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ルーマー・ゴッデン 

（1907年～1998年 イギリス生まれ） 
物語の名手と讃えられる作家。幼少期をインドで過ご
す。カルカッタでバレエ学校を始める傍ら執筆。『人
形の家』（岩波書店）『ねずみ女房』（福音館書店）等、
著書多数。 

 

ルーマー・ゴッデンの児童書はどれもすべて上質の

物語ですが、今回は『バレエダンサー』（偕成社）を

ご紹介します。姉のクリスタルのレッスンについてい

ったのがきっかけでバレエのとりこになっていく少

年デューン。その引き込まれようは並大抵ではありま

せん。 

母に反対され、兄姉に嫉妬され意地悪されながらも

なんとかしてバレエを習おうとするデューン。「男が

バレエなんて」という偏見、貧しい家庭環境、でも僕

はバレエが踊りたい！ 

そんなデューンの一生懸命さに周りの大人たちが

応えます。王立バレエ学校の成り立ちや生徒の生活、

イギリス人がいかにバレエを愛して身近に感じてい

るかもよくわかります。 

優れた児童文学はすべてそうですが、いわゆる「子

ども騙し」ではない、大人が読んでも十分感動できる

作品です。 

（帷子分館 瀬尾） 

彩瀬 まる 

（あやせ まる 1986年千葉県生まれ） 
2010年「花に眩む」で「女による女のためのＲ-18文
学賞」読者賞受賞しデビュー。ほかの著書に『骨を彩
る』（幻冬舎）、『桜の下で待っている』（実業之日本社）
など。ノンフィクション作品として、東日本大震災に
遭遇した時のことを描いた『暗い夜、星を数えて』（新
潮社）がある。 

 

 「第５回高校生直木賞」受賞作品『くちなし』（文

藝春秋）を紹介します。直近 1年間の直木賞候補作の

中から、全国の高校生が議論の末に選んだ作品です。 

妻子ある人との別れの時、手に入れたものは彼の左

腕。彼の腕は優しく彼女のこころを慰め、彼のいなく

なった寂しさを埋めてくれます。そんな時、彼の妻が

主人の腕を返して欲しいと現れ…。 

体のパーツを外せる世界においての愛のかたち。現

実的ではないのに、共感してしまうのは日常が舞台だ

から。 

表題作の他に 7編が収録されており、どの作品も愛

をテーマに幻想的な世界観で紡がれています。 

孤独感や疎外感を感じがちな高校生に寄り添う作

品であり、時を経て読み返したくなる１冊です。 

（桜ケ丘分館 春日井） 

 

図 書 館 だ よ り 

蔵 書 点 検 を し ま す 

職 員 の お す す め 《 こ の 書 き 手 に 注 目 ！ 》 

蔵書点検による休館期間  

9 月 24 日（月）から 28 日（金）まで 

本館、帷子・桜ケ丘分館、移動図書館とも休館します。 

 

★「蔵書点検」とは、館内にある資料を、一冊ずつバーコード

リーダーで読み取り、点検する作業です。所在不明資料などが

明らかになり、蔵書数を確定できるとともに、蔵書の検索結果

が確実なものになります。 

※休館中は、図書館ホームページからの予約受付を停止します。 
（ホームページの閲覧および、蔵書検索は可能です。ただし点検結果により、蔵書の状態が変わる可

能性があります。） 

※休館中は、電話でのお問合せにもお応えできかねますので、ご了承ください。 

 返却は、返却ポストでできます。ＣＤ・ＤＶＤなどは本と別の専用ポストへお返しください。なお、

他の図書館から借用した資料や、大型絵本・大型紙芝居は返却ポストに入れないでください。 

 

注 
 

意 
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分類 書名   著者名 出版者名 

心理         

150.2/ﾎ/ 不道徳お母さん講座 
 

堀越英美／著 河出書房新社 

  「ごんぎつね」に感動させてどうする気? 母さんライターが歴史をさかのぼり、日本人の「道徳観」がいか

につくられたかを明かし、「道徳」のタブーに踏み込み、解体する。 

159/ｻ/ ぼくたちは習慣で、できている。 
 

佐々木典士／著 ワニブックス 

  才能は「与えられる」ものではなく、努力を続けた後に「作られる」もので、努力は習慣にしてしまえば継

続できる。習慣を身につけるための 50のステップを紹介し、意志力や習慣とは何かを解説する。  

歴史・伝記         

289.1/ｻ/ 国盗り道三 
 

[道下淳／著] 岐阜新聞社 

  下克上から天下取りへの道筋は、美濃の地で示された! 司馬遼太郎原作の大河ドラマ「国盗り物語」ゆかりの地を

訪ね、古文書をひもとく。1973年 1～8月の『岐阜新聞』連載を書籍化。  

291.0/ﾅ/ 全国 2954峠を歩く 
 

中川健一／著 内外出版社 

  信玄、家康、信長も越えた峠、古墳時代の祭祀の地だった峠…。10年間で 2954カ所の峠を完全制覇した著者

が、戦国時代から江戸、明治、昭和、平成まで、人の暮らしの歴史が刻まれた 153峠を厳選して紹介する。  

社会         

310/ﾓ/ もういちど読む山川政治経済 
 

山崎広明／編 山川出版社 

  高等学校の教科書として使われている「詳説政治・経済」をベースに、一般の読者を対象として構成・内容を見直

し、政治と経済のエッセンスをすっきりまとめて解説する。見返しに地図、年表あり。  

317.2/ﾏ/ 面従腹背 
 

前川喜平／著 毎日新聞出版 

  前文部科学事務次官・前川喜平が、安倍政権下で起きた加計学園問題をはじめ「権力私物化」の構造を糾弾し、

「道徳の教科化」や「教育勅語」の復活など、安倍政権が進める教育政策に警鐘を鳴らす。  

367.3/ﾊ/ まぼろしの「日本的家族」 
 

早川タダノリ／編著 青弓社 

  昨今の政治はなぜ現実に適合しない家族モデルを押し付けようとするのか? 家族観の歴史的な変遷、官製婚活、教育に通底

する家族像、憲法 24条改悪など、伝統的家族を追い求める「斜め上」をいく事例を批判的に検証する。  

自然科学・医学       

457.8/ｳ/ 羽毛恐竜と巨大昆虫 
 
マリー・ステルブ／著 日経ナショナルジオグラフィック社 

  最初に登場した恐竜は? 恐竜の羽毛の色はなぜ分かる? 従来の哺乳類像を一新した発見とは? 近年の発見にもとづく古生

代と中生代の生物の生態を、精細な CGで再現したビジュアルブック。気鋭の世界的学者による解説付き。  

480.4/ﾊﾞ/ 生まれたときからせつない動物図鑑 
 

ブルック・バーカー／著 ダイヤモンド社 

  カンガルーの子どもは袋の中でうんこする、ハトの両親は赤ちゃんを 1か月間監禁する、シャチの赤ちゃんは眠る

と死ぬ…。動物たちの「せつない真実」をイラストとともに紹介する図鑑、第 2弾。  

493.1/ﾀ/ 「脱水症」と「経口補水液」のすべてがわかる本 
 

谷口英喜／著 日本医療企画 

  脱水症の早期発見法から水分補給に役立つ「経口補水液」の使用法まで、イラストを使ってわかりやすく紹介す

る。Q&A集も収録。脱水症の正しい知識と対応法が身につく一冊。 

技術・家政         

536/ｺ/ 名鉄車輌図鑑 
 

近藤克実／作画 ネコ・パブリッシング 

  ヴァリエーションが豊富な、名古屋鉄道(名鉄)の旅客車輛。1970年頃から 2010年頃までの概ね 40年間に名鉄で

活躍した、日本車輛製造製の車輛を精密なカラーイラストで紹介する。  

592/ﾅ/ なぜあの人のシャツはパリッとしているのか 
 

読売新聞生活部／著 中央公論新社 

  

一晩寝かせたカレーはおいしいって言うけどなぜ? お風呂の水あかってなんでできるの? くらしにおける疑問の

数々に、専門家や識者が最新研究に基づいて答える。生活に役立つ知識が満載。 

あたらしく入った本 
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596/ｻ/ 医療介護の現場で役立つ!パッククッキング 
 

佐藤真由美／著 クインテッセンス出版 

  食材をポリ袋に入れて、湯煎するだけ! 医療介護の現場で役立つ、簡単で安全な調理法「パッククッキング」のレ

シピを紹介。電気ポットを鍋に代えれば災害時にも活用できる。 

産業         

611.9/ｾ/ 誰も教えてくれない田舎暮らしの教科書 
 

清泉亮／著 東洋経済新報社 

  健康保険料が都会の 5倍!? 挨拶の菓子折りを配る順番がすべて!? 収入にかかわらず副業をもて! 地方移住歴

20年以上のベテラン・イジュラーが、田舎暮らしを快適にするコツをアドバイスする。  

653.2/ｲ/ 子どもと木であそぶ 
 

岩谷美苗／著 東京書籍 

  アオダモの枝で蛍光ペンあそび、ナツメの葉で甘さを感じない実験、ムクロジの実でイルミネーション…。身近にあ

る木を素材に、親子で楽しくあそべるアイディアを、樹木医の著者が紹介します。木の豆知識も満載。  

芸術         

750.2/ｵ/ 手に持って、行こう 刃物・和紙・器編 
 

小栗左多里／著 ポプラ社 

  とんちんかん、あいづちを打つ、地団駄を踏む…。その語源は鍛冶だった! 刃物や器や紙について、さおりの故

郷・岐阜で見たり聞いたり体験したりした、トニー&さおりのモノづくり奮闘記。  

スポーツ         

783.4/ｵ/ 裸の J リーガー 
 

大泉実成／著 カンゼン 

  月給 5万円の選手、住所不定の元祖天才、過酷なコーチ稼業…。格差や闇が広がる Jリーグに夢はあるのか? 職

業としての「サッカー選手」と引退後の実態をえぐる。『サッカー批評』『フットボール批評』連載に加筆し単行本化。  

783.7/ﾅ/ 高校野球名将の言葉 
 

中村計／著 講談社 

  「甲子園を制した男」たちが語る、常識を超えた発想と執念。常総学院・木内幸男、大阪桐蔭・西谷浩一、智辯和

歌山・高嶋仁ら高校野球の伝説の監督や現役の名将 20人を取り上げ、その言葉を紹介する。  

日本文学－小説       

913.6/ｱｻ/ 悪玉伝 
 

朝井まかて／著 KADOKAWA 

  大阪の炭問屋の跡継ぎ問題。噂は江戸にまで届き、将軍・徳川吉宗や寺社奉行・大岡越前守忠相の耳

に入る一大事に。謂れなき罪に問われた吉兵衛は、己の信念を貫くため、大勝負に挑む。 

913.6/ｲｹ/3 下町ロケット ３ ゴースト 
 

池井戸潤／著 小学館 

  ロケットエンジン用バルブシステムの納入先・帝国重工の業績悪化、主要取引先からの非情な通告、そして番頭・

殿村に訪れた危機…。予期せぬトラブルにより窮地に陥った佃製作所で、社長・佃が下した意外な決断とは-。  

913.6/ｲﾜ/ 政宗の遺言 
 

岩井三四二／著 エイチアンドアイ 

  類まれな智略・謀略・軍略で秀吉、家康の両巨頭に抗い続け、懸命に生き延びた「最後の戦国武将」伊

達政宗。その死に臨む日々に寄り添った者だけが気づけた、偽りなき英雄の姿…。 

913.6/ｴﾝ/ 文字渦 
 

円城塔／著 新潮社 

  秦の始皇帝の陵墓から発掘された 3万の漢字。昔、文字は生きていた?! 表題作ほか、文字の起源から

未来までを幻視する全 12編を収録。 

913.6/ｶﾄ/ 秘録島原の乱 
 

加藤廣／著 新潮社 

  舟で大坂湾を離れた豊臣秀頼。彼は大坂夏の陣を生き延びていた。島原に旧豊臣配下が集結し…。そして出自

の謎を持つ天草四郎は、一人ではなかった! 「加藤史観」が時空を駆ける長編時代小説。 

913.6/ｻｸ/ ふたりぐらし 
 

桜木紫乃／著 新潮社 

  元映写技師の夫、信好。母親との確執を解消できないままの妻、紗弓。一緒にくらすと決めたあの日か

ら、少しずつ幸せに近づいていく。そう信じながら、ふたりは夫婦になり…。 

913.6/ｼﾉ/ 鏡の背面 
 

篠田節子／著 集英社 

  薬物依存症患者や DV被害者の女性たちが暮らすシェルターで発生した火災。聖母のように優しい「先

生」は入居者を助け、死亡。皆が悲しむなか、死体は別人だと発覚し…。 
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913.6/ﾀｶ/ 送り火 
 

高橋弘希／著 文藝春秋 

  東京から山間の町に引越した中学 3年生の歩。級友とも、うまくやってきたはずだった。あの夏、河へ火を流す日

までは…。自然は沈黙し、少年たちは血の遊戯に熱狂する! 第 159回芥川賞受賞作。 

913.6/ﾅｶ/ 神に守られた島 
 

中脇初枝／著 講談社 

  沖縄のすぐそばにある沖永良部島。大戦末期、米軍機による激しい攻撃を受けるが、島のこどもたちは

いきいきと過ごしていた。そんなある日、島に特攻機が不時着するという事件が起き…。 

913.6/ﾅｶ/ 能面検事 
 

中山七里／著 光文社 

  大阪地検一級検事・不破俊太郎。ストーカー殺人事件を調べるうちに、容疑者のアリバイは証明され、捜査資料の

一部紛失が発覚。やがて事態は大阪府警全体を揺るがす一大スキャンダルへと発展し…。 

913.6/ﾊﾊ/1 襲来 上・下 
 

帚木蓬生／著 講談社 

  僧侶・日蓮は、幕府が法華経を用いなければ、国内の災害が続き他国からの侵略を受けると予言した。日蓮に仕えていた見助

は、その耳目となって予言を確かめるため、九州の対馬に一人で赴くことに…。元寇の真実を描く歴史長編。  

913.6/ﾊﾑ/ 蝶のゆくへ 
 

葉室麟／著 集英社 

  北村透谷や島崎藤村らが教師を務める明治女学校に学ぶ星りょう(後の相馬黒光)は、自分らしく生きた

いと願い、葛藤する新時代の女性たちと心を通わせていき…。歴史長編。 

913.6/ﾋﾒ/ 彼女は頭が悪いから 
 

姫野カオルコ／著 文藝春秋 

  女子大に進学した美咲と、東京大学理科Ⅰ類に進学したつばさ。ふたりは恋に落ちたはずだった。渦巻く人々の妬み、劣等

感、格差意識。そして起こった集団わいせつ事件。しかし、世間に叩かれたのは被害者の美咲のほうだった…。  

913.6/ﾐﾁ/ スケルトン・キー 
 

道尾秀介／著 KADOKAWA 

  19歳の僕は、週刊誌記者の危険な仕事を請け負っている。僕のような人間をサイコパスと言うらしい。“もう一人の

僕”が顔を出さないように気をつけて生きているが…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「図書館だより」2018年 9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。 

 

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 

9月 3,10,17,24～28日（24～28日は蔵書点検のため） 

  

 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。 
 

  

 
■９／２９（土）～１０／２５（木）■   

山城に行こう！２０１８展 （本館１階） 
11 月 23 日から 25 日に広見地区センターで行われる

「山城に行こう 2018」の内容を紹介します。また、山城

に関する図書も展示します。 

 

展 示 の ご 案 内 

■９／１（土）～２３（日）■   

防災対策の本展 （本館１階） 
 9月 1日は防災の日です。地震や台風に備えた 

防災対策の本を展示します。 

 

貸出カードの登録内容を確認します 

 

■１０月２４日（水） 午後２時～３時 30分（受付 1時 30分から） 

■可児市立図書館本館 ３階会議室にて  ■語り手 しずくの会（下澤いづみ、楢崎久美子） 
■定員 一般３０名  ■受付開始 10月 2日（火）から（先着順） 

■申込方法 本館に直接もしくは電話でお申込ください。電話：（0574）62-5120 

 

講 座 の 参 加 者 募 集 
ストーリーテリング（素話）を 

じっくり聞いてみませんか？ 

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

