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ほしお さなえ 

（1964 年東京都生まれ） 
作家・詩人。1995 年『影をめくるとき』が第 38 回群
像新人文学賞優秀作受賞。2002 年『ヘビイチゴ・サナ
トリウム』にて、第 12 回鮎川哲也賞最終候補。他の
著書に『恩寵』（角川書店）、『みずうみの歌』（講談社）、
また「ものだま探偵団」（徳間書店）シリーズなど児
童書も手がけている。 

 

『活版印刷三日月堂』（ポプラ社）を紹介します。

活版印刷とは活字を拾い、一枚一枚手作業で言葉を印

刷すること。活版印刷三日月堂は五年前に店主が亡く

なり空き家になっていた。そこへ孫の弓子が越してき

て、近くにある運送店のパートとして働き始める。あ

る日、自身もかつて高校の卒業祝いに三日月堂で作っ

てもらった名入れのレターセットを、高校を卒業する

息子にも作ってほしいという依頼が入る。高校生の時、

祖父を手伝ったことがある弓子は、三日月堂で刷るこ

とに…。このことがきっかけとなり、弓子は活版印刷

を始めていく…。様々な思いを抱えたお客さんが三日

月堂を訪れます。４巻で完了。 

（帷子分館 溝口） 

阿刀田 高 

（あとうだ たかし 1935 年東京都生まれ） 
早稲田大学卒業後、国立国会図書館勤務を経て作家に。
『冷蔵庫より愛をこめて』でデビューし、『ナポレオ
ン狂』（講談社）で直木賞、『新トロイア物語』（講談
社）で吉川英治文学賞受賞。他にも『旧約聖書を知っ
ていますか』（新潮社）、『ものがたり風土記』（集英社）
など、著書多数。 

 

80 年代からずっと書き続けている著者ですが、大ど

んでん返しの多い短編ミステリーは今も色褪せませ

ん。今回は、今年出版された短編集『怪しくて妖しく

て』（集英社）の中から「鏡の中」を紹介します。 

鏡には魔物が住むと言われている。ある時主人公は、

祖母に「子どもの頃、鏡台の中に自分とは違う誰かを

見てしまった。でも人に話していけない気がして今ま

で誰にも話さなかった。」と告げられる。そして「坊

も気をつけや」と言われる。時は流れ実家の土蔵の整

理のため、中に入ると見慣れない鏡がある。何かに惹

きつけられるように、ついかけてある古い布を取って

しまう…。 

怪しい話全 12 編。あなたも異界への扉を開けてみ

ては？ 

（本館 濱口） 

 

図 書 館 だ よ り 

サ ー ビ ス 拡 大 で す ！ 

職 員 の お す す め 《 こ の 書 き 手 に 注 目 ！ 》 

★本館１階をリニューアルしました 
１階の新聞・雑誌閲覧コーナーを大幅に入れ替えしまし

た。椅子を増やし、壁側に長机も設置。ゆっくりと新聞や

雑誌を楽しんでいただけるようにしました。 

３階ロビーには飲食可の休憩コーナーを設置。弁当など食

べられます。マナーを守り、譲り合ってご利用ください。 

★予約できる数 ５点→７点までにしました。 
窓口・ウェブサイト・館内の端末での予約、未所蔵リクエスト、全てあわせて７点まで受付します。 

★視聴覚資料（ＣＤ、DVD 等）の貸出 ７点までにしました。 

貸出は一人１０点まで。視聴覚資料は、１０点のうち７点までになります。 
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分類 書名   著者名 出版者名 

情報         

007.3/ﾔ/ トコトンやさしい IoT の本 
 

山崎弘郎／著 日刊工業新聞社 

  身の周りのあらゆるモノがネットにつながる IoT。社会を便利にし、さまざまなビジネスを生み出すことでも注目され

ている IoT について、技術から活用までやさしく解説し、IoT が果たす大きな役割を紹介する。 

007.64/ﾀ/ 「プログラミングができる子」の育て方 
 

竹内薫／著 日本実業出版社 

  2020 年プログラミング教育必修化! 子供にプログラミングを学ばせるために親がすべきこととは。学ばせる前段階

としての心構えやその必要性、さらに家庭でも遊びながらできるプログラミング・トレーニングなどを紹介する。  

歴史・地理         

204/ﾊ/ ホモ・デウス 上・下 
 

ユヴァル・ノア・ハラリ／著 河出書房新社 

  人類は不死と幸福、神性を目指し、神のヒト「ホモ・デウス」へと自らをアップグレードする。そのとき、富む者と貧し

い者との格差は、創造を絶するものとなる-。人類の未来を、かつてないスケールで描く。  

289.1/ｵ/ 信長公記（中公新書） 
 

和田裕弘／著 中央公論新社 

  織田信長の生涯を側近が著述した「信長公記」。第一級の史料とされるが、実際には何がどう書かれているのか。現存する「信

長公記」諸本を調査した著者が、「桶狭間の戦い」「本能寺の変」など 28 のトピックに整理し解説する。  

291.0/ﾆ/ 日本の古道を歩く（別冊太陽） 
  

平凡社 

  いにしえより人びとが歩いてきた祈りの道への旅-。世界遺産の熊野、高野山、日光をはじめとする 8 つの人気の

古道を歩き、知識を深めるガイドブック。特別企画「坂本龍馬、脱藩の道」、日本の古道 50 選も収録。  

社会         

319.8/ｺ/ 高校生平和大使にノーベル賞を 「高校生平和大使にノーベル賞を」刊行委員会／編 長崎新聞社 

  “ビリョク”を尽くしてきた高校生の行動は“ムリョク”ではなかった-。核兵器廃絶を求める署名を毎年夏に国連へ届

けている高校生平和大使が、2018 年ノーベル平和賞の候補として正式にノミネートされるまでの軌跡を綴る。  

369.2/ﾜ/ 障害のある子の「親なきあと」 
 

渡部伸／著 主婦の友社 

  障害のある子を持つ親が、いまできる「親なきあと」の対策を網羅した一冊。お金を管理する仕組み、生活の場の

確保、日常のケアとサポートなど、家族であれば知りたい情報を図表や Q&A でわかりやすく解説する。  

379.9/ﾀ/ あと伸びする子はこんな家で育つ 
 

高濱正伸／著 大和書房 

  親におおらかに見守られている子のほうが、健やかに十全と育ち、後々大成するケースが多い。環境づくりや家庭での習慣、

学習に対する考え方など、子どもが「あと伸び」する栄養を蓄えるために、親としてできることを紹介する。 

自然科学・医学       

483.3/ﾐ/ ときめくクラゲ図鑑 
 

峯水亮／写真・文 山と溪谷社 

  ようこそゆらめくクラゲの世界へ。クラゲの特徴を、美しい写真や学名、分類、データとともに解説。クラゲの暮らし

ぶりや毒などの基礎知識、知られざる魅力やクラゲグッズも紹介します。  

493.1/ｱ/ アルコール依存症から抜け出す本 
 

樋口進／監修 講談社 

  連続飲酒、離脱症状、本人は否認…。アルコール依存症は酒ぐせではなく治療の必要な病気。アルコール依存

症の特徴的な症状から治療法まで、患者家族が知りたい情報を徹底解説する。  

技術・家政         

549/ﾄﾞ/ ハンダづけをはじめよう 
 

Marc de Vinck／著 オライリー・ジャパン 

  電子工作の基本であるハンダづけのすべてを学ぶ本。道具選びから、失敗した時の対策、表面実装部品のハン

ダづけまで、豊富なカラー写真でわかりやすく解説する。テクノ手芸部による作例も掲載。  

593.3/ｲ/ 1 枚仕立てのはおりもの 
  

日本ヴォーグ社 

  

ダブルコート、ボレロ・七分袖、リネンコート、ニットショール、ロングフードコート…。着やすさ、作りやすさを追求し

た、1 枚仕立てのはおりもの全 23 点を紹介します。  

あたらしく入った本 
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596/ﾎ/ 60 代からの暮らしはコンパクトがいい 
 

本多京子／著 三笠書房 

  「いろいろある」より「大事なもの」だけ! NHK「きょうの料理」等でもおなじみの医学博士・管理栄養士の本多京子

が、60 代からに合った、「食」を大切にしたコンパクトな暮らし方のヒントを紹介する。レシピも掲載。  

産業         

645.6/ﾄﾞ/ どんな災害でもイヌといっしょ 
 

徳田竜之介／監修 小学館クリエイティブ 

  災害時、犬と生きのびるために、飼い主が普段からしておかなければならないこと、心構え、発災時の状況別行動パターン、

様々な避難方法、被災後に起こりやすい犬の症状とその対処法を具体的に解説。チェックリスト付き。  

686.2/ﾅ/ 小さな鉄道の小さな旅 
 

長屋良行／著 ゆいぽおと 

  地域の人に愛され、地域を支えるローカル線で、小さな旅を楽しもう! 長良川鉄道、樽見鉄道、養老鉄道、明知

鉄道、近江鉄道…。東海地区の小さな鉄道 10 路線の歴史、沿線の旅、車両、路線図などを紹介。  

芸術         

726.6/ﾄﾞ/ 絵本をつくりたい人へ 
 

土井章史／著 玄光社 

  さあ、絵本を始めようか! フリーの絵本の編集者になって 30 年、これまで 300 冊以上の絵本の企画編集に関わっ

てきた著者が、絵本制作に必要な考え方やつくっていく行程を紹介。人気絵本作家らへのインタビューも収録。  

スポーツ・趣味       

783/ｺ/ 0 歳からのボール遊び運動 
 

小山啓太／著 ベースボール・マガジン社 

  幼少期のボールを使った運動の効果や、ボール遊び運動を正しくできるようになるための知識を解説。また、0～

3 歳、4～6 歳、小学生に分けて、さまざまなボール遊び運動のメニューを紹介する。  

787.1/ｺ/ 攻めの「ライトゲーム」変幻自在 
 

河野大輔／著 つり人社 

  手軽に楽しめる「ライトゲーム」の魅力と威力を伝える指南書。ソフト/ハードベイトの基礎知識、リグの作り方、メバ

ルやアジといった多彩なターゲットとその釣り方などを解説する。納得の釣果を叩き出すためのコツが満載。  

日本文学－小説       

913.6/ｲｼ/ 七つの試練 
 

石田衣良／著 文藝春秋 

  子供達を自殺行為に追い込むネットのデスゲームをマコトとタカシは阻止できるのか? SNS に煽られる

若者達、出会いカフェ、親族監禁…。現代を色濃く映す全 4 話を収録。 

913.6/ｳﾁ/ すぐ死ぬんだから 
 

内館牧子／著 講談社 

  美しさや若さを保つ努力を怠らない 78 歳の忍ハナ。息子の嫁が自分に手をかけず貧乏くさい、というこ

とだけが不満の幸せな老後を送っていたが、夫が倒れたことから思いがけない裏を知り…。 

913.6/ｵｵ/ 漂砂の塔 
 

大沢在昌／著 集英社 

  2022 年、北方領土の日中露合弁会社で日本人が殺された。捜査権がなく、武器も持てない土地で、ロ

シア系クォーターの警視庁潜入捜査官・石上が、単身事件を追う!  

913.6/ｶｷ/ 信長の原理 
 

垣根涼介／著 KADOKAWA 

  蟻を用いた試みにより、信長は「ある原理」を確信し、秘かに危惧する。やがて案の定、織田家を裏切る

者が続出し始め…。信長の内面と「本能寺の変」の真実を抉り出す。 

913.6/ﾅｶ/ TAS 特別師弟捜査員 
 

中山七里／著 集英社 

  学園一のアイドル・楓が転落死した。事故か、自殺か、事件か。クラスメートの慎也とその従兄弟の刑

事・公彦は、真相を突き止めるべく潜入捜査を開始する。 

913.6/ﾅｶﾞ/ 特捜投資家 
 

永瀬隼介／著 ダイヤモンド社 

  忖度と追従の国で甘い汁を吸う、フェイクなヤツらを撃て! 地獄から這い上がった孤高の投資家、元社会部記者、

失敗続きのバリキャリ美女…。不正企業を叩き潰す、“特捜投資家”の活躍を描く。痛快ピカレスク小説。  

913.6/ﾊﾑ/ 影ぞ恋しき 
 

葉室麟／著 文藝春秋 

  京の郊外で暮らす雨宮蔵人のもとに、冬木清四郎という吉良家の家人が訪れた。清四郎の主人を思う

心に打たれた蔵人たちは…。「いのちなりけり」「花や散るらん」に続く三部作最終巻。 
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913.6/ﾏｽ/ 一度だけ 
 

益田ミリ／著 幻冬舎 

  夫の浮気でもめて離婚した姉・弥生。10 年以上彼氏なしの妹・ひな子。遺産で気ままに暮らす叔母に

誘われ、ひな子が旅行に出かけている間、弥生はあるルールを自分に課すが…。 

913.6/ﾐｳ/ 愛なき世界 
 

三浦しをん／著 中央公論新社 

  洋食屋の見習い・藤丸陽太が恋をした本村紗英は、三度の飯よりシロイヌナズナ(葉っぱ)の研究が好

き。人生のすべてを植物に捧げる本村に、藤丸は恋の光合成を起こせるのか!?  

913.6/ﾐﾅ/ ブロードキャスト 
 

湊かなえ／著 KADOKAWA 

  陸上の名門・青海学院高校に入学した圭祐だが、中学の同級生に誘われ放送部に入部することに。陸

上への未練を感じつつも、その面白さに目覚めていき…。 

913.6/ﾑﾗ/ 地球星人 
 

村田沙耶香／著 新潮社 

  地球星人なんて、ポハピピンポボピア星人が作り上げた幻想なんじゃないかな-。なにがあってもいきの

びること。恋人と誓った魔法少女は、世界=人間工場と対峙する!  

913.6/ﾖｼ/ 国宝 上・下 
 

吉田修一／著 朝日新聞出版 

  1964年元旦、長崎の老舗料亭で、この国の宝となる役者・立花喜久雄は生まれた。この世ならざる美貌

は人々を巻き込み、喜久雄の人生を思わぬ域にまで連れ出し…。 

外国文学         

933.7/ﾐ/ グッバイ・クリストファー・ロビン 
 

アン・スウェイト／著 国書刊行会 

  アン・スウェイトによる A・A・ミルンの伝記から、「クマのプーさん」など 4 冊の子どもの本が書かれた背景と、その成

功がミルンと息子のクリストファーとに与えた影響に関する部分を抜粋。人間の幸福の真実を映し出す。  

953.7/ｻ/ ルーム・オブ・ワンダー 
 

ジュリアン・サンドレル／著 NHK 出版 

  テルマの生きがいは、12 歳のひとり息子ルイと仕事。だが、ルイが交通事故に遭い昏睡状態に陥ったのを境に、

テルマの人生は音を立てて崩れていく。彼女はルイの部屋であるものを見つけ…。母と息子の再生の物語。  
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資料検索・予約は http://www.kani-lib.jp/ をどうぞご利用ください。 

携 帯 用

サイト 

  

 

本 館 １ 階 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 

10 月 1,8,15,22,26,29 日 

※桜ケ丘分館臨時休館  １０月２８日（日）可児市長選挙のため 

１１月４日（日） 桜ケ丘ハイツ秋まつり開催のため （返却ポストは利用

できますが、桜ケ丘地区センター駐車場に駐車できませんのでご注意ください。） 

■１０／２７（土）～１１／２０（火）■   

読書週間特集  

ミステリーとラブストーリーの本展 

秋の夜長は、じっくりと読書に浸ってみませんか？た

くさんの人々に愛されてきた、古今東西のミステリー

とラブストーリーの本をご紹介します。 

■９／２９（土）～１０／２５（木）■   

山城に行こう！２０１８展  

11 月 23 日から 25 日に広見地区センターで開催

される「山城に行こう 2018」の内容を紹介しま

す。また、山城に関する図書を展示します。 

10 月 27 日から 11 月 9 日は「読書週間」です。 

秋の夜長、ゆったり読書を楽しみましょう。 

 


