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大崎 善生 

（おおさき よしお 1957年札幌市生まれ） 

1982 年日本将棋連盟に入り、91 年から雑誌「将棋世
界」の編集長を 10年間務める。2000年、初の著作『聖
の青春』で新潮学芸賞、翌年『将棋の子』で講談社ノ
ンフィクション賞をそれぞれ受賞。（いずれも講談社）
その後ジャンルを小説に伸ばし、『パイロットフィッ
シュ』（角川書店）『ユーラシアの双子』（講談社）な
ど。 
 

将棋の世界に長く身をおいた彼の著作は、特にノン

フィクションにおいて登場人物たちへ実に慈愛に満

ちた眼が向けられています。今回紹介する『優しい子

よ』（講談社）は、実話をもとにした私小説です。 

ある日、9 才の少年と出会いました。まれに見るほ

どの優しい心と光輝くような勇気に満ち溢れたその

少年は、しかし、３ヶ月後に逝ってしまいました。 

少年との出会いから始まり、短くも濃密な心の交流、

そして少年が残してくれた優しさと勇気を新しい命

に伝えていく感涙の作品集です。この本を読むと『聖

の青春』や『将棋の子』も手に取ってみたくなるので

はないでしょうか。 

（本館 饒村） 

山本 幸久 

（やまもと ゆきひさ 1966年東京都生まれ） 

中央大学文学部卒業後、会社勤務を経てプロダクショ
ン勤務。2003年『アカコとヒトミと』（後に『笑う招
き猫』（集英社）に改題）で第 16回小説すばる新人賞
を受賞し作家デビュー。著書に『凸凹デイス』（文藝
春秋）『ジンリキシャングリラ』（PHP 研究所）など
がある。最近では、『ある日、アヒルバス』（実業之日
本社）がドラマ化された。 
 

今回紹介するのは『ある日、アヒルバス』です。 

アヒルバス入社５年目。先輩と後輩の間の立場にい

るバスガイドの秀子（デコ）が、わがままな乗客のお

世話や新人研修の教育をサポートしながら、悪戦苦闘

して仕事に励む毎日です。アヒルバスのガイドによる

東京名所の観光も案内も楽しいです。ちょっと厄介な

お客様もいたりしますが、楽しくあだ名をつけたり、

自ら企画を提案したり、お客様を楽しませるために独

自のガイドを考えたりと前向きに、頑張る姿に共感し

ます。仕事を楽しみながらやっている姿は何か元気づ

けてくれる一冊です。 

（桜ケ丘分館 高田） 

 

図 書 館 だ よ り 

職 員 の お す す め 《 こ の 書 き 手 に 注 目 ！ 》 

除 籍 本 を お 譲 り し ま す 

＊本を入れる袋やエコバッグなどを、お持

ちください。 

＊お持ち帰りになった本は、自宅で処分し

てください。図書館の返却ポストに入れな

いようにお願いします。 

＊できるだけ公共交通機関をご利用くださ

い。図書館駐車場が満車の場合は、市役所

駐車場へ停めてください。 

10月 31日（土）、11 月 1日（日） 午前 10時 15分から午後 4時まで  
図書館本館３階にて  図書館で除籍した本を、2日間で約 10,000冊展示します。 
2日目にも本を追加します。ぜひ両日ともお越しください。 
一人１０冊まで持ち帰ることができます。リユースシールを貼ってお渡しします。 
1階では寄贈本のリユースコーナーも設ける予定です。こちらはご自由にお持ち帰りいただけます。 

昨年の

リユー

ス事業

の様子 

図書館（本館・移動図書館・帷子分館・桜ケ丘分館）は、蔵書点検及びシステム更新作業のため、次

の期間を休館します。  期間：平成 27年 １０月１日（木）～１４日（水） 
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分類   書名 著者名 出版者名 

       読書     

041      コ       高校生のための東大授業ライブ 学問への招待 東京大学教養学部                                   東京大学出版会 

   東京大学教養学部の「高校生のための金曜特別講座」の講義内容をまとめる。ローマ帝国という万華鏡、赤

ちゃんの不思議、論争から読むアメリカ、レジャーに隠されたミステリーなど全 16講を収録。 

  歴史・地理     

210.4    イ       学校では教えてくれない戦国史の授業 井沢 元彦                                         ＰＨＰエディターズ・グループ 

   歴史の真相は教科書ではわからない！比叡山焼き討ちの真因、川中島の戦いの裏側、安土城の秘密…。

応仁の乱から本能寺の変まで、井沢元彦が日本史の謎を解き明かす。 

210.7    ハ       賊軍の昭和史 半藤一利、保阪正康                                     東洋経済新報社 

   鈴木貫太郎、石原莞爾、山本五十六…幕末維新で“賊軍”とされた藩の出身者達を通して見えてくる「もう一つの昭和史」と

は。先の戦争では国を破滅へと向かわせ、今なお日本を振り回す“官軍”的なるものの正体を明らかにする。 

253.0    タ       アメリカの戦争責任 （ＰＨＰ新書） 竹田 恒泰                                         ＰＨＰ研究所 

   戦後最大のタブーである『アメリカの戦争責任」。原爆投下の目的が戦争終結を早めるためだった、という言説は

どこまで正しいのか。資料を渉猟しながら、「日本を降伏させないこと」をアメリカが考えるようになった経緯を描く。 

  社会科学     

367.3    リ       暴力は絶対だめ！ アストリッド・リンドグレーン                       岩波書店 

   「長くつ下のピッピ」を生んだ児童文学作家、アストリッド・リンドグレーンが、暴力と権威主義、とくに、子どもたちが

最も被害を受ける家庭内暴力の問題について強く訴えた、ドイツ書店協会平和賞の受賞スピーチを収録する。 

367.3    ア       モラ夫のトリセツ モラハラ夫と幸せに暮らす、秘密のテクニック 麻野 祐香                                         合同フォレスト 

   「モラルハラスメント」という精神的暴力を行う夫・モラ夫。モラ夫との生活に疲れきっている人、もう離婚しか

ないと悩んでいる人に、モラ夫への接し方と、自身の感じ方を上手にコントロールする方法を教えます。 

367.7    ホ       お金をかけずに老後を楽しむ贅沢な節約生活 保坂 隆                                           朝日新聞出版 

   健康長寿のポイントは体と心を動かすこと！家にこもらず積極的に外出して、人と話し、社会の中で居場所

をもち続ける生活習慣を身につける、お金をかけずに老後を楽しむ暮らしのヒントを紹介する。 

383.8    ウ       台所に敗戦はなかった 戦前・戦後をつなぐ日本食 魚柄 仁之助                                       青弓社 

   無謀な戦争に突入しようが、敗戦で甚大な被害を受けようが、母親たちは台所に立った－。すき焼き、ねぎま、人

口葡萄酒、代用コーヒー…。戦前・戦中・戦後の台所事情を雑誌に探ってレシピどおりに再現し、レポートする。 

  自然科学・医学     

417      ハ       「偶然」の統計学 デイヴィッド・Ｊ．ハンド                           早川書房 

   ロトで連続大当たり、2回連続で雷に打たれる…。こうした「ありえない」出来事は、じつはけっこう頻繁に起こって

いる。どうしてそういうことになるのかを実例を盛り込んで解説した、統計リテラシーが楽しく身に付く一冊。 

498.3    シ       １日３分！指体操で元気な脳になる！ 白澤 卓二                                         学研パブリッシング 

   楽しみながら脳が元気になる！脳を活性化させて充実した毎日を送るために、指をいろいろ動かす体操

や、身近なアイテムを使った指体操、ゲームを取り入れた指体操などを紹介します。 

494.8    ヤ       髪は増える！ 薬を使わずに健康な毛髪を取り戻す方法 山田 佳弘                                         自由国民社 

   髪を増やすには「血余（けつよ）」の状態になること＝あなたの頭皮・心・体に余裕がでることが大切です。一

般的に信じられている「育毛の常識」の問題点と、薬に頼らない薄毛の解決法を詳しく解説します。 

499.0    ヤ       薬で読み解く江戸の事件史 山崎 光夫                                         東洋経済新報社 

   漂泊の俳人・小林一茶が愛飲した強壮薬の正体、幕末の歴史を変えた島津斉彬怪死の謎、西洋医学の

父・杉田玄白の長寿７法則…。“薬”をキーワードに江戸時代の歴史や人物を浮かびあがらせる。知られざる

日本史秘話が満載。 

あたらしく入った本 
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  技術、家政     

528.1    ト       トイレ学大事典 日本トイレ協会                                     柏書房 

   家庭用から学校、病院、コンビニ、高速道路、駅、列車、仮設トイレまで、あらゆるトイレを学問する総合事

典。生存に欠かせぬ身近なトイレ空間を、多角的な視座から徹底解剖し、平易な表現で解説する。 

594      エ       ブックカバーを作る お気に入りの布ですぐできる えかた けい                                       日貿出版社 

   お気に入りの布、思い出の布でブックカバーを作ってみませんか？アイロンと両面テープを使って、オリジナルの

ブックカバーを作る方法を紹介。紙入れ、印袴、封筒、しおり等、生活に役立つ小物の作り方も収録。 

596.7    ナ       純喫茶へ、１０００軒 難波 里奈                                         アスペクト 

   昭和の香り漂う純喫茶で、日常とは違うゆったりした時間を味わいませんか－。北海道から沖縄まで、全国

の純喫茶を訪ね歩いてきた著者が、おすすめの 1002軒を写真やお店のデータとともに紹介します。 

  産業     

610.1    ウ       パーマカルチャー事始め 臼井 健二                                         創森社 

    環境に負荷をかけない農的くらしは、シンプルで心地よく愉しい。長野県北安曇野郡でゲストハウス「シャン

ティクティ」を運営する著者たちが、パーマカルチャーがめざすライフスタイルの具体像を提示する。 

  芸術、スポーツ     

723.5    ブ       ＪＡＰＡＮ ロバート・ブルーム画集 ロバート・ブルーム                                 芸術新聞社 

   日本を愛した明治初期の画家ロバート・フレデリック・ブルームの画集。「飴屋」「花売り」「絹物商」「歌舞伎役

者」「芸者」や、来日前の絵を含めた 45点を収録する。 

751.1    メ       明治有田超絶の美 万国博覧会の時代 鈴田 由紀夫                                       世界文化社 

   鎖国が解かれ、明治維新が起こり、近代化が推進される中で、有田磁器も大きく変化し、明治有田の独特の美が生み出され

ました。万国博覧会で高く評価され、ヨーロッパ中へと広まっていった明治有田の名品たちを紹介します。 

786.1    ギ       岐阜県警レスキュー最前線 岐阜県警察山岳警備隊                               山と溪谷社 

   穂高連峰や笠ケ岳など北アルプスの飛騨側で、登山者の安全を守り、避難者の救助に命を賭ける「登頂なきアルピニスト」た

ちがいる。岐阜県警察山岳警備隊員たちが、その誇りや使命感、救助活動、家族への思いなどを綴る。 

  日本文学－小説     

913.6    アサ     藪医ふらここ堂 朝井 まかて                                       講談社 

  
 

神田三河町で開業している小児医、天野三哲は「面倒臭え」が口癖の藪医者。ところが、ひょんなことから患

者が押し寄せてきて…。直木賞作家が人情と笑いたっぷりに描く、江戸の名物小児医の物語。 

913.6    ウエ     繭と絆 富岡製糸場ものがたり 植松 三十里                                       文藝春秋 

  
 

富岡製糸場の初代工場長・尾高惇忠の娘・勇は、婚約を棚上げして女工になる。明治の日本を支えた製糸

業を隆盛に導いた父娘のドラマ。世界遺産・富岡製糸場の成立秘話が満載。 

913.6    オガ     琥珀のまたたき 小川 洋子                                         講談社 

   妹を亡くし、ママと一緒にパパが残した古い別荘に移り住んだオパール・琥珀・瑪瑙の三きょうだい。閉ざさ

れた家の中、三人だけで独自に編み出した遊びに興じるうち、琥珀の左目にある異変が生じて…。 

913.6    カゼ     卜伝飄々 風野 真知雄                                       文藝春秋 

   諸国を巡り、多くの伝説を生んだ塚原卜伝。数百戦で刃傷ひとつ負わなかった男が、剣の道を極めた先に

見たものとは。更なる高みを目指す卜伝の老境の姿を軽やかに描く剣豪小説。 

913.6    コマ     残業税 小前 亮                                           光文社 

   残業すれば会社も従業員も税金をとられる「残業税」が導入された。しかし、脱税を試みる手合いは跡を絶たず…。生真面目

な残業税調査官と、熱血労働基準監督官の凸凹コンビが、働く人たちを守るべく奮闘する連作ミステリー。 

913.6    サク     杉原千畝 戦場の外交官 （ＰＨＰ文庫） 櫻田 啓                                           ＰＨＰ研究所 

   ユダヤ人のために日本通過ビザを発給し、のちに「日本のシンドラー」と呼ばれる杉原千畝と、托されたその命のバトンを受け

継いだ 4人の男たち。彼らの生き様を、第二次世界大戦の戦況を織り交ぜながらドラマチックに描く。 
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913.6    サワ     似非遍路 （高瀬川女船歌） 澤田 ふじ子                                       徳間書店 

   高瀬川畔で居酒屋を営む宗因は、手代を伴い四国遍路に出かけた塩問屋の主・播磨屋九郎佐衛門が、畑

仕事をしているのを目撃する。問いただしても「わしはただの百姓どす」と言い張るが…。 

913.6    ドウ     十字の記憶 堂場 瞬一                                         ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

   前市長の息子が大学跡地で惨殺死体で発見された。県警捜査一課の刑事・芹沢と、新聞記者の福良が事

件を追う。ふたりは高校時代の同級生だった。彼らの抱えた過去が事件のカギを握るが…。 

913.6    トマ     終戦のマグノリア 戸松 淳矩                                         東京創元社 

   鎌倉にある古い屋敷で発見された「木蓮文書（マグノリア・ドキュメント）」。海軍和平派と大学教授らが企てた終戦

工作をめぐる文書に隠された秘密とは？日本推理作家協会賞受賞作家が贈る、圧巻の長編ミステリ。 

913.6    ナカ     総理にされた男 中山 七里                                         ＮＨＫ出版 

   総理に瓜二つの容姿をもち、そのものまね芸を得意とする売れない舞台役者に持ちかけられた極秘指令と

は。政治の世界をわかりやすく描くポリティカル・エンターテインメント小説。 

913.6    ヨコ     ルパンの娘 横関 大                                           講談社 

   わたしは泥棒の娘。結婚を考えていた彼は、警察一家の長男だった－。泥棒の娘である華の恋人は刑事の

和馬。ある日、華の祖父が殺され、和馬が捜査することになるが…。二人の恋は？犯人は？ 

913.6    ヨシ     名古屋１６話 吉川 トリコ                                       ポプラ社 

   名古屋在住の作家が、名古屋市の 16の区を舞台に、悲喜こもごもの物語を紡ぐ珠玉のショートストーリー

集。東海・中部の都市を舞台にした 8つの物語と、著者による地図コラムも収録。 

  エッセイ     

914.6    アガ     文士の好物 座談集 阿川 弘之                                         新潮社 

    沢木耕太郎と「旅」を、井上ひさし・小森陽一と「志賀直哉」を、開高健と「食」を…。恰好の相手を得て、会話は闊

達自在に展がり、やがて時が豪奢に満ちる。阿川弘之の座談集。娘・阿川佐和子に語った「擱筆の弁」を附す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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（10月 1～14,19,26,30日） 

※10 月 1 日（木）～14 日（水）は、蔵書点検及びシステム更新

作業のため、全館休館します。 

※桜ケ丘分館臨時休館 11月 1日（日） 桜ケ丘ハイツ秋まつりのため 

 当日は、桜ケ丘公民館駐車場の使用もできません。ご注意ください。 

「図書館だより」2015年 10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.kani-lib.jp/ をどうぞご利用ください。 

          ↑10月 15日から、ホームページアドレスがこちらになります！ 

※10 月 1 日～14 日は、ホームページを停止します。15 日から、リニューアルしたホームページを開始

します。レイアウトを一新、新たな機能も追加されますので、ぜひご覧ください。 

展 示 の ご 案 内 

■１０／１５（木）～１１／８（日）■   

読書週間【10月 27日～11月 9日】特集展 

（本館１階） 
読書週間が始まります。あなたの知らない、さま

ざまな本に触れてみませんか？本の書き出しの

一文だけを印刷した紙で包装して、展示します。

中身は借りてからのお楽しみです。 

 

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

