光 著 岩波書店

地域づくりに必要なものとは？ 開発や

観光地化ではなく、その土地にある美しい

自然やまちなみ、伝統などの宝物＝「根っこ」

を育ててきた各地の地域づくりの事例や、

「地域と関わる」という新しいライフスタ

イルを紹介。 

【経済】338-ﾐ キャッシュレス生活、1年やって

みた 結局、どうするのが一番いいんです? 

美崎栄一郎 著 祥伝社  

キャッシュレスのビジネスモデルと裏側

の仕組みを知りたくて、２０１９年はキャ

ッシュレスで生活してみようと決意。現金

を使わない生活から、これからの日本のビ

ジネスの方向や現状のビジネスモデルの仕

組みを解説。 

【社会】361-ﾐ  コミュニケーションのモノサシ  

良い人間関係を手に入れる 12 のステップ 

三尾眞由美 著 同友館

モヤモヤした「気持ち」を変え、ミラクル

な人生を引き寄せる理論とスキルを、１２

のステップでわかりやすく解説。「傾聴」と

「アサーション」が身につく。拡大コピーし

て使えるシート付き。 

【366 職業紹介】 

366-ｳ 言語聴覚士の一日

WILL こども知育研究所 編著 保育社 

医療・福祉の仕事で活躍する人の中から

言語聴覚士を取り上げ、その一日を写真で

紹介。言語聴覚士になるためのルートや、学

校、学費、働く場所、収入などを解説する。

インタビューも掲載。 

366-ｳ 公認心理師の一日

WILL こども知育研究所 編著 保育社

医療・福祉の仕事で活躍する人の中から

公認心理師を取り上げ、その一日を写真で

紹介。公認心理師になるためのルートや、学

校、学費、働く場所、収入などを解説する。

インタビューも掲載。 

366-ﾜ-1 日本の伝統文化仕事図鑑 

[1] 芸能・芸術・武道・医業・遊戯・食・ 

農林水産

[2] 工芸・建築・園芸・服飾 

ワン・ステップ 編 ワンステップ 金の星社 

日本の伝統文化にたずさわる、いろいろ

な仕事を紹介。ジャンルのさまざまな仕事

を、豊富な写真をまじえて解説する。自分の

好きな仕事を見つける、大切なきっかけと

なる本。 

【科学】404-ｶ 科学の最前線を切りひらく！ 

川端裕人 著 筑摩書房  

科学は何を解明できるのか？ 古代の巨

大恐竜から、最新の脳科学の世界まで。多彩

な分野をリードする科学者６名が、その知

的到達点を語る。ナショナルジオグラフィ

ック日本版公式サイト連載をもとに書籍化。 

【生物】460-ｻ 若い読者に贈る美しい 

生物学講義 感動する生命のはなし

更科功 著 ダイヤモンド社 

生物とは何か、生物のシンギュラリティ、

動く植物、大きな欠点のある人類の歩き方、

遺伝のしくみ、がんは進化する…。最新の知

見を、親切に、ユーモアたっぷりに、ロマン

ティックに語る生物学の講義。

【都市工学】518-ｶ まちづくり解剖図鑑   

山形県金山町で半世紀続く活動と知恵が

マルわかり 

片山和俊ほか 著 エクスナレッジ 

山形県金山町にて建築・まちづくり活動

を行う著者らが、まちのいいところの見つ

け方や、まちづくりの手法と進め方、世界中

の魅力的なランドスケープや外部空間の活

用事例、デザイン手法などを、図解で紹介。 

【環境】519-ｲ 図解でわかる 14 歳からの

プラスチックと環境問題  

インフォビジュアル研究所 著 太田出版

【地域】601-ｲ 地域活性マーケティング 

岩永洋平 著 筑摩書房

ふるさと納税をはじめとする政府と自治

体の政策や地方の事業者の実践を検証し、

望ましい地域発展、地域支援のありかたを

マーケティングの視点から考える。さらに、

地方が地域産品でいかに稼ぐか、実践に役

立つ方針も示す。 

【飼育】649-ﾔ 動物の看護師さん  

動物・飼い主・獣医師をつなぐ 6 つの物語 

保田明恵 著 大月書店

動物看護士ってどんな仕事？ 動物、飼い

主、獣医師、三者それぞれに寄り添い架け橋

となって治療を進める動物看護師の仕事を、

６人の体験から鮮やかに描き出す。 

【商業】673-ﾖ コンビニおいしい進化史  

売れるトレンドのつくり方  

吉岡秀子 著 平凡社

今や「街のインフラ」としての地位を占め

るまでになったコンビニ。なぜコンビニは

ここまで消費者需要を取り込み続けられた

のか。元『月刊コンビニ』編集長が、その驚

異的な進化の歴史と新たな展望を解説する。 
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＊＊こんなコーナー作っています＊＊ 

入口は「誰かさんのおすすめ本」を

生徒手作りの POP つきでおすすめ本を紹介してい

ます。 

館内では ★島根の魅力再発見！★

島根県や雲南市の歴史や文化について紹介し

た本を集めました！地元の魅力を再認識するチ

ャンスです！

ガラスケースの中 

6 月は「環境月間」 

自然環境や気象について考えてみよう 

地球温暖化や異常気象、プラスチックゴミの問題

など生活に密接にかかわる環境問題も考えてみま

しょう。プラス身近な自然（空、生き物、草花など） 

見つめ直してみませんか？ 

新刊から岩町先生のおすすめ本 

469-ｼ『新版 日本人になった祖先たち 
～DNAが解明する多元的構造～』 

篠田謙一著 NHK出版 
 20 万年前にホモ･サピエンスがアフリカ大陸に 
出現し、6万年前にミトコンドリア･イヴが 
アフリカ大陸を旅立った。ネアンデルタール人・デニソア人な
どと共生しながら、どのようなルートで、いつ頃、彼らは日本
列島に到達したのかをDNA分析という最新科学の知見を用い
て解き明かします。私たちのルーツを知ることができる珠玉の
一冊。



【726 イラスト 絵本 マンガ】 

726-ｱ-22 この音とまれ! 2２ 

アミュー 著 集英社  

726-ｳ ひとりひとりのやさしさ  

ジャクリーン・ウッドソン 文 E.B.ルイス 絵  

さくまゆみこ 訳 BL 出版 

転校生のマヤはクラスになじめず、学校

に来なくなった。アルバート先生は水の入

った洗いおけに小石を落とし、優しさにつ

いて話し始めた。「ひとりひとりの小さな優

しさが、さざなみのように世界に広がって

いくのです」と…。【シャーロット・ゾロト

ウ賞】 

726-ｽ-44 ちはやふる 44  

末次由紀 著 講談社  

 名人・クイーン戦真っ最中！ 

726-ﾊ 誰にも見つからずに泣いてる君

は優しい  

原田ちあき 著 大和書房

底意地の悪いあいつの方が私よりも幸せ

なんて、絶対どうかしている?。ツイッター

で人気の著者による、病み可愛いすべての

女子にささげる毒舌イラスト。本体表紙・裏

表紙、見返しにもイラストあり。 

726-ﾏ ほんとうのことをいってもいいの? 

パトリシア・C.マキサック 文 ; ジゼル・ポタ

ー 絵 ; ふくもとゆきこ 訳 BL 出版

初めてお母さんにうそをついて後悔した

リビーは、その日から本当の事だけ言おう

と誓いますが、今度は友だちを傷つけてし

まい…。正直に本当のことをいうのはいい

こと？ わるいこと？ 素直な少女の悩みと

成長を描いた絵本。 

726-ﾐ ワニくんのおおきなあし 

みやざきひろかず さく・え BL 出版 

 大きな足が気になるワニくん。 

726-ﾛ ちびっこゴリラ、ほんとうにほんとう?

ナディーヌ・ロベール 文 ; グウェンダル・

ル・ベック 絵 BL 出版

びっこゴリラは、ツルさんからたまごを

もらいました。ダチョウさんにもらったは

ねで、たまごをくるんではこびます。ところ

が、遠くで見ていたサルたちがたまごを盗

んだと騒ぎ出し…。 

【８１ 日本語】 

813-ﾆ 岩波国語辞典  

西尾実ほか 編 岩波書店  

現代語を中心に、日常生活の上で必要な

外来語・文語・雅語・成句など、約６７００

０語を見出し語として収録し、わかりやす

く解説。実例に基づいた用例・表示なども掲

載する。全項目を見直した第８版。 

817-ﾑ 読解力をみにつける  

村上慎一 著 岩波書店

「人生」にかかわる読解力を身につける

にはどうしたらいいのか？ 実用的な文章

や資料といった「生活」にかかわる文章をは

じめ、評論や文学的な文章などの読み方を

丁寧に解説。「なぜ国語を学ぶのか」の著者

による国語入門。 

【英語】830-ﾖ 英語バカのすすめ  

私はこうして英語を学んだ  

横山雅彦 著 筑摩書房 

本気で英語力を身につけたいのなら、全

身全霊を傾け、「英語バカ」になることだ。

自称「英語バカ」の著者の学びの道のりを追

い「学ぶ方法」とその意味を考える。 

【俳句】911-ﾅ 夏井いつきの季語道場 

夏井いつき 著 NHK 出版

選と記憶に残る「作句のコツ」とは？ い

つき流「季語の六角成分図」と名句をヒント

に、季語の生かし方を解説。推敲のコツ、類

想を超える秘策なども紹介。コピーして使

う図や用紙あり。 

【913 日本の小説】 

913-ｱ 発注いただきました!  

朝井リョウ 著 集英社 

キャラメルが登場する掌編、「ウイスキー

っておもしろい」を伝えられる小説、「女性

と香り」にまつわるミニエッセイもしくは

小説…。企業からのお題をもとに書いた作

品を、解説とともに収録する。 

913-ｺ 私たちの望むものは  

小手鞠るい 著 河出書房新社

ＮＹで亡くなった美しい叔母・千波瑠。僕

は部屋を片付けるために彼女が住んでいた

アパートを訪れた。謎を残した彼女の人生

にはたった一つの秘められた恋があった?。

著者渾身の書き下ろし恋愛小説。 

913-ｺ 同じクラスに何かの主人公がいる

昆布山葵 著 KADOKAWA 

同じクラスの神宮寺は、何かの主人公ら

しい。突然教室を飛び出し、次の日は包帯ぐ

るぐる巻き。しかも翌日には大怪我がすっ

かり完治する。神宮寺と〈友達〉になった途

端、僕の日常が…。『小説家になろう』掲載

を加筆し書籍化。 

913-ｼ 鬼棲むところ

朱川湊人 著 光文社

安義橋を渡る太郎暮房に、艶やかな髪と

白い肌を持つ見目麗しい女が話しかけ…。

「安義橋秘聞」をはじめ、鬼にまつわる説話

を大胆に脚色した全８編を収録した、奇想

と怪異の短編集。 

913-ﾀ 女神のサラダ  

瀧羽麻子 著 光文社

心身ともに限界を迎えた会社員の沙帆は、

違う環境でやり直したいと群馬の農場に転

職するが…。「夜明けのレタス」をはじめ、

全国各地を舞台に、農業に関わる女性の想

いと悩みを描いた８つの短編集。 

913-ﾅ  怪談 5 分間の恐怖シリーズ 

中村まさみ 著 金の星社 

また、いる……    集合写真 

人形の家   病院裏の葬り塚 

立入禁止       マネキン人形 

たたられる本     霊を呼ぶ本 

つきまとう本      うしろを歩く者 

12 時 05 分 15 秒  乃木坂の怪談 

封印された本 

日本全国で怪談を語る人気怪談師の著者

が直接見聞きした話をまとめた怪談短編集。

１話５分以内で読み切れる実話怪談を収録。 

913-ﾏ 坂下あたると、しじょうの宇宙 

町屋良平 著 集英社

詩を書く高校生の毅は、小説の才能があ

る親友あたるに嫉妬していた。ある日、小説

投稿サイトにあたるの作風を模倣したＡＩ

による偽アカウントが作られ、オリジナル

の面白さを超え始め…。 

913-ﾑ 丸の内魔法少女ミラクリーナ 

村田沙耶香 著 KADOKAWA 

３６歳のＯＬ・茅ケ崎リナは、「魔法少女

ミラクリーナ」に“変身”し、日々を乗り切

っている。だが、親友の恋人と魔法少女ごっ

こをするはめになり…。リアル社会の欺瞞

をえぐり出す短編集。 

913-ﾖ ノースライト  

横山秀夫 著 新潮社  

一級建築士の青瀬が設計した新築の家。

しかし、Ｙ邸に越してきたはずの家族の姿

はなく、一脚の「タウトの椅子」だけが浅間

山を望むように残されていた。Ｙ邸で何が

起きたのか？ 一家の行方は…。 

913-ﾜ 意識のリボン  

綿矢りさ 著 集英社

母を亡くした２０代半ばの真彩は交通事

故に遭ってしまう、激痛の中、目を開けると

自分の身体を見下ろしていて！？ 娘、妻、

母?。様々な女性の人生に寄り添うように心

の動きを描き切る短編集。全８編を収録。 

918-ｲ 日本文学全集 全 30 巻 

池澤夏樹 個人編集 

01 古事記  

02 万葉集 百人一首  新々百人一首 

0３ 『竹取物語』『伊勢物語』『堤中納言物

語』『土佐日記』『更級日記』

０４ 『源氏物語』の「桐壺」から「少女」

０５ 『源氏物語』」の「玉鬘」から「幻」 

０６ 『源氏物語』の「匂宮」から「夢浮橋」 

０７ 『枕草子』『方丈記』『徒然草』 

０８ 『日本霊異記』『今昔物語』『宇治拾

遺物語』『発心集』 

０９ 『平家物語』

１０ 能・狂言 説経節『曾根崎心中』 

『女殺油地獄』『仮名手本忠臣蔵』 

『菅原伝授手習鑑』『義経千本桜』 

１１ 『好色一代男』『雨月物語』

１２ 松尾芭蕉『おくのほそ道』与謝蕪村 

小林一茶 とくとく歌仙 

１３ 樋口一葉『たけくらべ』夏目漱石、 

鷗森 外 

１４ 南方熊楠 柳田國男 折口信夫  

宮本常一 

15 谷崎潤一郎 

16 宮沢賢治 中島敦 

17 堀辰雄 福永武彦 中村真一郎 

18 大岡昇平 

19 石川淳 辻邦生 丸谷才一 

２０ 吉田健一 

２１ 日野啓三 開高健 

２２ 大江健三郎 

２３ 中上健次 

２４ 石牟礼道子 

２５ 須賀敦子 

２６ 近現代作家集１ 

２７ 近現代作家集２ 

２８ 近現代作家集３ 

２９ 近現代詩歌 

３０ 日本語のために 

河出書房新社 

古典ものは新進気鋭のイマドキの作家が

訳しているので、読みやすいし、作家の個性

があふれている訳を楽しんで下さい。 

【953 フランスの小説】 

953-ｶ ペスト  

カミュ [著] ; 宮崎嶺雄 訳 新潮社 

アルジェリアのオラン市で、ある朝、医師

のリウーは鼠の死体をいくつか発見する。

ついで原因不明の熱病者が続出、ペストの

発生である。外部と遮断された孤立状態の

なかで、必死に「悪」と闘う市民たちの姿を

年代記風に淡々と描くことで、人間性を蝕

む「不条理」と直面した時に示される人間の

諸相や、過ぎ去ったばかりの対ナチス闘争

での体験を寓意的に描き込み圧倒的共感を

呼んだ長編。 

＊新型コロナウイルス感染症関連で結構読

まれています。 

953-ｺ 三つ編み 

レティシア・コロンバニ 著 早川書房

３つの大陸、３人の女性、３通りの人生。

唯一重なるのは、自分の意志を貫く勇気。 

【インド】不可触民のスミタは、娘を学校に

通わせ、悲惨な生活から抜け出せるよう力

を尽くしたが、その願いは断ち切られる。 

【イタリア】家族経営の毛髪加工会社で働

くジュリアは父の事故を機に、倒産寸前の

会社をまかされる。お金持ちとの望まぬ結

婚が解決策だと母は言うが…。 

【カナダ】シングルマザーの弁護士サラは

女性初のトップの座を目前にして、癌の告

知を受ける。それを知った同僚たちの態度

は様変わりし･･････。 

３人が運命と闘うことを選んだとき、美し

い髪をたどってつながるはずのない物語が

交差する。 

手元の本の返却期限を確認してみて。
期限が来ていたら、返しましょう！


