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子どものころの夏休みには、何をしましたか？ はじめてのキャンプや遠方
への旅行など、新しい体験に心がおどったこともあったのでは？
今回は、大人のみなさんにも未体験の世界を味わっていただけるような本を
ご用意しました。
特集テーマ

あなたの知らない○○の世界！

あなたの知らない アンデルセンの世界

あなたの知らない 粘菌の世界

『影』

『もりのほうせき

ハンス・クリスチャン・アンデルセン／著

ねんきん』

長島要一／訳（評論社）949.7 ｱ

新井文彦／写真・文（ポプラ社）児童 473 ｱ

アンデルセンといえば児童文学の王様ですが、

ビーズ？何かの卵？ガラス細工？いえいえ、宝

大人向けのメッセージ性の強い作品も残していま

石のように美しい姿の写真に驚かされる粘菌は、

す。今回は『影』という作品を紹介します。その

キノコの仲間ではなくアメーバの仲間（だから、
動きます）で単細胞生物。粘菌は日本に 500 種以

学者はふとしたことから影を失います。忘れた頃

上いるだけでなく、さらにひとつの粘菌が姿をど

に影と再会を果たしますが、影は人間の姿になっ

んどん変えて、全く別物のようになるのが不思議。

ていました。そして衝撃の結末へと…。

森の中だけでなく、公園や神社にもいるそうだけ

隠れた名作。あなたの知らないアンデルセンの

ど、実際に出会ってみたい！

一面を知ることができると思います。

（桜ケ丘分館 可児）

（本館 濱口）

あなたの知らない 貝殻の世界
あなたの知らない 小さな花の世界

『おしゃべりな貝

『美しき小さな雑草の花図鑑』
大作晃一／写真

拾って学ぶ海辺の環境史』

盛口満／著（八坂書房）484 ﾓ

多田多恵子／文（山と渓谷社） 470 ｵ

海の無い県に住んでいるせいか、海に憧れます。
普段なら見過ごしてしまう道端の雑草。よーく

そして、海に行くとついやってしまうのが貝殻拾

見れば花屋の花に負けないぐらい美しい花が咲い

い。きれいだなぁと何気なく拾った貝殻が、実は

ています。大きく写しだされた花は、細かなとこ

数千年前の貝だったりすることがあるそうです。
理科教師で自称「生き物や」の著者が、生きては

ろまでよく見えます。へぇーこんな形で咲いてい

いない貝殻を拾い集める理由を探りながら日本の

たのと、改めて見るとびっくり。写真をみた後は、

海を旅します。怪(貝)人、貝の精、ハマグリ博士

虫眼鏡をもってじっくり観察しに出かけません

も登場し、貝殻を取り巻く環境の歴史をひも解い

か？季節ごとに美しい草花たちに出会えますよ。

ていきます。分かりやすい貝の解説、イラスト付

（帷子分館 溝口）

きです。
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（帷子分館 倉知）

特集： あなたの知らない○○の世界！
あなたの知らない ラプンツェルの世界

あなたの知らない 縄文の世界

『ラプンツェル』グリム原作

『知られざる縄文ライフ』

天沼春樹／訳 伊藤亘／画（パロル社）E ﾗ

譽田亜紀子／著（誠文堂新光社）210.2 ｺ

ラプンツェルといえばディズニーのラプンツェ

今からおよそ 1 万 5000 年前から、１万年以上も

ルを想像する方も多いと思いますが、グリム童話

続いた縄文時代。人々はどんな暮らしをしていた
のでしょうか？未開の想像を絶する暮らしを思い

の作品の一つです。グリム童話とはグリム兄弟が

がちですが、現代人との共通点も多くあります。

編纂した世界的に有名なドイツの童話集です。デ

例えば、料理。肉、魚介類、山菜、キノコを入れ

ィズニーではお姫様が魔女を倒し泥棒と幸せにな

たちゃんこ鍋・燻製・焼物・蒸し物等、安全に、

るストーリーですが、グリム童話のラプンツェル

おいしく食べる工夫をしていたようです。折しも、

はお姫様でなく普通の女の子が主人公で恋する相

7/3 より、東京国立博物館で、土器、土偶を集め

手も王子様。どちらも最後はラプンツェルの涙が

た特別展が開催されています。足を運んでみては

奇跡をおこすハッピーエンドです。ディズニーと

いかがでしょうか。
（桜ケ丘分館 松浦）

比較しながら読んでみるのも楽しいと思います。
（桜ケ丘分館 三浦）

あなたの知らない 宝塚の世界

『娘役』

あなたの知らない 園芸家の世界

中山可穂／著（KADOKAWA）913.6 ﾅｶ

『園芸家の一年』
カレル・チャペック／著

飯島周／訳（平凡社）620.4 ﾁ

誰もが知っているようで、実は詳しく知らない
宝塚。これは小説ですが、なまじの宝塚紹介本よ

花を育て、花を愛でるのが園芸家だと思ってい
ませんか。実は、園芸家が育てているのは土。欲

り宝塚に詳しい！しかもかなり事実（当方ファン

しいものはあらゆる植物の苗、持て余すものも大

経験あり）
。ハードボイルドなヤクザ・片桐が可憐

量の苗。いらないものは背骨。留守は他人に任せ

な娘役をひそかに慕っている設定で話は進みま

られない。２人集まれば天候の話で盛り上がり、

す。ヤクザが宝塚ファンになる課程も流れるよう

開花を心待ちにしながらも視線はいつも地面。堀

に自然。片桐の想いが切なくいじらしく、佳品の

って埋めて庭はけっして完成しないのです。

小説。読み終えるとあなたはもう宝塚歌劇団のフ

こんな園芸家の一年間の喜怒哀楽を、ユーモア

ァン（の気分）に。同著者の『男役』もお薦めで

で包み込むように綴った上質な園芸エッセイ集で
す。
（本館 林）

す。

（帷子分館 瀬尾）

あなたの知らない コケの世界

あなたの知らない 影絵の世界

『コケを見に行こう!』

『光の祈り

藤城清治作品集』

左古文男／著（技術評論社）475 ｻ

藤城清治／著（白泉社）726.8 ﾌ

山や川はもちろんのこと、都会でもアスファル

影絵といえば白黒のイメージですが、こんなカ

トの隅やブロック塀に、コケはひっそりと力強く

ラフルな作品もあることをご存知でしょうか。メ
ルヘンのようなかわいらしいものから、宮沢賢治

生きています。日本には、約 2500 種ものコケが生

の童話等の挿絵、日本の風景を描いたものまで作

息しているというから驚きです。この本には、世

品は多岐にわたります。個人的にはタイトルの通

田谷区の等々力渓谷や北八ケ岳など、コケを見に

り、祈りと希望をこめて描かれた東北の被災地の

行くのに適した場所とそのルート地図、そこに生

風景が、特に印象的でした。

息しているコケ情報も紹介されています。ルーペ

カミソリの刃１本で切り抜かれ、幾重にもカラ

やピンセット、霧吹きを持って、採取に出かけて

ーフィルターや薄紙を重ねて作り上げられた、緻

みましょう。あなたの知らないコケの世界をのぞ

密で幻想的な世界。ぜひ一度みていただければと

いてみませんか？

思います。

（本館 篠田）
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（帷子分館 長江）

特集： あなたの知らない○○の世界！
あなたの知らない 「ふつうじゃない」世界

『その道のプロに聞く
ふつうじゃない生きものの飼い方』

あなたの知らない 習慣の世界

『小さな習慣』スティーヴン・ガイズ／著

松橋利光／著（大和書房）480.7 ﾏ

田口未和／訳（ダイヤモンド社）141.7 ガ

良い習慣を身に着けたいと思いつつうまくいか

カタツムリと言えば、葉っぱの上で葉を食べて

ない、という人も多いのではないでしょうか。こ

いるイメージですが、実は野菜を好み、食べたも
のと同じ色のフンをすることをご存知ですか。

の著者も何年も失敗したあげく、見つけたのが小

また、酒蒸しにしようとスーパーで買ってきた

さな習慣から始めるという方法。大きな目標を掲

アサリを飼おうと思われたことはありますか。塩

げて思い切ってトライする、という方法論とは真

水に入れて翌朝冷蔵庫を開けたら潮を吹き出して

逆の、とにかく失敗しようもない小ささから始め

水浸しだったという経験はありますが…。

るというもの。例えば一回の腕立て伏せからとい

「えっ！こんなのも飼えるの？」とページをめ
くるたび驚きの連続です。

う具合。その有効性を脳の働きにまで言及して説

（本館 土谷）

いています。実際に上手くいくかどうか試してみ
るのはいかかでしょうか。

あなたの知らない 図書館司書の世界

（本館 橋本）

『司書のお仕事

お探しの本は何ですか？』

大橋崇行／著（勉誠出版）013.1 ｵ

あなたの知らない 実験器具の世界
図書館で働く司書がどういうお仕事をしている

『ビーカーくんのゆかいな化学実験』

と、みなさんはイメージしますか？多くの人は、

うえたに夫婦／著（誠文堂新光社）432 ｳ

カンターに座って本の貸出・返却…とイメージさ
『ビーカーくんとそのなかまたち』の続編。実験

れると思います。実はそれだけではない、様々な

器具が親しみやすいキャラクターとなって「つく

お仕事があるんですよ。本書では司書の普段のお

る」
「はかる」
「観察する」
「分ける」に分類して化

仕事内容や、図書館の役割、バックヤードの様子
等々までストーリー形式で分かりやすく書かれて

学実験を紹介してくれます。実験器具の特徴、使

います。利用者からはなかなか見えない司書のお

用方法なども実験器具たちがわかりやすく解説。

仕事。のぞいてみませんか？

小中学生の理科や化学実験の興味のきっかっけ

（本館 櫨山）

に。化学実験は苦手という方にも楽しんでいただ
ける１冊です。

（桜ケ丘分館 春日井）

あなたの知らない 男子フィギュアの世界

『羽生結弦が生まれるまで
日本男子フィギュアスケート挑戦の歴史』

あなたの知らない 迷惑な居候の世界

宇都宮直子／著（集英社）784.6 ｳ

『寄生虫ビジュアル図鑑』

フィギュアスケート人気は、今は沸騰している

濱田篤郎／監修（誠文堂新光社）491.9 ｷ

けれど、昔はそうではなかった。特に男子におい
それはもしかするとすでにあなたの身の内にも

ては。指導が未熟で成績も振るわなかった。観客

ひそんでいるかも…。よく知られているところで

など当然皆無だ。今から 55 年程前に当時少年だっ

は、小学校時代の検査が記憶に残っている蟯虫（ぎ

た佐野稔との出会いからスケート界が動き出す。

ょうちゅう）
、有名なオペラ歌手がダイエットのた

コーチ達の懸命な努力と挑戦で少しずつ結果が出

め体内に飼っていたというサナダ虫あたりでしょ
うか。興味を持っていただけたなら上記の１冊を。

だした。そして時代毎にステップアップする選手

背筋がぞわぞわっとするけれども目が離せないイ

が登場した。本田武史、高橋大輔のいた時代を経

ンパクトのある世界です。

て現在の羽生結弦が生まれたのです。
（帷子分館 熊崎）

（本館 饒村）
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特集： あなたの知らない○○の世界！
あなたの知らない 東洋文庫の世界

あなたの知らない シンプルライフの世界

『東洋文庫ガイドブック』

『壊れた世界で“グッドライフ”を探して』
マーク・サンディーン／著 上原裕美子／訳（NHK 出版）936 ｻ

平凡社東洋文庫編集部／編（平凡社）019 ﾄ
「東洋文庫」は、文庫でありながら、驚きの高
価格！よほどの古典好き、歴史マニアしか手に取
らないであろう本なのですが、意外と読み易く、
先人の豊かな知識に触れることができます。私は
東洋史マニアなので、歴史モノ中心ですが、東洋
の風俗や古典も興味深いものが多いです。
『東洋文庫ガイドブック』を参考に宝探しをし
てみてはいかがでしょう？実は「東洋文庫」
、豪州
人の記者、モリソン氏の収集文書を所蔵する博物
館でもあります。
『記録された記憶』東洋文庫／編
（山川出版社）は「見る」東洋文庫の世界が紹介
されています。
抹茶色の表紙を開き、古今東西の英知の旅へ出
かけませんか！
（帷子分館 福井）

モノを手放し質素に生活する「シンプルライフ」
や「地産地消」の運動が流行していますが、この
本で紹介される米国の３家族の生き方は、それら
と似ていながら、とても生易しいものでなく、も
はやシンプルですらありません。けれども、その
目的を考えれば「地球に優しい」というイメージ
だけではないものが見えてきます。国内外の経済
格差や人種差別、戦争（軍需産業）にも与しない
生き方を目指すものなのです。
それは現代の社会で、どこまで可能なのか。限
りない挑戦でもある“グッドライフ”を、あなた
はどう受けとめますか。

（本館 長谷川）

あたらしく入った本
分類

書名

著者名

出版者名

「こころ」を健康にする本

大野裕／著

日経サイエンス社

心理・宗教
146.8/ｵ/

こころの悩みを抱える人、子育て中の人、指導する立場の人などに向けて、ストレスや不安などで気持
ちが落ち込んだときの対処法、こころの不調を未然に防ぐ手立てを紹介する。
175.9/ｼ/

聖地鉄道めぐり

渋谷申博／著

G.B.

神社・お寺とともに時を重ねた参詣路線の今、むかし-。日本全国の門前をゆく 72 の路線と 200 の神社
仏閣を紹介する。門前の見どころ、各地の歴史や信仰にまつわる史跡を掲載。
歴史・伝記
210.7/ｷ/

戦後ゼロ年東京ブラックホール

貴志謙介／著

NHK 出版

ヤミ市、隠匿物資、地下政府、新興宗教…。焼野原となった占領都市 TOKYO に、いったい何が起きていたの
か。CIA 文書などの資料を基に、1945 年 8 月からの“空白の 1 年”の深層に迫る。NHK スペシャルを書籍化。
288.6/ﾓ/

家紋無双

森本勇矢／著

知楽社

家紋に秘められた意義を擬人化。代表紋・派生紋を含めた 902 種の家紋を取り上げ、由来や解説、派生紋、主
な有名人など各種データを収録する。都道府県別家紋分布図なども掲載。
291.5/ｶ/

街道今昔美濃路をゆく

日下英之／監修

風媒社

むかしもいまも伊吹山と共にある 15 里 7 宿の美濃路。より深く街道ウォーキングを楽しめるよう、大名や朝鮮通信
使、象も通った街道の知られざる逸話や、川と渡船の歴史などを、豊富なカラー図版とともに紹介する。
社会
320.4/ﾄ/

隣り近所のトラブル解決 Q&A

荒井総合法律事務所／編

法学書院

隣家に目隠しを設置してもらうことができるか? 隣地からの排水を止めることができるか? 民泊営業を行う者に対
しての対処法は? 近隣トラブルを種類ごとに分類し、解決方法をやさしく説明する。
368.6/ﾐ/

うちの子、安全だいじょうぶ?

宮田美恵子／著

新読書社

子ども自身に「自分で自分の命や体を守る力をつけること」。それこそが保護者が子どもにできる防犯教育です。
社会や時代の変化に合った新しい防犯教育を、乳幼児期から 12 歳まで年代別にわかりやすく解説します。
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技術・家政
550/ﾄﾞ/

どうして海のしごとは大事なの?

「海のしごと」編集委員会／編

成山堂書店

日本を支える海事産業、「海のしごと」にはどのようなものがあり、なぜ必要とされるのか。船長や機関長、航海
士、海上保安官や自衛官らにその内容や役割、意義、やりがいなどを聴く。就職活動に役立つ情報も収録。
589/ﾐ/

すぐそばの工芸

三谷龍二／著

講談社

生活者の「普通」の暮らしから生まれた「生活工芸」。木工作家の三谷龍二が、「素材感覚」「弱さ」「自然の声」などのキーワー
ドをもとに、まだ流動的な「生活工芸」の輪郭を実作の現場から探る。他の作家たちとの対話も収録。
599/ｻ/

子育てでカラダが限界なんですがどうすればいいですか?

斎藤充博／著

青月社

「抱っこするときはひじをカラダにつける」「子どもと長時間手をつないだあとにしたいケア」など、子育て
をしている人に向けて、疲れにくいカラダの使い方と疲れたカラダの癒し方をイラストで紹介。
産業
615.2/ﾔ/

タネはどうなる?!

山田正彦／著

サイゾー

自家採種ができなくなる?! 種苗法改正への動きで、農民の権利が奪われようとしている。種子法廃止はどのよう
になされたか。私たちはどうしたらいいか。元農水大臣・山田正彦が、日本の食料の最大の危機を明らかにする。
673.9/ﾆ/

カジノ戦争

西澤信善／著

晃洋書房

現実化する「統合型リゾート」構想、本当は怖いギャンブル依存症、カジノの地域社会への影響…。カジノ(IR)実
施法に反対する著者が、弊害の多いギャンブルで地域振興を図る危険性を訴える。
語学
810.4/ﾖ/

大人の語彙力使い分け辞典

吉田裕子／著

永岡書店

大人に求められるのは、たくさんの言い回しを知った上で、「ちょうどいい言葉」を使い分けることができる実践的
な語彙力。様々な場面ごとに語彙・言葉の適切な「使い分け方」を 3 段階に分けてわかりやすく紹介する。
830/ｲ/

日本の地理・歴史・文化を英語で表現する

伊東卓也／著

ナツメ社

日本の地理、歴史、文化について日本語で解説しながら、「参勤交代」「関東ローム層」「わらぶき屋
根」など、日本独自の用語を英語に訳して併載。
日本文学－小説
913.6/ｱｻ/

TIMELESS

朝吹真理子／著

新潮社

恋愛感情のない結婚をしたうみとアミ。ぎこちない交配を経てうみは妊娠。やがてアミは姿を消す。そし
て 2035 年、父を知らぬまま成長した息子のアオは旅先の奈良で桜を見ていた…。
913.6/ｱﾔ/

不在

彩瀬まる／著

KADOKAWA

長らく疎遠だった父が、死んだ。「明日香を除く親族は屋敷に立ち入らないこと」という不可解な遺言に娘の明日
香は戸惑いを覚えつつ、父の遺した洋館に足を踏み入れるが…。愛なき世界の生き方を探る長篇小説。
913.6/ｵﾘ/

ポストカプセル

折原一／著

光文社

ラブレターが、遺書が、脅迫状が、礼状が、文学賞の受賞通知が、15 年遅れで届いたら? 心温まるは
ずの善意の企画の裏に、驚愕の真相が…。騙りの名手によるミステリー。
913.6/ｶﾉ/

完全犯罪の死角

香納諒一／著

光文社

留理は亡き父から引き継いだ会社を守るため、志を異にする兄とその愛人でもある秘書を痴情のもつれを装って
殺した。だが翌朝、家政婦から、家に入った強盗に兄が殺されたようだという連絡が…。
913.6/ｸﾛ/

泥濘

黒川博行／著

文藝春秋

老人を食い物にする警察官 OB グループのシノギを桑原と二宮の疫病神コンビはマトにかけるが、二宮は拉致さ
れ桑原は銃撃を受け心肺停止に。絶体絶命の 2 人を待つ運命は? 疫病神シリーズ第 7 弾。
913.6/ｸﾛ/

島のエアライン 上・下

黒木亮／著

毎日新聞出版

人口 15 万人の島の自治体が、総額 85 億円の空港建設に乗り出した。地方のハコもの事業に対する
批判の中、悲願は実現するのか!? 独力で飛行機を飛ばす島の夢と苦闘を描いた実話物語。
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913.6/ﾀｶ/

官邸襲撃

高嶋哲夫／著

PHP 研究所

日本初の女性首相とアメリカ国務長官が首相官邸で会談中に、テロ集団が官邸を占拠。首相と国務長
官が人質となる。初の首相付きの女性 SP である明日香は、たった 1 人で立ち向かい…。
913.6/ﾇｶ/

風に恋う

額賀澪／著

文藝春秋

かつては全国大会連続金賞だったが、現在は見る影もない名門高校吹奏楽部に、黄金時代の部長がコーチとし
て戻ってきた。そして 1 年生の基を部長に任命し…。はたして全国大会への切符を手にすることはできるのか!?
913.6/ﾊｾ/

雨降る森の犬

馳星周／著

集英社

家族とのわだかまりを抱えた中学生の雨音は都会を離れ、蓼科に住む伯父のもとに身を寄せる。そこ
には、ワルテルという犬がいて…。犬が導く喪失と再生の物語。
913.6/ﾐﾗ/

未来製作所

太田忠司 他／著

幻冬舎

思い出がよみがえる家電、ロボットスーツで無限に移動、天文学者が気付いてしまった地球に似た惑星の謎、交通事故をゼロ
にできる命がけの計画…。「移動」や「ものづくり」に焦点を当てた 10 編のショートショートを収録する。
913.6/ﾔｽﾞ/

さしすせその女たち

椰月美智子／著

KADOKAWA

仕事と子育ての両立に悩みながらも毎日を懸命に生きる多香実。しかしある出来事をきっかけに、思わ
ぬ感情が生じていき…。リアルすぎる働くママ奮闘物語。
913.6/ﾔﾏ/

偽姉妹

山崎ナオコーラ／著

中央公論新社

35 歳のシングルマザー、正子が、宝くじを当て、挑戦したのは、“姉妹”のメンバーチェンジ!? 家の中
から“明日”を変える長篇小説。
日本文学－エッセイ
914.6/ｲﾂ/

人生百年時代の「こころ」と「体」の整え方

五木寛之／著

PHP 研究所

病は「治す」のではなく、「治める」もの。大切なのは「不調を生み出さない」工夫。「風邪」は絶妙な自律的・自浄
健康法…。70 年以上も医者にかからずに健康を維持してきた著者が、その独自の養生法を紹介する。
914.6/ﾑﾚ/

しない。

群ようこ／著

集英社

通販で買わない、不要な付き合いをしない…。快適な生活のための「しないこと」リストから、心地よい日常を呼ぶ
ヒントを伝える。集英社学芸編集部サイト『学芸・ノンフィクション』掲載に書き下ろしを加えて単行本化。
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清流の国ぎふ・おすすめの 1 冊コンクール入賞作品展

カンタン絵本づくり作品展

岐阜県図書館で行われた平成 29 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。

8 月 2 日、3 日に開催した講座
「カンタン絵本づくり」の作品を
展示します。絵本の作り方の本も
ご紹介します。

貸 出 カ ー ド は お 持 ち で す か

【貸出カードの登録内容の確認について】

図書館の貸出カードの有効期限は３年です。有効期限が近づいた方にはカウンターでお声かけし、住所・電話
番号等の確認を行います。登録内容の確認のため、住所の証明できるものをご提示ください。ご本人がご来館
ください。高校生以下の方は、保護者の方の証明でも可能です。

開館時間【本館】平日 10:00～19:00、土日祝 10:00～17:00
※7 月 21 日から 8 月 28 日までは、9：30

休館日 毎週月曜日、毎月最終金曜日

に開館します。

【分館】全日 9:00～17:00

8 月 6,13,20,27,31,日
※お盆休みはありません。

【臨時休館】9 月 24 日（月）～28 日（金）は、蔵書点検のため、全館休館します。
スマート
フォン用
サイト

「図書館だより」2018 年 8 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。
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