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小林 快次 

（こばやし よしつぐ 1971年福井県生まれ） 
恐竜学者。北海道大学総合博物館教授。日本産恐竜

全身骨格では最大の「むかわ竜」を発掘・研究、学名
をカムイサウルス・ジャポニクスと命名した。夏休み
恒例のラジオ番組「こども科学電話相談」では、恐竜
キッズの敬愛を集める人気回答者でもある。著書に『
化石ハンター』（PHP 研究所）など。 

 

著者は当館でも子どもたちに人気の『講談社の動く

図鑑ＭＯＶＥ恐竜』の監修を担当した恐竜学者。今回

は『恐竜まみれ』（新潮社）をご紹介します。 

貴重な化石発掘や研究の実績に事欠かない著者で

すが、中でも「むかわ竜」発掘のエピソードは胸が熱

くなります。地元学芸員の執念、著者の言葉を信じ化

石の重要性を理解して莫大な予算をつけてくれたむ

かわ町、本当に出るのかという不安と闘いながらの町

ぐるみでの発掘。結末は、全身骨格、しかも新種とい

う最高のものでした。 

興味深い発掘現場の様子、発掘の裏事情や盗掘・化

石売買への怒りについても語られています。サイエン

スの面白さとそれを伝えたいという使命感、著者の子

どものような純粋な好奇心と尽きない情熱が伝わる

１冊です。           （本館 熊﨑） 

マイケル・オンダーチェ 

（1943年スリランカ【当時セイロン】コロンボ生まれ） 
1992 年に、映画『イングリッシュ・ペイシェント』

の原作でもある『イギリス人の患者』（新潮社）でブ
ッカ―賞受賞。2018年同作品でゴールデン・ブッカー
賞を受賞。他の著書に『名もなき人たちのテーブル』
（作品社）『ディビザデロ通り』（新潮社）等がある。 

 

『戦下の淡き光』（作品社）をご紹介します。 

スリリングな展開を予想させるに充分な「1945年、

うちの両親は、犯罪者かもしれない男ふたりの手に僕

らを委ねて姿を消した」という文章から始まるこの物

語。主人公ナサニエルの母親は、戦時下の諜報員とし

て働くために、子ども達と別れ、子ども達に危険が及

ぶと考え引退し、身を潜めて暮らし、最後は、若い女

性の銃弾に倒れることになります。親代わりの男の一

人も、子ども達を守るため命を落とし、ナサニエルの

姉は、母親を憎みます。 

愛するものを守るための活動が、愛するものとの分

断を余儀なくし、「戦争」に巻き込まれていく日常が、

美しい自然との対比で、描かれています。 

「戦争」は終わっても、悲しみや憎悪の連鎖は断ち

切ることができず、人々の心に傷跡を残す。ナサニエ

ルも母親と同じような道を選び、「戦争」に終わりが

ないことを知らされる一冊です。（帷子分館 松浦） 

お正月を楽しもう 

 

１月５日（日）から本館で 

 福袋 を出します！ 

 
図書館の福袋は、司書が選んだ２冊の本を

英字新聞に包んで、貸出するものです。 
中身は借りてからのお楽しみ。 
英字新聞のバッグも付いています。 
 

＊貸出限度数の 10冊を超えても OK。 

＊幼児、小学校低学年・高学年、中学生、高

校生、大人向け、と年齢別になっています。 

＊1人１袋までです。 

＊なくなり次第終了です。お早めに。 

 

図 書 館 だ よ り 

あ け ま し て お め で と う ご ざ い ま す 

職 員 の お す す め 《 こ の 書 き 手 に 注 目 ！ 》 

図書館・読書サークル共催事業  

百人一首大会 
初心者・経験者に分かれてゲームをします。 

 大人も子どもも、気軽に参加してください。  

日時：１月２５日（土）  

午前９時３０分から１１時３０分まで  

 会場：広見地区センター 

※図書館ではありませんのでご注意ください 

参加費：無料     

申込み受付：１月５日（日）から 

 申込・問合先：可児市立図書館本館   

電話（０５７４）６２－５１２０ 
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分類 書名   著者名 出版者名 

情報・報道         

016.2/ｱ/ 彼岸の図書館 
 

青木真兵／著 夕書房 

  命からがらたどり着いた移住先、奈良県東吉野村でぼくたちが始めたのは、自宅を図書館として開くことだった-。

12の対話とエッセイで綴る、「人文系私設図書館ルチャ・リブロ」という「実験」のはじまりとこれから。  

070.1/ｲ/ 13歳からのジャーナリスト 
 

伊藤千尋／著 かもがわ出版 

  新聞、週刊誌の記者、月刊誌の編集をして、退職後もフリーランスのジャーナリストとなった。世界 82か国を取材

し、平和と社会正義を求めた「行動するジャーナリスト」が、記者としての 35年間の歩みを綴る。  

心理・宗教         

159.7/ｷ/ 哲学人生問答 
 

岸見一郎／著 講談社 

  いじってくる相手との距離の取り方は? 給料とやりがいのどちらで仕事を選べば幸福になる? 生きていくこと、幸

福になることについて、高校生と哲学者が熱く語る。2018年に洛南高校で行われた特別授業を元に再構成。 

175.9/ｺﾞ/ 御朱印でめぐる東海の神社 
 

『地球の歩き方』編集室／著 ダイヤモンド・ビッグ社 

  「御朱印と御利益が凄い!」と評判の、東海エリア 101社の神社とその御朱印を御利益別に紹介。神社の基本知識

と参拝方法、週末御朱印トリップも収録。折り込みマップ付き。 

歴史・伝記・地理       

209.5/ﾀﾞ/1 危機と人類 上・下 
 

ジャレド・ダイアモンド／著 日本経済新聞出版社 

  ペリー来航の日本、ソ連に侵攻されたフィンランド…。国家的危機に直面した各国国民は、いかにして変革を選

び取り、繁栄への道を進んだのか。世界 7か国の事例から、次の劇的変化を乗り越えるための叡智を説き明か

す。  

210.6/ｶ/ 天皇と軍隊の近代史 
 

加藤陽子／著 勁草書房 

  1930年代の日本の軍事と外交を専門とする著者が、天皇制下の軍隊の在り方の特徴とその変容を捉え、軍が政

策決定の本質的変容にどのような影響をもたらしたのかを、明快な論理と筆致で描き出す。  

289.1/ｱ/ 明智光秀伝 
 

藤田達生／著 小学館 

  左遷寸前の明智光秀、領土を削減される長宗我部元親、政治生命の危機に瀕する足利義昭。危機意識が三者を結びつけ、

未曾有のクーデターへと発展した-。「本能寺の変」研究の第一人者が、新出史料で歴史の真相を解き明かす。 

291.5/ﾄ/ 東海の名城を歩く 岐阜編 
 

中井均／編 吉川弘文館 

  大垣城、岐阜城、美濃金山城、江馬氏下館…。岐阜県から精選した名城 60 を、西濃・本巣郡、中濃・岐阜、東

濃・加茂、飛驒の 4地域に分け、豊富な図版を交えて紹介する。岐阜県地区別名城マップなども収録。  

291.5/ﾔ/ ちゃんと歩ける伊勢参宮道 善光寺街道 
 

八木牧夫／著 山と溪谷社 

  五街道に続く脇往還として知られる伊勢参宮道と善光寺街道を、可能な限り江戸時代の道に沿って歩くためのガ

イド。詳細地図と街道歩きの注意点、名所・見どころ、最寄りの宿泊施設などを掲載。 

社会         

302/ﾆ/ 日本と世界を知るためのファクト図鑑 
 

佐藤優／監修 宝島社 

  日本の家屋の広さは欧州と変わらない、イスラム教徒がテロリストとは限らない-。信頼のおけるデータや情報をも

とに、日本を含む世界の真の姿を多面的に明らかにする。グラフや地図、チャートなど図版も豊富に収録。  

304/ｵ/ 2030年の世界地図帳 
 

落合陽一／著 SB クリエイティブ 

  2030年に向けてのビジョンを作るために必要なデジタル地政学の考え方とは。SDGs、GAFAM、中国、サードウェ

ーブの世界を豊富な地図やグラフで俯瞰し、わかりやすく解説する。池上彰との対談も収録。  

304/ﾊ/ 21 Lessons 
 
ユヴァル・ノア・ハラリ／著 河出書房新社 

  

“知の巨人”が、テクノロジーや政治をめぐる難題から、この世界における真実、そして人生の意味まで、人類が直

面している 21の重要テーマを厳選。正解の見えない今の時代に、どのように思考し行動すべきかを問う。  

あたらしく入った本 
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367.7/ｸ/ 8050問題 
 

黒川祥子／著 集英社 

  80代の親が 50代のひきこもりの子を抱えている家庭、そこから派生する「8050問題」。推計 61万人といわれる当

事者と家族の歩みをたどり、「8050問題」の具体的なありよう、その内実を提示するルポルタージュ。  

自然科学・医学       

404/ﾘ/ 私たちが、地球に住めなくなる前に 
 

マーティン・リース／著 作品社 

  人類滅亡を前にして科学は何ができるのか? 宇宙物理学の世界的権威が、バイオ、AIなどの飛躍的進歩に目を配り、人類が

地球外へ移住する可能性にまで話題を展開しながら、地球と人類の未来、私たちがとるべき道を提示する。 

460/ｻ/ 若い読者に贈る美しい生物学講義 
 

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。  

498.3/ｶ/ 部屋も頭もスッキリする!片づけ脳 
 

加藤俊徳／著 自由国民社 

  脳の働きを理解し、弱い部分を鍛えることで、片づけられる脳=「片づけ脳」に変わる! “脳のクセ”に注目して、

日々の脳の使い方を変える、8つの脳番地トレーニングを紹介する。  

技術・家政         

527/ﾏ/ 古民家への道 
 

松井郁夫／著 ウエルパイン書店 

  気づかないうちに失われゆく古民家。100年を超える伝統的な町家や農家の再生に携わってきた著者が、民家の仕組みと構

造、古民家再生の課題、性能向上の事例等を紹介し、忘れてはいけない重要な「理念」と「技術」を伝える。  

599.3/ﾎ/ パパ離乳食はじめます。 
 

本田よう一／著 女子栄養大学出版部 

  おっぱいには勝てないけど、離乳食なら作れる! 先輩パパである著者が体験した失敗や成功、感じたあれこれを

紹介しつつ、パパでも作りやすく、ママの負担を軽減できる離乳食・幼児食のフリージングレシピを紹介します。  

スポーツ         

784.6/ﾌ/ フィギュアスケート観戦ガイド 
 

小塚崇彦／監修 マイナビ出版 

  回転不足とは? GOE(出来栄え点)とは? スコアシートの見方は? フィギュアスケートの基礎知識や、ルールと採点

について、イラストと共に解説。振り付けや曲、コスチュームなど、スケートの気になることも説明する。  

786/ﾀ/ 野食ハンターの七転八倒日記 
 

茸本朗／著 平凡社 

  野外で採取してきた食材を普段の食卓に活用する「野食」をライフワークとする著者が、失敗体験エピソードを紹

介しつつ、野食材や食べ方などを紹介する。 

日本文学－小説       

913.5/ｸﾎﾞ/ 明智光秀の原像 
 

窪寺伸浩／著 あさ出版 

  明智光秀とは何者だったのか? 光秀の生涯を記した英雄譚的伝記「明智軍記」。死後 120年経過して書かれた

「軍記」を史料としてではなく史論として読み解き、その成立、構造、影響を通して、新たな光秀像を照らし出す。  

913.6/ｱﾏ/ 信長、天が誅する 
 

天野純希／著 幻冬舎 

  重用されつつも信長の限界を悟った明智光秀、信長とは逆に人の道を歩もうとした武田勝頼…。織田信長打倒を

誓ったが故に狂ってしまった 5つの人生を描く。「信長、天を堕とす」も同時刊行。 

913.6/ｲﾉ/ あたしたち、海へ 
 

井上荒野／著 新潮社 

  楽しいことはいつでも、三人一緒のはずだった。クラスであれが始まるまでは…。大人には見えない、少

女たちの孤独な魂にそっと寄り添う物語。 

913.6/ｵﾝ/ 歩道橋シネマ 
 

恩田陸／著 新潮社 

  秘かに都市伝説となった歩道橋を訪れた「私」が記憶と現実と世界の裂け目を目撃する表題作ほか、

ホラー、SF、青春、ミステリなどあらゆるジャンルの全 18編を収録する。 

913.6/ｶﾄﾞ/ 自由は死せず 
 

門井慶喜／著 双葉社 

  時勢を読み倒幕の筋書きを描いた男は、戊辰戦争の果てに、この国の礎となる自由民権運動に一身を捧げた-。

幕末維新を駆け抜けた板垣退助の波乱万丈の生涯を描く長編歴史小説。 
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913.6/ｸﾛ/ 桃源 
 

黒川博行／著 集英社 

  沖縄の互助組織、模合で集めた金を持ち逃げした男・比嘉の行方を追う大阪府警泉尾署の刑事、新

垣と上坂。2人が辿り着いたのは、トレジャーハントへの出資詐欺で…。警察捜査小説。 

913.6/ｻｲ/ せき越えぬ 
 

西條奈加／著 新潮社 

  思わぬなりゆきから箱根の関守となった若き小田原藩士・武一。彼の前には切実な事情を抱える旅人がやってく

る。やがて命を懸けて一人の男にこの国の未来を託さんとする者たちを知り…。 

913.6/ﾅｶ/ キッドの運命 
 

中島京子／著 集英社 

  突然あの女があらわれたのは、雷鳴が鳴り響き、雹がばらばら降った日だった。しかも、あろうことか彼

女は海からやってきたのだ-。表題作ほか全 6編を収録した近未来小説集。 

913.6/ﾅｶ/ 人面瘡探偵 
 

中山七里／著 小学館 

  相続鑑定士の三津木六兵の右肩には、頭脳明晰な人面瘡のジンさんが寄生している。山林王の当主が亡くな

り、相続人が次々に不審死を遂げた。ジンさんの指示を受け事件を追う六兵が辿り着いたのは…。 

913.6/ﾐﾔ/ 黒武御神火御殿 三島屋変調百物語六之  
 

宮部みゆき／著 毎日新聞出版 

  おちかに代わり、新たな聞き手は富次郎。再会した友が、一家離散の怖ろしい真相を語り始め…。心揺さぶる江

戸怪談が、新章に突入。全 4話を収録する。 

913.6/ﾔﾏ/ リボンの男 
 

山崎ナオコーラ／著 河出書房新社 

  専業主夫の時給は、いくら? 野川沿いの道を 3歳のタロウと歩きながら常雄が発見した、新しい“シュ

フ”の未来とは…。「時給かなりマイナスの男」が目指す、小さな世界の大きな可能性を描く。 

913.6/ﾖｼ/ 毒牙 
 

吉川永青／著 KADOKAWA 

  織田信長から助力を得て、上洛を果たした足利義昭は、兵力もない形ばかりの将軍となった。だが、才気溢れる

明智光秀との出会いが、彼の心を大きく揺るがしていき…。書き下ろし長編歴史小説。  
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スマート

フォン用

サイト 

開館時間 【本館】平日 10:00～19:00、 

土日祝 10:00～17:00  

【分館】全日  9:00～17:00 

 

休館日 毎週月曜日、毎月最終金曜日 

1 月 1～4,6,13,20,27,31 日 

 

 

  

 

今年の大河ドラマの主人公である明智光秀

に関する本の中から、図書館がお勧めする本

を紹介したパンフレットができました。 

謎の多い光秀の生涯について、史実に迫る歴

史本や、光秀が主役の歴史小説など、様々な光

秀像をお楽しみください。 

 

明 智 光 秀 お す す め 本 パ ン フ レ ッ ト 

  

 

本 館 1 階 展 示 の ご 案 内 

■１／５（日）～３０（木）■   

美濃桃山陶の聖地 

荒川豊蔵資料館とやきものの魅力の紹介展 
荒川豊蔵資料館の知る人ぞ知る見どころ（お庭）

と、黄瀬戸、瀬戸黒、志野、織部といった個性豊

かなやきものの見分け方や魅力を紹介します。 

■２／１（土）～２７（木）■   

がんを防ぐための新１２か条展 
２人に１人はかかると言われている

がん。がんの原因の多くは、たばこや

飲酒、食事などの生活習慣にかかわる

ものだとわかっています。今回はがん

の予防法についてご紹介します。 

パンフレットは 

本館２階、及び分館内の 

「明智光秀コーナー」に

あり！ 

新刊も続々受入中！ 

http://www.kani-lib.jp/

