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柚木 麻子 

（ゆずき あさこ 1981年東京都生まれ） 
立教大学文学部卒。洋菓子メーカー勤務などを経

て、2008 年に｢フォーゲットミー、ノットブルー｣
でオール讀物新人賞を受賞。2010 年に同作を収録
した『終点のあの子』（文藝春秋）でデビュー。主
な著書に『ランチのアッコちゃん』『３時のアッコ
ちゃん』（双葉社）、『伊藤くん AtoE』（幻冬舎）
など。 

 

今回おすすめする本は『本屋さんのダイアナ』（新

潮社）です。 

名前も性格も家庭環境も正反対の二人の少女が

出会い、本を介して親友となりお互いに憧れる小学

生時代。しかし、ちょっとした行き違いからその後

10 年間別々の道を歩む事になります。離れている

期間も幾度となくお互いの存在を感じながら…。 

自分のいる環境にもがきながらも、やがて自分を

認めて受け入れられるようになる様子が丁寧に描

かれており、二人の少女が自分にかけられた呪文に

立ち向かっていく姿に勇気をもらえます。 

若い世代の方はもちろん、女の子をお持ちの親御

さんにもおすすめの一冊です。 

（帷子分館 永田） 

 

 

 中山 七里 

（なかやま しちり 1961年岐阜県白川町生まれ） 
「さよならドビュッシー」で第 8 回「このミステリ

ーがすごい！」大賞（2010 年）を受賞、48 歳で作家
デビュー。他の著書に『追憶の夜想曲（ノクターン）』
（講談社）、『嗤う淑女』（実業之日本社）など。 
 

私がお薦めする本は、『さよならドビュッシー』

（宝島社）です。 

主人公は、高校一年生のピアニスト志望の女子。何

不自由のない恵まれた生活から、ある事件がきっかけ

で、物語は殺人事件にと壮絶な展開をしていきます。 

ミステリーなのに…主人公が 16 歳なのに…何故か

彼女の考えや努力に共感でき、勇気が湧いてくる…前

向きになれる…そんな作品でした。また、名古屋が舞

台となっており、知っている地名やコンサート会場の

記述を読むと、想像力にさらに拍車がかかりました。 

作者のペンネームは、本人の故郷にも程近い下呂市

にある渓谷・中山七里（飛騨木曽川国定公園）に因ん

で付けられました。この地名を知る人は、地元以外で

は数少ないのでは？ ちなみに作者は、男性です。 

  （本館 樋口） 

図 書 館 だ よ り 

職 員 の お す す め 《 こ の 書 き 手 に 注 目 ！ 》 

 マ ナ ー ア ッ プ 特 集  

図書館の本は、たくさんの人が利用します。 

時々、ページがとれかけたり、破れたりすることもあります。 

そんな時、絶対にセロテープを貼らないでください。 

セロテープは時間がたつと変色してボロボロになり、紙を傷めます。↓ 

図書館の本を気持ち

よく利用するための

マナーです。 

「市民の財産」として

の本を大切にしまし

ょう。 

※破れた場合はそのまま図書館に

お持ちになり、職員にその箇所を

お知らせください。 

専用の補修テープを使って直しま

す。 

その後に借りる人が、ページの傷み

を気にせずに読めるように、ご協力

をお願いします。 
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分類   書名 著者名 出版者名 

       情報     

007.3    ア       あなたのデータ、「お金」に換えてもいいですか？ 日経コンピュータ                                   日経ＢＰ社 

   10年ぶり、個人情報保護法改正へ。プライバシー論争を決着させる！データプライバシーの議論につ

いて、日本固有の歴史や事例を発掘し、議論の土台として紹介する。 

  心理     

141.9    ハ       卒アル写真で将来はわかる  マシュー・ハーテンステイン                         文藝春秋 

   卒業アルバムの写真の表情で、数十年後の結婚生活の結末がわかる。子供に写真を見くらべさせると、どの候補者が選挙で

勝つかがわかる…。卒アルから将来が見抜けることを発見した心理学者が、未来を見抜く手がかりを明かす。 

  歴史・伝記・地理     

289.3    ハ       ドクター・ハック 日本の運命を二度にぎった男 中田 整一                                         平凡社 

   ナチスと日本を結びつかせた十字架を背負い、日米間の終戦工作を担ったドイツ人スパイ、ドクター・

ハック。女優・原節子誕生にも立ち会った、その謎に満ちた生涯を描く。 

291.5    ギ       岐阜「地理・地名・地図」の謎  松尾 一                                           実業之日本社 

   岐阜県最大のミステリー「帰雲城」の埋蔵金伝説とは？「板垣死すとも自由は死せず」の遭難の地は？

岐阜の地理や地名、地図に隠された意外な歴史のエピソードを紹介する。 

  社会科学     

318.2    ジ       人口急減と自治体消滅 全論点 時事通信社                                         時事通信出版局 

   ２０４０年「ふるさと生き残り」の条件とは？自治体トップ２４人、有識者３６人が、人口急減社会を論じ、

人口急減克服への提言を行う。７６の実践例と資料、座談会も収録。 

331.8    ピ       トマ・ピケティの新・資本論 トマ・ピケティ                                     日経ＢＰ社 

   ますます格差を拡大していく資本主義。格差研究の気鋭ピケティが、グローバル金融危機直後からそ

の余波が尾を引く状況下、政治や経済にまつわる時事問題を読み解く。 

367.3    オ       親子共依存 （ポプラ新書） 尾木 直樹                                         ポプラ社 

   反抗期のない子ども、大学選びや就活に子ども以上に熱心な親。互いに自立できない親子共依存関係が増えている。「最優

先すべきは個々の自立」と唱える著者が、日本の教育システム、家族観、世界観について根底から問い直す。 

385.9    ニ       日中韓マナー・慣習基本事典 佐藤 貢悦                                         勉誠出版 

   挨拶のしかた、贈り物をする、食事・宴会の作法、冠婚葬祭…。日常生活からビジネスシーンまで、日

本・中国・韓国のマナー、しきたりのちがいを場面ごとに解説する。 

  自然科学・医学     

451.6    サ       山岳雪崩大全 （山岳大全シリーズ） 雪氷災害調査チーム                                 山と溪谷社 

   登山者、スキーヤー、スノーボーダーなど冬の山岳に携わる人に向けて、雪崩発生のメカニズムと逃れる対処法

を詳述した本。雪崩事故における医療的対応、雪崩発生地点地図、弱層となる雪の結晶の写真も掲載。 

460.7    ス       捏造の科学者 ＳＴＡＰ細胞事件 須田 桃子                                         文藝春秋 

   誰が、何を、いつ、なぜ、どのように捏造したのか？笹井芳樹CDB副センター長をはじめ、事件の当事

者に深く入ってスクープを連発した毎日新聞記者が、STAP細胞事件について書き下ろす。 

493.7    イ       なぜふつうに食べられないのか 拒食と過食の文化人類学 磯野 真穂                                         春秋社 

   人生の過程においてふつうに食べられなくなった 6人の女性にインタビューし、「拒食や過食がやめられない」と

いう一見大多数の人とはかけ離れた女性の人生の中に、人が食べて生きることの根源的な意味を見出す。 

493.9    ハ       発達障害の親子ケア  宮尾 益知                                         講談社 

   家族関係の悪化は、子どもだけでなく親も発達障害だったから！？家族関係が安定し、親も子も楽になる

「親子ケア」を紹介。家庭での問題を例に挙げ、実際的な観点から親ができることを具体的に解説する。 

あたらしく入った本 
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  家政・育児     

599.9    ト       トイレ上手な子どもになれる本  
 

辰巳出版 

   子どもの成長にあわせたおむつはずれのポイントはもちろん、パンツ生活でありがちな、おしっこの飛

び散り、夜のおねしょなど、さまざまなトイレの悩みをすっきり解決！ 

  産業     

615.8    イ       猪変 中国新聞取材班                                     本の雑誌社 

   収穫前夜の田畑にイノシシが迫る！人獣接近した暮らしのなかで、共生するにはどうすればいいの

か。瀬戸内海、中国山地からポーランド、フランスまで、共生の道を探るルポルタージュ。 

624.0    ロ       ５０の道具とアイテムで知る図説ガーデンツールの歴史 ビル・ローズ                                       原書房 

   素朴な鋤から建築に付随する装飾まで、さまざまなガーデンツールの起源と進化、名称、誕生につい

て、美しい写真、版画、植物の図版などとともに紹介する。 

687.0    ナ       日本航空一期生 中丸 美繪                                         白水社 

    敗戦後 6年、ナショナルフラッグを誕生させた日本航空の、創業時代の苦難と喜びを、当時の社員の

貴重な証言を中心に、生き生きと描く渾身のドキュメント。 

  日本文学－小説     

913.6    アダ     島と人類 足立 陽                                           集英社 

   人類学者の河鍋未來夫らヌーディスト一行は、「あの島」を目指し、大海原へ挑む。そこでは、禁断の

計画が行われていた。ヒトとボノボ、属を超えた愛の先にあるものは…。 

913.6    イヌ     森に願いを 乾 ルカ                                           実業之日本社 

   いじめ、就職、恋愛、不治の病…。希望を失い、森に迷い込んだ人々に森番の青年は語りかける。さま

ざまな思いを抱えた人々の運命を変える言葉とは？静かな感動を呼ぶ森のミステリー。 

913.6    キリ     奴隷小説 桐野 夏生                                         文藝春秋 

   世界は野蛮で残酷な牢獄に満ちている－。時代や場所に関わらず、社会に時折現出する抑圧と奴隷

状態。その「虜囚たち」の姿を容赦なく描いた異色短編集。 

913.6    コン     精鋭 今野 敏                                           朝日新聞出版 

  
 

新人警察官の柿田亮は上司の勧めでエリート集団「ＳＡＴ」を志望する。厳しく温かく見守る上司、反発

しあいながらも切磋琢磨して熱い友情を育む同僚…。成長物語でもある警察小説。 

913.6    サト     悪足掻きの跡始末 厄介弥三郎 佐藤 雅美                                         講談社 

  
 

江戸時代、兄もしくは甥の世話になっている者を厄介と呼んだ。婿養子の口がかからない弥三郎の肩

書は、旗本都築孝蔵厄介。弥三郎は自らの意志で、自由を求め人生を拓きはじめる…。 

913.6    シイ     ＥＶＥＮＡ 椎名 誠                                           文藝春秋 

   違法薬物「エベナ」を酒で流し込み、トラックを運転していた「おれ」は、多重衝突事故を起こしてしま

う。逃げ込むように辿りついた田舎町のバーで「おれ」は奇妙な男と出会い…。 

913.6    シモ     叛徒 下村 敦史                                         講談社 

   新宿署の通訳捜査官・七崎隆一は、正義感から義父の罪を告発したが自殺に追い込んでしまい、職場でも家庭でも居場所

がない。歌舞伎町で殺人事件が起きた直後、息子の部屋で血まみれのジャンパーを発見した七崎は…。 

913.6    タカ     指の骨 高橋 弘希                                         新潮社 

   太平洋戦争中、激戦地となった南洋の島で、野戦病院に収容された若き兵士は何を見たのか－。戦

争を知らない世代が圧倒的リアリティで描く、新世紀戦争文学。 

913.6    タカ     保春院義姫 伊達政宗の母 高橋 義夫                                         中央公論新社 

   群雄割拠する戦国時代の東北。最上義守の娘・義姫に、伊達輝宗との縁談が持ち込まれた。嫁いだ義姫

は政宗はじめ三子を生すが、伊達家の勢力拡大とともに両家間に暗雲が立ちこめ…。義姫の覚悟と真実を

描く歴史長編。 
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913.6    フジ     帰り来ぬ青春 探偵・竹花 藤田 宜永                                         双葉社 

   竹花の旧友、国分英二郎の遺体が発見された。ふたりは青春時代のある時期をともにパリで過ごして

いた。自殺を疑う国分の娘・麗子の依頼で調査を開始した竹花だったが、事態は意外な展開に…。 

913.6    ミナ     絶唱 湊 かなえ                                         新潮社 

   心を取り戻すために、約束を果たすために、逃げ出すために－。「死」に打ちのめされた彼女たちが辿

りついた場所は、太平洋に浮かぶ島。そこで生まれたそれぞれの「希望」のかたちとは？ 

913.6    モリ     恋路ケ島サービスエリアとその夜の獣たち 森 晶麿                                           講談社 

   四国と淡路島の境目にある「恋路ケ島サービスエリア」。ここの売り子になると、1年以内に恋人からプロポーズされるという伝

説がある。そんな伝説を少し信じている理代子は、新入り清掃士のひと言から騒動に巻き込まれていく－。 

913.6    モリ     暗闇・キッス・それだけで 森 博嗣                                           集英社 

   ＩＴ史上の伝説的天才ウィリアム・ベック。日本の避暑地にある彼の豪華な別荘で不可解な殺人事件が

起きる。背景には何があるのか、苦い過去を背負った探偵・頸城が真相に迫る！ 

913.6    ヤマ     夢をまことに 山本 兼一                                         文藝春秋 

   江戸時代後期、鉄炮鍛冶でありながら、飛行船や潜水艇までつくろうとした国友一貫斎。さまざまな役

に立つ道具を発明・考案した男の「夢をまことに」するための奮闘記。 

  エッセイ     

914.6    アサ     日本の「運命」について語ろう 浅田 次郎                                         幻冬舎 

   衆より個の利益を、未来より現在を大切にする今の日本。150年で起きたこの国の「変容」を、知の巨人

が深い洞察力と明解な論理で解き明かす。驚きと発見に満ちた、白眉の日本人論。 

914.6    イジ     無頼のススメ （新潮新書） 伊集院 静                                         新潮社 

    安易に頼るな、倒れるな、自分の頭と身体でこの世の波乱万丈を突きぬけろ！ギャンブルや恋愛から、仕

事、社会、戦争、死生観まで総まくり、著者ならではの経験と感性から紡ぎだされる「逆張り」人生論。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 

（3 月 2,9,16,23,27,30 日） 

「図書館だより」2015 年 3 月号 

発行：可児市立図書館  編集：長谷川（本館）  電話（0574）62-5120 

資料検索・予約は http://www.tosyokan.kani.gifu.jp/ をどうぞご利用ください。 

 

展 示 の ご 案 内 

■２／２８（土）～３／２６（木）■ 

戦国武将展 （本館１階） 

岐阜県を中心に活躍した戦国武将や、 

現代を駆け抜ける武将たちの活躍の場 

（イベント、祭りなど）をご紹介します。 

これであなたも歴史通に！！ 

 

本館の外壁工事は、無事完了しました。 

工事中はご利用の皆様にご不便をおかけしましたが、きれいな外壁

になりました。ご協力ありがとうございました。 

駐車場も元どおり使用できます。 

 

 

中部中学校 2年生が授業で作成した

「森蘭丸」紹介カードを展示します。

森蘭丸の人柄やエピソードを、わか

りやすく紹介してくれました。 

ぜひご覧ください。 

外 壁 工 事 完 了 し ま し た 

http://www.tosyokan.kani.gifu.jp/

