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森見 登美彦 

（もりみ とみひこ 1979 年奈良県生まれ） 
京都大学大学院修士課程修了。『太陽の塔』（新潮社）
で日本ファンタジーノベル大賞を受賞し作家デビュ
ー。『夜は短し歩けよ乙女』（角川書店）で山本周五郎
賞を受賞、本屋大賞２位。他の著書に『有頂天家族』
（幻冬舎）『ペンギン・ハイウェイ』（角川書店）など。 

 

今回紹介する本は『夜行』（小学館）です。 

10 年前の鞍馬の火祭の夜に彼女は姿を消した。当時

の仲間がそれぞれに見た連作の銅版画。夜を題材にし

た絵と彼女の関係は？消えた彼女はどこに行ったの

か？5人の仲間は、鞍馬の火祭りの日に再会する。「夜

行」とは何か。 

ユーモラスに溢れた文章や独特の言い回しが特徴

的な作家ですが、その作品の舞台はほとんどが京都で

す。京都の魅力的な街中で繰り広げられる摩訶不思議

な日常ファンタジーの世界をあなたも覗いてみませ

んか？休日を使って「ほどよくファンタジーの世界に

浸かりたい。」という方におすすめの作品です。 

（本館 櫨山） 

森 まゆみ 

（もり まゆみ 1954年 東京生まれ） 
東京都文京区に生まれ、出版社勤務の後、地域雑誌 
『谷中・根津・千駄木』を編集。下町の風習や歴史的
建物の保存活動をしている。著書には『鷗外の坂』（新
潮社）『断髪モダンガール』（文芸春秋）『千駄木の漱
石』（筑摩書房）など多数。 

 

今回紹介する『女のきっぷ』（岩波書店）は、厳し

い環境の中でも微笑みを絶やさず、困っている人がい

れば助け、見栄を張らない。そんな逆境をしなやかに

生きる女性たちの評伝です。樋口一葉の、没落をもの

ともしない強さ。宇野千代の、奔放ながら可愛らしく

幸せな生き方。ラグーザ玉の開拓精神など、きっぷの

いい女達の生き様が描かれています。 

私は縁あって森まゆみさんのイベントの手伝いを

することができました。千駄木にある蔵を借りての勉

強会です。彼女と接し、登場人物のような飾らない人

柄に触れました。きっぷのいい女性の作品、一度読ま

れてはいかがでしょうか？  

              （帷子分館 濱口） 

 

図 書 館 だ よ り 

雑 誌 コ ー ナ ー ご 覧 く だ さ い 

職 員 の お す す め 《 こ の 書 き 手 に 注 目 ！ 》 

雑誌ついて見直しを行い、本館と桜ケ丘分館で今年度から下記の雑誌が新しく入ることになりました。 

図書館では、雑誌の最新号は館内閲覧（貸出不可）

とし、バックナンバーになると貸出しています。 

 

●本館 

新規受け入れ雑誌 

炎芸術（阿部出版） 年 4回 趣味・教養 

OCEANS（ﾗｲﾄﾊｳｽﾒﾃﾞｨｱ） 月刊 男性ﾌｧｯｼｮﾝ 

将棋世界（マイナビ出版） 月刊 趣味・教養 

群像（講談社） 月刊 文芸 

※受け入れ中止の雑誌 

陶遊（ｴｽﾌﾟﾚｽ・ﾒﾃﾞｨｱ出版） 年 6回 趣味・教養 

いぬのきもち（ﾍﾞﾈｯｾ） 月刊 趣味・教養 

ねこのきもち（ﾍﾞﾈｯｾ） 月刊 趣味・教養 

花時間（角川書店）※休刊 月刊 園芸 

papyrus（幻冬舎）※休刊 月刊 文芸 

 

●桜ケ丘分館 

新規受け入れ雑誌 

Kodomoe（白泉社） 年 6回 子育て 

子供の科学（誠文堂新光社） 月刊 科学 

FUDGE（三栄書房） 月刊 女性ﾌｧｯｼｮﾝ 

ソトコト（木楽舎） 月刊 生活情報 

CHANTO（主婦と生活社） 月刊 生活情報 

歴史人（ベストセラーズ） 月刊 趣味・教養 

※受け入れ中止の雑誌 

InRed（宝島） 月刊 女性ﾌｧｯｼｮﾝ 

with（講談社） 月刊 女性ﾌｧｯｼｮﾝ 

Como（主婦の友社） 年 6回 生活情報 

散歩の達人（交通新聞社） 月刊 タウン情報 

Tocotoco（第一ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ） 月刊 子育て 

MOE（白泉社） 月刊 書籍紹介 

レタスクラブ（KADOKAWA） 月 2回 料理 
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分類 書名  著者名 出版者名 

情報・読書        

015/ﾕ/ 認知症予防におすすめ図書館利用術 
 

結城俊也／著 日外アソシエーツ 

  ウォーキングを兼ねて図書館へ。本を読み、様々な活動に参加して脳をリフレッシュ。リハビリのプロが、街の図書

館を利用して知らず知らずのうちに認知症を予防する方法を解説。著者が各地で行った活動も紹介。 

022/ｲ/ 「本をつくる」という仕事 
 

稲泉連／著 筑摩書房 

  校閲がいないとミスが出るかも。色々な書体で表現したい。もちろん紙がなければ本はできない…。装

丁、印刷、製本など本の製作を支えるプロを訪ね、仕事に対する姿勢や思いを聞く。 

歴史・地理        

G3/281/ｲ/2 今を築いた中濃の人びと 続 
 

中濃史談論会／編著 岐阜新聞社総合メディア局出版室 

  円空仏の魅力を活写した後藤英夫、学生に武士道を伝えた河田諒介など、中濃出身者や中濃に深い

関わりを持ち、またすぐれた事績を残した人びと 80 人の生き方を紹介する。 

290.9/ｶ/ わたくしたちの旅のかたち 
 

兼高かおる／著 秀和システム 

  異文化にふれる喜び、楽しい出会い-。日本人女性の先駆けとして長年にわたり世界を旅してきた兼高かおると曽

野綾子の、抱腹絶倒のエピソードが満載。これからの若い世代に伝えておきたいことを熱く語る。  

社会        

332.9/ﾐ/ 経済は地理から学べ! 
 

宮路秀作／著 ダイヤモンド社 

  なぜトランプ大統領は TPP から離脱するのか? 日本とロシアの「接近」を示す 2 つの資源とは…? 経済をより深く

理解するために、地理からアプローチしやさしく解説した、「教養としての経済学」入門書。  

375.1/ﾅ/ そろそろ、部活のこれからを話しませんか 
 

中澤篤史／著 大月書店 

  日本独特の文化である部活はなぜ成立しているのか。いつ始まったのか。なぜ拡大したのか。いまどうなっている

のか。こうした不思議に向き合い、部活というものを丸ごと解説し、「部活のこれから」を考える。  

386.1/ﾃﾞ/ 日本真ん中山車まつり 
 

デン真／著 中日新聞社 

  山・鉾・屋台行事…。ユネスコ無形文化遺産登録 33 件の約半数を占める中部日本の山車まつり。そこ

に広がる祭文化を、地元・愛知の写真家が臨場感たっぷりにカメラで捉えた珠玉の作品集。  

386.1/ﾄ/ 東海の山車とからくり 
 

長屋良行／著 ゆいぽおと 

  山祭、高山祭、長浜曳山祭、石取祭…。東海地方を中心に、国の重要無形文化財に指定されている

12 の祭りを取り上げ、それぞれ「祭りの起源と歴史」「山車」「祭りのライブ取材」の 3 部構成で紹介する。 

自然科学・医学      

479.9/ﾎ/ タンポポハンドブック 
 

保谷彰彦／著 文一総合出版 

  亜種や変種などを含め、日本で見られる約 30 種のタンポポ、および外来タンポポと雑種タンポポを、同定に役立

つ情報と共に掲載。生育環境、生活の仕方、種子の残し方など、タンポポの暮らしぶりも紹介する。  

491.3/ｲ/ 「正しい時間の使い方」が、あなたの健康をすべて左右する 
 

石黒源之／著 東洋経済新報社 

  大事な仕事や予定は「月曜日」ではなく「木曜日」か「金曜日」に。薬の効果を最大限に引き出せるのは「夜、寝る

前」。日常に潜む「ブラックタイム」を解説し、健康に長生きできる正しい時間の使い方を紹介する。  

493.1/ｶ/ 花粉症・アレルギーを自分で治す 70 の知恵 
 

水嶋丈雄／監修 主婦の友社 

  不調を解消する健康食レシピ、アトピー症状を緩和する安全手作り化粧水、1 人でできる動作やツボ刺激、アレル

ギー症状と体質改善に効く漢方薬…。アレルギー疾患を改善する知恵とコツをわかりやすく紹介する。  

493.7/ｲ/ ルポ希望の人びと 
 

生井久美子／著 朝日新聞出版 

  認知症の本人同士が出会い、つながり、発信する。認知症の常識を変える「当事者の力」! 初の当事者団体誕生

の軌跡と最先端の「いま」を伝える、渾身のルポ。『朝日新聞』掲載に書き下ろしを加えて書籍化。  

あたらしく入った本 
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技術・家政        

527.5/ﾌ/ なぜ、「子供部屋」をつくるのか 
 

藤原智美／著 廣済堂出版 

  子供は、子供部屋で一人になり、自分を見つめ、なにものにも頼らずに考え、自力で成長する力を得る。子供部

屋について考え、どんな子供部屋が子の成長にいいのかを探る。子供を伸ばす間取りコレクションも収録。 

産業        

610/ｼ/ IT と熟練農家の技で稼ぐ AI 農業 
 

神成淳司／著 日経 BP 社 

  熟練農家の極めて高度な技を「形式知」にできる AI 農業。それを考える上での基本的な考え方や具体的な手法、

農業に関する知的財産の保護と活用などを、AI 農業を最もよく知るキーパーソンが解説する。  

675.1/ﾒ/ 目利きが選んだニッポンの逸品 
  

枻出版社 

  日本を代表する目利きが選んだメイド・イン・ニッポンの名品カタログ。キッチン雑貨から、インテリア&生

活雑貨、フード&ドリンク、文房具、ファッションアイテムまで、約 200 アイテムを紹介。 

芸術、芸能、スポーツ      

706.9/ｴ/ MOA 美術館 
 

MOA 美術館／監修・ 東京美術 

  国宝 3 点、重要文化財 66 点を含む約 3500 点の収蔵品を有する MOA 美術館。至高の空間で、永く愛

されてきた日本美術の名品の数々を、美術史の流れに沿って紹介する。施設の見どころにも触れる。  

782.3/ﾄ/ 東海周辺トレイルランニングコースガイド   山と溪谷社／編 山と溪谷社 

  初級者からベテランまで楽しめる東海周辺のトレイルランニングコース 22 を紹介。コースごとに、コース

データ、高低図、走る上での注意点等を記した地図、立ち寄りスポットなどを掲載する。 

784.6/ｳ/ 日本フィギュアスケートの軌跡 
 

宇都宮直子／著 中央公論新社 

  

1988 年カルガリーから 2018 年平昌へと続く道-。日本がフィギュア大国となるまでの歩みを、伊藤みどりから羽生

結弦まで選手たちの証言で振り返る。『Number』『文藝春秋』掲載記事に書き下ろしを加えて書籍化。  

日本文学－小説      

913.6/ｱｲ/ 不発弾 
 

相場英雄／著 新潮社 

  大企業に巨額の粉飾決算が発覚。捜査二課の小堀は事件の背後にひとりの男の存在を摑む。彼が金

融業界に仕込んだ「不発弾」は、予想をはるかに超える規模でこの国を蝕んでいた…。 

913.6/ｲﾇ/ 物件探偵 
 

乾くるみ／著 新潮社 

  利回り 12%の老朽マンション、ひとりでに録画がスタートする怪現象アパート…。アヤシイ物件の謎、解け

ますか? 大家さんも間取りウォッチャーも大興奮の、本気で役立つリアル不動産ミステリ。 

913.6/ｳｴ/ 茜の茶碗 裏用心棒譚 
 

上田秀人／著 徳間書店 

  将軍家より下賜された茜の茶碗が盗まれた。相馬中村藩主は一番の剣の遣い手・小宮山に茶碗捜索を命じる。理

不尽な主命に従い盗賊となった小宮山に、捜索から二年後、さらなる難題が突きつけられ…。 

913.6/ｴｸ/ なかなか暮れない夏の夕暮れ 
 

江國香織／[著] 角川春樹事務所 

  本ばかり読んでいる稔、姉の雀、元恋人の渚、娘の波十、友だちの大竹と淳子…。切実で愛しい小さな

冒険の日々と、頁をめくる官能を描く長篇小説。 

913.6/ｶｼﾞ/ 北斎まんだら 
 

梶よう子／著 講談社 

  葛飾北斎の弟子になるため江戸へやって来た三九郎。だが、娘のお栄に火事見物につき合わされた

り、枕絵のモデルをやらされたり。そんな折、北斎の枕絵の贋作が出回っていることがわかり…。 

913.6/ｶﾜ/ ぼくの死体をよろしくたのむ 
 

川上弘美／著 小学館 

  彼の筋肉の美しさに恋をした<わたし>、魔法を使う子供、猫にさらわれた<小さい人>…。恋愛小説から

SF まで、ジャンル分け不能な、奇妙で愛しい物語全 18 篇を収録。 

913.6/ﾊﾀﾞ/ 成功者 K 
 

羽田圭介／著 河出書房新社 

  芥川賞を受賞したKは、いきなりTVに出まくり、寄ってくるファンや友人女性と次々性交する。突如人生

が変わってしまった K の運命は?  
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913.6/ﾑﾗ/ 騎士団長殺し 第 1 部・第 2 部 
 

村上春樹／著 新潮社 

  私は狭い谷間の入り口近くの、山の上に住んでいた。夏には谷の奥の方でひっきりなしに雨が降ったが、谷の外

側はだいたい晴れていた。それは孤独で静謐な日々であるはずだった。騎士団長が顕れるまでは…。  

913.6/ﾓﾘ/ 戦友たちの祭典(フェスティバル) 
 

森村誠一／著 中央公論新社 

  太平洋戦争を生き抜いた男たちが集結。無限の夢を抱えて逝った友の無念を晴らす! 穏やかな余生を

送る老人の元へ、かつての仲間が現れる。戦友の遺言に導かれ、彼は修羅の巷へ…。 

913.6/ﾓﾛ/ 今ひとたびの、和泉式部 
 

諸田玲子／著 集英社 

  優れた歌人として、また藤原道長から「うかれ女」と呼ばれ、恋多き女として語られる和泉式部。しかし、

そこには切ないわけが…。謎多き和泉式部の生涯を、新たな視点から描いた長篇歴史小説。 

913.6/ﾔｸ/ ガーディアン 
 

薬丸岳／著 講談社 

  スマホや SNS が普及し、教師は生徒の悩みを把握しきれない。いじめ、不登校、夜間徘徊-荒れていた中学校は、匿名生徒に

よる自警団「ガーディアン」によって落ち着いた。赴任したばかりの秋葉は単身、学校の謎に迫るが…。  

913.6/ﾕｽﾞ/ 合理的にあり得ない 
 

柚月裕子／著 講談社 

  不祥事で弁護士資格を剝奪された上水流涼子は、探偵エージェンシーを運営。明晰な頭脳と美貌を武

器に、怪人物がらみの「あり得ない」依頼を解決に導くのだが…。 

日本文学－エッセイ      

914.6/ﾌｼﾞ/ 知れば知るほど 
 

藤原正彦／著 新潮社 

  大メディアや評論家には見えない世の「真実」をいざ開陳! 英国 EU 離脱、トランプ氏勝利から、コーヒ

ーの味の真実まで、ユーモアを交え物事の本質を抉り出す。 

914.6/ﾖｼ/ 毎日っていいな 
 

吉本ばなな／著 毎日新聞出版 

  この歳になって、新しくなにかを取得できるなんて、なんてすばらしいことだろう。それがたとえめだかの

卵を素手で採取することであっても…。読むほどに日々が愛おしくなる 50 のエッセイを収録。 
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携 帯 用

サイト 

  

 

展 示 の ご 案 内 

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 

4 月 3,10,17,24,28 日 

 

■４／１（土）～４／２３（日）■   

ぎふけん・おすすめの一冊コンクール 

入賞作品展（本館１階） 
岐阜県図書館で行われた平成 28 年度コンクールの

入賞作品です。今までの読書経験の中で、読んで感

動した本、人生を変えた本、役に立った本など、お

すすめしたい本について紹介する作品を、イラスト

ＰＯＰ・ＰＯＰ・紹介文の３部門で展示します。 

■４／２６（水）～５／２５（木）■   

こどもの読書週間特集 「うちどく１０おす

すめのノンフィクション」展 （本館１階） 
「うちどく（家読）10（テン）」は「一日 10 分読

もう」「家族で 10 冊読もう」など、目標を決めて

読書をする運動です。子どもと大人、どちらも楽

しめるノンフィクション（知識・学習）の本をご

紹介します。(こどもの読書週間：4 月 23 日～5月

12 日） 

貸 出 カ ー ド は お 持 ち で す か ？ 

・可児市内に住んでいる人、可児市へ通勤・通学している人は、どなたでも無料で貸出カードを登録できます。 

多治見市、美濃加茂市、御嵩町、加茂郡、土岐市、犬山市に住む人も登録できます。 

・貸出カードを登録する時は、住所を確認できるもの（免許証、健康保険証等）をお持ちください。 

・貸出カードは、本館・帷子分館・桜ケ丘分館・移動図書館ひまわり号のどこでも利用できます。 

・貸出冊数は一人１０点まで、貸出期間は３週間です。図書、雑誌、視聴覚資料など合わせて１０点までです。た

だし、視聴覚資料（ＣＤ、ＤＶＤ等）は、１０点のうちの５点までです。 

・借りた本は、本館・帷子分館・桜ケ丘分館・移動図書館ひまわり号のどこでも返すことができます。 


