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浅田家
浅田政志／著　赤々舎
２００８．７

1000810085325 一般和書 748

著者は、家族を巻き込んで変わった写真を撮る人。家族みんなで撮
る記念写真のテーマは、ラーメン屋や病院、ガソリンスタンドなど
で服も着替えてシーンも考える。

「朝２分」ダイエット
　体重８キロ減！ウエスト
１０ｃｍ減、続々！

大庭史榔／著　三笠書房
２００７．２

1009916073036 一般和書 5956

内容は、朝布団の中で６回背伸びをして深呼吸をするものである。
興味深かったのは胸の関節と骨盤の関節が「シーソー」の関係にあ
り、深呼吸をすると胸の胸助関節が開き骨盤の仙腸関節が閉じると
いうことでした。

あなたのたいせつなもの
はなんですか？　・・・カン
ボジアより

山本敏晴／写真・文　小学
館　２００５．７

1009915017678 じどう図書 30

もし、「あなたの一番大切なものはなんですか？それを絵にかいて
ください。」こう言われたら、どうしますか？内戦に苦しんできた
カンボジアの子どもたちの答えは…。そこからカンボジアの暮らし
が、見えてきます。そして、子どもたちの顔が実にいい！！

あなたに不利な証拠とし
て

ローリー・リン・ドラモンド／
著
早川書房　２００６．０２

1009915076831 一般和書 9337

警官を続けていると、身も心も、話し方も変わってしまう。命も縮
まってしまいそう。でも私達は仕事を辞めない。誰か一人でも救う
ことができたらそれでいい。女性警官たちを活写した短編集。

ある明治人の記録
　会津人柴五郎の遺書

石光真人／編著　中央公
論社　１９７１

1009210182476 一般和書 2891

明治維新の際、朝敵の汚名を着せられ過酷な運命をたどった会津
藩。本書は会津藩士の子であり、のちに陸軍大将にまで累進した柴
五郎の遺書であるが、たんなる回顧録ではなく貴重な日本近代史の
証言の書となっている。

安房直子コレクション１－
７

安房直子／作　　偕成社　２００４．０３　1009913082149 一般和書 9136

童話作家安房直子の作品集。食べ物の描写が、思わず作ってみたく
なる程すばらしい。色彩感覚にも優れており、どの描写も色とりど
りの情景が思い浮かぶ。大人になって読み返すと、子どもの頃の気
持ちを思い出す。

アンティキテラ古代ギリシ
アのコンピュータ

ジョー・マーチャント／著
文芸春秋
２００９．５

1000910012716 一般和書 502

古代ギリシアのコンピュータってどんなもの？複数の歯車で作られ
た機械が２０００年前の古代ギリシャの難破船から発見される。誰
が何の目的で作ったのだろう。発見される過程や機械の謎に取り付
かれた研究者達の生き様も興味深い。

アンドレとシモーヌ
　ヴェイユ家の物語

シルヴィ・ヴェイユ／著　春
秋社
２０１１．５

1001110016754 一般和書 2893

著者はシモーヌ・ヴェイユの姪。あのヴェイユの血を引く者の成す
文章であるのだからと期待する読み手を裏切る軽やかで明るい文
章。生者と死者が同居しているような不思議で美しいコラージュ
だ。
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一発逆転ミステリー
　あなたのための小さな物
語－　１３

ロアルド・ダール／［ほか］
著　ポプラ社
２００２．０４

1009912007326 じどう図書 9083

文字通り、あっと驚く結末の、選りすぐりの短編集。どんな結末が
待っているか、楽しみにお読み下さい。このシリーズは他にも『暗
号と名探偵』『おいしい話』などのテーマで編まれています。漫画
が入っているものも。

失われた時を求めて　第１
マルセル・プルースト／著
新潮社
１９７４

1009210181888 一般和書 953

長い小説なので最後まで読める人は多くない。読んだ人の中には
「最後まで読んだ」と名刺に印刷して自慢する人もいる。苦しくて
長い旅になる読書もあるということだ。多忙な人でも２年かけれ
ば、全巻読了できる。

うたうしじみ
児島なおみ／作・絵　偕成
社
２００５．０４

1009915005534 じどう図書 エ

ある日魔法使いのおばあさんが、しじみを買ってきました。しか
し、水をはったボールの中でプチプチといびきをかきつつ、気持ち
良さそうに寝ているしじみたちを見て、魔法使いはとりあえず明日
まで料理するのを延ばすことにしました。

大奥　１巻～
よしながふみ／著　白泉社
２００５．１０

1009916003791 一般和書 C

江戸時代、大奥の男女が逆転したらどうなる？史実にあわせて話が
進み、今後の展開が予測不能。作者の頭の中を覗いてみたい。

可笑しな家
　世界中の奇妙な家・ふし
ぎな家６０軒

黒崎敏／編著　二見書房
２００８．７

1000810030086 一般和書 527

世界中のオモシロ可笑しい家が写真で紹介されている。その名も
「ＵＦＯハウス」や「靴の家」。あなたが住みたいのは、どの家か
な？

落ち葉
平山和子／文と絵　福音館
書店
２００５．０９

1009915042270 じどう図書 471

秋になると見たくなる一冊。木の葉の色が染まって朽ちていく様子
が丁寧に描かれている。絵だとは信じられないほど！！落ち葉がこ
んなに美しいと思わせてくれた、この一冊に感謝。

親子の世紀末人生相談
橋本治／著　フィクション・
インク　１９８５

1009310044847 一般和書 159

イラストレーター・自営業・肉体労働・占い師その他、さまざまな
職業を経験した橋本治による人生相談本。１３３本の相談と回答は
面白くて、内容があなたに関係あれば必ず役に立つこと請け合い
だ。

おやすみなさいトムさん
ミシェル・マゴリアン／作
評論社
１９９１．８

1009410142280 じどう図書 93

母親から虐待され固く心をとざした疎開児ウィリーを預かることに
なったのは、妻に先立たれ人との関わりを拒んでいた老人のトム。
二つの孤独な心は、偶然出会い、ゆっくり解けて、ついにはお互い
がかけがえのない存在になっていきます。心温まるお話。
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オリガ・モリソヴナの反語
法

米原万里／著　集英社　２
００２．１０

1009912046166 一般和書 9136

ロシア語の同時通訳者としても有名な著者による小説。プラハのソ
ビエト学校の舞踏教師オリガ・モリゾウナの半生を探る元生徒。
フィクションとは思えない！先が気になって眠れない！

かえる食堂のお弁当
松本朱希子／著　筑摩書
房
２００９．１１

1000910068045 一般和書 596

最初は「かえる」のお弁当料理？と不思議で手にとった本書は、素
朴な優しいお弁当が写真つきで紹介されている。

カニグズバーグ作品集　６
　エリコの丘から

カニグズバーグ／［著］　岩
波書店
２００２．０４

1009912005696 じどう図書 9337

誰とも違う特別な存在になりたくてあがく、自意識過剰で頑張りや
の女の子ジーンマリー。ひとつの壮大な物語を経てたどり着いた彼
女の決意と結果のラストにはじーんときます。今まさにあがいてい
る女の子にも、そうでない人にも。

かまわぬ手ぬぐい百科
　３８３のキーワードで楽し
む手ぬぐい事典

河出書房新社編集部／編
河出書房新社　２００７．０６

1009917019229 一般和書 589

手ぬぐいに関する様々なキーワードが五十音順に紹介・説明されて
いる手ぬぐい事典。いろいろな柄を楽しみたい方、手ぬぐい博士に
なりたい方、手ぬぐいって何？という方、どなたも楽しめます。

カラマーゾフの兄弟　１
（光文社古典新訳文庫　Ｋ
Ａト１－１）

ドストエフスキー／著　光文
社
２００６．０９

1009916039270 一般和書 983

真実の人生を「金と愛と信仰」の三つのキーワードで読み解く（そ
して、組み立てる）ことができたら、一人前だろう。一回きりの人
生ではそれが出来ないからこそ、人はこの小説を言わば予習として
読むのかもしれない。

かんたん！プランター菜
園コツのコツ
 上岡流写真図解でわか
る逸品づくり

上岡誉富／著　農山漁村
文化協会
２００５．１２

1009915065452 一般和書 6269

基礎的な野菜の栽培知識から始まり、特にプランターにおいての各
種野菜の育成方法などがカラー写真とともにポイント良くまとまっ
ている。筆者が推奨する緩効性肥料を条溝施肥するという方法も実
践してみる価値がありそうだ。

奇談の時代
百目鬼恭三郎／著　朝日
新聞社　１９７８

1009210096824 一般和書 388

「人異篇」「神怪篇」「異類篇」と分野ごとに分け、過去日本にお
いて記録された様々な怪談奇談を収集して紹介。塩漬けにされた河
童の話など奇妙な実在感がある。原典を読むより読みやすく面白
い。

キッチン
吉本ばなな／著　福武書店
１９８８

1009410023596 一般和書 9136

祖母を亡くし天涯孤独になったみかげ。ふいに始まった、祖母の知
り合いの男の子とその母親（男）との生活。とりとめのない日々の
出来事、会話の積み重ねの中で、人はゆっくりと静かに前を向いて
いくものなのですね。



守山図書館職員がオススメする　私の好きな本　８８冊
タイトル 作者・出版社・出版年 タイトルコード 資料種別 分類 コメント

切手帖とピンセット
　１９６０年代グラフィック
切手蒐集の愉しみ

加藤郁美／著　国書刊行
会　２０１０．１

1000910086199 一般和書 6938

本書は、副題にあるように、1960年代のグラフィックな切手（北
欧・東欧・南米など）の美しさを紹介している。切手収集に関心が
なくても、スラニア凹版をはじめ「方寸の芸術」の美しさにはおも
わず惹きこまれる。

九年目の魔法
ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
／著
東京創元社　１９９４

1009410231190 一般和書 933

実際にあったことなのにまわりの皆に知らないといわれたら？ポー
リｲの失われた９年間の記憶を探す物語。妖精譚や古典的な名著が背
景にあり、その知識があればより楽しめる。

クァルテットの名曲名演奏
　４人が織りなす素晴らし
き世界

渡辺和／著　音楽之友社
１９９９．０８

1009819025441 一般和書 7642

弦楽器4台では迫力に欠けるのでは？いえいえ弦楽四重奏はオーケス
トラに匹敵するくらい激しく美しい音のバトルなのです。日本一の
カルテット通である著者の名解説を片手にカルテットの世界へ是非
どうぞ。

クローズド・ノート
雫井脩介／著　角川書店
２００６．０１

1009915074425 一般和書 9136

好きな人には別の好きな人がいたり、「好きだ！」って伝えなかっ
たために後悔した経験がある方は泣けるかも？！万年筆屋さんでア
ルバイトする主人公が出てくるので、読み終えると万年筆を買いに
行きたくなる。

現代文学大系　第１３　夏
目漱石集

筑摩書房　１９６４ 1009110001539 一般和書 9186

「坊ちゃん」は笑いながら読める。人生の最後に読みたい小説の筆
頭。漱石自身も晩年、一番好きな小説だと言った。百年以上も前の
小説だが、これより面白い小説はまだ見付けられない。旧仮名遣い
にも挑戦できる。

航路　上・下
コニー・ウィリス／著　ソ
ニー・マガジンズ　２００２．
１０

1009912045737
1009912045741

一般和書 9337

コニー・ウィリスの作品はどれを読んでもハズレ無し。読みやす
い、面白い、美しい、そこはかとなく哀しい。ＳＦというジャンル
に収めておくのが勿体無い作品群。

子どもへのまなざし
佐々木正美／著　福音館
書店
１９９８．０７

1009810022824 一般和書 3799

これさえ読めば育児は完璧？いやいやそんなはずは…と思いつつの
ぞんだ育児ですが、やっぱりそうではありませんでした。そうは
言ってもやっぱり、いつもどこかにこの「まなざし」を持っていた
いなぁ、と思ってはいるのです。

この本読んで！　２００９
年夏号第３１号

出版文化産業振興財団 2990920001748 一般雑誌 81

特集２「おはなし会を始めてみませんか」は、これから「おはなし
会」を始めようとしている人から、長い間「おはなし会」をしてい
る人まで、参考になるような内容が書かれています。
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これで身につく山歩き１０
０の基本
　入門から中級まで

大関義明／著　ＪＴＢ　２００
４．０７

1009914022797 一般和書 7861

平地の歩き方と山での歩き方は違うということを知ることが入門者
にとって大切であり、それが疲れないコツでもある。この本では山
登り・山歩きの基本的な装備や知識、歩き方のテクニックなどを写
真を含めて解説してあり、とても分かりやすい

コンテナで野菜づくり
 ベランダ、テラス、窓辺で
育てる

武川政江／監修　主婦の
友社
２００５．０４

1009914081725 一般和書 6269

いろいろな種類の野菜の栽培の仕方が写真つきで分かり易く説明さ
れている。コンテナデザインにあわせた寄せ植えなども載ってお
り、初心者のための入門書として適している。

コンテナで野菜づくり
 ベランダですぐ始められ
る

藤田智／著　　日本文芸社
２０１１．２

1001010135430 一般和書 6269

野菜の種類も多く、カラー写真も豊富で初心者にも分かりやすい。
特徴的なのは、マンションなどのベランダ栽培向けに、その方角に
よる日当たり別の栽培プランが載っていてとても参考になる。

サクリファイス
近藤史恵／著　新潮社　２
００７．０８

1009917038503 一般和書 9136

勝つことを使命とされるエースと、勝たせるために力を尽くすアシ
スト。そこに生まれる葛藤、不信。そして惨劇。事故か、策略か
―。謎解きの読みごたえもありますが、自転車ロードレースの奥深
さを知る楽しみも。

ザ・ロード
コーマック・マッカーシー／
著
早川書房　２００８．６

1000810025217 一般和書 9337

核の禍か何かの後、生の真っ当な営みは此の世から消えた。心の善
なる灯火を消すまいと父子は支えあい、南の地へと向かう。黙示録
的世界で試される人の価値感、親子の情愛等が贅肉のないシャープ
な文章で語られる傑作。

じいちゃんさま
梅佳代／著　リトルモア
２００８．８

1000810085117 一般和書 748

おじいちゃんっていいな、ただそれだけの気持ちが伝わってくる。
梅佳代さんのおじいちゃんの日常何気ない写真集なのだが、自分の
おじいちゃんも懐かしくなってくる。おじいちゃんっていいな。

シカゴよりこわい町
リチャード・ペック／著　東
京創元社
２００１．０２

1009910073829 じどう図書 9337

豪快、豪胆なおばあちゃんの言動や行動に胸がすっとする。続編の
『シカゴより好きな町』『シカゴよりとんでもない町』でもおばあ
ちゃんの本領発揮。

じっぽ
まいごのかっぱはくいしん
ぼう

たつみや章／作　　あかね
書房　１９９４

1009410229113 じどう図書 913

まいごのカッパを男の子が親に内緒で飼うお話。小さい頃すてネコ
を拾って飼った記憶と重なるところがありました。飼うことのむつ
かしさ、命の大切さをハラハラドキドキさせながら教えてくれる１
冊です。
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人生激場
三浦しをん／［著］　新潮社
２００３．１０

1009913051040 一般和書 9146

直木賞作家のエッセイ。誰でも一度は疑問を持った日常の小さな出
来事を深く掘り下げて（妄想して？）綴る。くすりと笑いたい方
に、沈んだ気分の時、読むと心が軽くなる。家族の話が可愛らし
い。

人類の子供たち
Ｐ・Ｄ・ジェームズ／著　早
川書房
１９９９．０７

1009819023236 一般和書 9337

世界中で子供が生まれなくなって25年、人類は滅びつつある。歴史
学者のセオは刹那的な世間と距離を置いて暮らしていたが、反体制
組織との出会いが彼を変える。そして世界の運命をも変えることに
なる‥。

スコットランドタータン
チェック紀行

奥田実紀／著　産業編集
センター
２０１０．２

1000910092401 一般和書 29332

タータンチェックはクラン（氏族）ごとのものと思われがちだが、
最初はディストリクト（地域）ごとのタータンだった。チェックが
好きな人、スコットランドへの旅行を計画中の人へ。

スターガール
ジェリー・スピネッリ／作
理論社
２００１．０４

1009911007109 じどう図書 9337

「スター」って言ったら普通は誰からも好かれる人気者かと思うけ
れど、この本のスターガールはちょっと違う。どちらかというと他
の子たちから浮いてしまっている…それでも彼女は憎めないし好き
だなぁ、こういう子☆

ソニアのショッピングマ
ニュアル

ソニア　パーク／著　マガジ
ンハウス 1009917064533 一般和書 6751

ソニアパークが選んだ逸品が並ぶ名店『アーツ＆サイエンス』の
エッセンスを味わえる好著。ソニアのセンスの良さが光ります。
『うつくしい品々』を眺める楽しさも格別！

たてつく二人
三谷幸喜／著　幻冬舎　２
０１１．２

1001010135590 一般和書 9146

今日はこむずかしいものはなーんも読みたくない、でも何か読みた
いなぁ。そんな時にぴったりの、三谷幸喜と清水ミチコのラジオ対
談。さすが、頭いいです、この二人。番組が聞きたくなります。シ
リーズで出ています。

田部井淳子のはじめる！
山ガール

ＮＨＫ出版／編　　日本放
送出版協会
２０１０．５

1001010010535 一般和書 7861

著名な登山家である筆者が女性の入門用に書いた本で、近年流行の
山ガールファッションも載っているが、内容は女性ならではの視点
で書かれており実用を重視したもの。サイズが大きいので携行不便
なのが残念。さあ、これであなたも山ガール！？

たんぼのおばけタニシ
大木淳一／しゃしんとぶん
そうえん社　２００９．１２

1000910076401 じどう図書 4846

数年前、北区の田んぼで、見たこともないショッキングピンクの卵
らしきものを見つけました。それが「たんぼのおばけタニシ」だっ
たとは。とてもわかりやすい外来生物で、守山区にもいるのでは。
ぜひ読んでみて下さい。



守山図書館職員がオススメする　私の好きな本　８８冊
タイトル 作者・出版社・出版年 タイトルコード 資料種別 分類 コメント

ちいさな飼育員
　淡路島ニホンザルのお
はなし

延原早紀／著　講談社
２０１０．５

1001010017208 じどう図書 48

小学４年生の延原早紀さんは２歳のころからエサをあげたり、ふん
を掃除したりしながらサルたちを観察してきました。２００頭のサ
ルたち全員の顔と名前が一致するほど！淡路島のサルたちと早紀さ
んの様子が微笑ましい。

月館の殺人　上下
綾辻行人／原作　小学館
２００５．１０

1009916074253 一般和書 C

空海はたった一人の肉親に会うべく、夜行列車「幻夜号」に乗り込
む、突如発見される乗客の死体と、さらなる死体の数々。「幻夜
号」の真相にはやられました。愛すべき？鉄道マニアたちの生態描
写も興味深いです。

ツリーハウスをつくる
ピーター・ネルソン／著　二
見書房
２００５．０８

1009915032641 一般和書 527

ツリーハウスとはその名の通り、木の上に立つ家。パプア・ニュー
ギニアの地上４６ｍの天空に浮かぶ家から、魔女でも住んでそうな
雰囲気のある家など・・・大人も子どもも見ているだけで楽しめ
る。

伝言レシピ
つづきまして伝言レシピ

高橋みどり／著　マガジン
ハウス
２００６．０３

1009915086277
1000910053899

一般和書 596

雑誌「クウネル」の連載をまとめた２冊。友人知人たちが教えてく
れたレシピはシンプルで作りやすく、地味だけど美味しいものばか
り。即『うちの定番化』するものがきっとあるはず。

動的平衡
　生命はなぜそこに宿る
のか

福岡伸一／著　木楽舎　２
００９．０２

1000810142454 一般和書 460

大きな生命感に基づきかかれたもの。コラーゲンを食べても、その
まま体内のコラーゲンとはならないという言葉が衝撃的。同著書
『ルリボシカミキリの青』もおすすめ。

名古屋周辺の山　［２０１０
年］
　ベストコース２００

山と渓谷社　２０１０．８ 1001010037660 一般和書 2915

初・中級者向けで週末登山のための名古屋起点のガイド本のなかで
も持っておきたい本の１つ。データも豊富で地図も見やすく、標高
差やコース断面図もあって参考になる。１山は見開き２ページ完結
なので山行時にはそこをコピーして持っていくと良い。

なみ
スージー・リー／作　講談
社　２００９．７

1000910034000 じどう図書 エ

ソウル生まれのイラストレーターによる絵本。文章は一切なく、絵
だけで波と遊ぶ女の子の楽しさが、生き生きと伝わる。横長の版形
を生かし、モノトーンの画面に使われている色は、波の青だけとい
うのが印象的。作者のセンスの良さが光る。

西の魔女が死んだ
梨木香歩／著　新潮社
２００１．０８

1009911030742 一般和書 9136

学校に行くことがなんだか嫌だなぁと感じていた中学生のマイは、
おばあちゃんの家にしばらく泊まりに行くことに。おばあちゃんは
魔女としての姿勢や行動をそっと教えてくれる。



守山図書館職員がオススメする　私の好きな本　８８冊
タイトル 作者・出版社・出版年 タイトルコード 資料種別 分類 コメント

ねじまき少女　上・下
パオロ・バチガルピ／著
早川書房
２０１１．５

1001110017209
1001110017211

一般和書 9337

石油が枯渇し各国沿岸都市は水没。エネルギーも食料も一部の国際
企業が独占。企業マンのアンダーソン、彼に雇われるホク・セン、
そして『ねじまき』というアンドロイドのエミコらが繰り広げる物
語はシュールかつリアル。

脳梗塞からの“再生”
　免疫学者・多田富雄の
闘い

上田真理子／著　文芸春
秋　２０１０．７

1001010039102 一般和書 916

著名な免疫学者が脳梗塞に倒れた。しかし、倒れた後のほうが「良
く生きている」と本人は言う。昨年亡くなった多田氏にＮＨＫの
ディレクターが向き合ったドキュメント。

ノラネコの研究
伊澤雅子／文　平出衛／
絵
福音館書店　１９９４．４

1009410217025 じどう図書 48

のんびりお昼寝をしているノラネコたち。彼らの一日は、どんな暮
らしなのでしょうか。著者は、近所のノラネコに的をしぼり徹底的
に追跡します。人間とは別の道を使う猫たちの後を追うのは大変！
しかも徹夜で。では、猫社会を覗いてみましょう。

ハードワーク
　低賃金で働くということ

ポリー・トインビー／著
東洋経済新報社　２００５．
０７

1009915025949 一般和書 3664

英ガーディアン紙のコラムニストが、身分を隠して最低賃金職場ー
公共サービスの委託先、派遣労働等ーで働き記したルポルター
ジュ。

ハチはなぜ大量死したの
か

ローワン・ジェイコブセン／
著
文芸春秋　２００９．１

1000810136010 一般和書 6469

蜂がいなくなると何が問題なのか。人間にどのような影響があるの
か。蜂が消え始めたことから、私たちの暮らしの在りかたを見つめ
直させる１冊。蜂を飼いたくなります。

発光地帯
川上未映子／著　中央公
論新社
２０１１．１

1001010130914 一般和書 9146

何言ってんだかよくわかんないじゃんな内容もあるが、文章のリズ
ム感が抜群に良い。読後に教訓など残らなくても結構、これは一つ
の芸だ、川上節だ。読んでる最中の心地よさ、ドライブ感を楽しむ
べし。

パナマの死闘　(ハヤカワ
文庫)

セシル・スコット・フォレス
ター／著
高橋泰邦／訳　早川書房
１９７４

1009410028449 一般和書 933

海洋冒険小説の金字塔ともいうべき，セシル・スコット・フォレス
ターの「海の男／ホーンブロワー」シリーズの一冊。海と帄船とロ
マン、そして人間くさい主人公とくれば、もう読むしかないでしょ
う。全１１冊。

ピーティ
ベン・マイケルセン／作　鈴
木出版
２０１０．５

1001010018720 じどう図書 9337

生まれつき身体に障害を持ち、ほとんど話すこともできないピー
ティは、心や感情もないと判断されて施設で育つ。しかし、ピー
ティと心を通わせた周囲の人々は、心動かされたり変わってゆく。



守山図書館職員がオススメする　私の好きな本　８８冊
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１００万回生きたねこ
佐野洋子／作・絵　　講談
社　１９８５

1009310058587 じどう図書 エ

子供の絵本として人気の高い本であるが、主人公のネコが最後に生
き返ることのない人生を送ったというお話。
絵本ですが大人の我々に、人生をどう生きるべきかを考えさせてく
れる１冊です。

漂流物
デイヴィッド・ウィーズナー
／作　　ＢＬ出版　２００７．０
５

1009917016146 じどう図書 エ

男の子が浜辺で拾った古い水中カメラには、ちゃんとフィルムが
入っていた。早速現像してみると、そこに写っていた不思議な世界
に男の子はびっくり！中でも一番は、一人の東洋人の女の子の写真
だ。さあ、カメラのしてきた旅をのぞいてみよう！

貧困旅行記
つげ義春／著　晶文社　１
９９１

1009410144559 一般和書 29109

『紅い花』・『ねじ式』などの純文学的な漫画作品で知られるつげ
義春の旅行記。読んでいる内にその侘しさ、暗さに閉口しながら
も、いつの間にかどっぷりとつげの世界につかっている自分がなぜ
かここちよい。

風神秘抄
荻原規子／作　徳間書店
２００５．０５

1009915013285 じどう図書 9136

平安末期の史実を舞台としたファンタジー。分厚いですが、物語に
導かれて一気に読めてしまいます。無二の親友となった草十郎とカ
ラスの鳥彦王。その別れ際、鳥彦王が草十郎にしたほおずりの感触
がなぜか後々まで心に残っています。

富士山にのぼる
石川直樹／著　教育画劇
２００９．１１

1000910075096 じどう図書 291

著者は、北極から南極を人力で踏破したり、七大陸最高峰登頂を達
成してる。そんな彼が尐ない言葉と美しい写真で富士山を表現した
写真絵本。巻末の「冬の富士山にのぼる　ぼくの装備一式」も興味
深い。

ブラバンキッズ・オデッセ
イ
野庭サウンドの伝説と永
遠のきずな

石川高子／著　三五館　２
００９．５

1000910008004 一般和書 7646

吹奏楽を一度耳にしたり実際に演奏したりした経験のある方は、体
の奥底からエネルギーが湧き上がるような感動を、この本を読んで
思い出すでしょう。稀有な指導者と公立高校生たちの練習風景が
淡々と、けれど熱く描かれる。

ブルーイッシュ
ヴァージニア・ハミルトン／
著
あすなろ書房　２００２．０７

1009912028494 じどう図書 93

ニュ－ヨークを舞台に、重い病気を抱えていたり、人種が様々だっ
たり、それぞれに違いを抱えた女の子たちが、お互いの違いを受け
止めつつ友情を育んでいく物語。誰かと友だちになるって素敵だ
なって思える一冊です。登場する大人たちもステキ！

ブロックルハースト・グ
ローブの謎の屋敷

シルヴィア・ウォー／作　講
談社　１９９５

1009510033196 じどう図書 93

祖父母・両親・子どもたちというその家族全員が、実は等身大の布
の人形で、生きているように話すことも動くことも出来るというメ
ニム一家のお話。誰にも気づかれずに静かに暮らしていたが、ある
日一通の手紙が、４０年間の魔法の暮らしを破ることに！



守山図書館職員がオススメする　私の好きな本　８８冊
タイトル 作者・出版社・出版年 タイトルコード 資料種別 分類 コメント

プロフェッショナルの条件
　いかに成果をあげ、成長
するか

ピーター・ファーディナンド・
ドラッカー／著　　ダイヤモ
ンド社　２０００．０６

1009910023217 一般和書 159

ドラッカーの『マネジメント』に書かれていることを、より具体化
したもの。エッセンシャル版『マネジメント』で指針として示され
ていることが、ドラッカー本人の経験を交えて具体的に書かれてい
る。

ぼくには数字が風景に見
える

ダニエル・タメット／著　講
談社
２００７．０６

1009917020536 一般和書 936

著者のダニエル・タメットは数学と語学の天才。映画「レインマ
ン」の主人公と同じサヴァン症候群で、彼にとっては数字や言葉が
色や形、手触りを持っている。
彼の言語習得の仕方や円周率の暗記世界一への挑戦が描かれる。

ボグ・チャイルド
シヴォーン・ダウド　ゴブリ
ン書房
２０１１．１

1001010119201 一般和書 9337

1981年北アイルランド。医学部志望のファーガスは泤炭の中から女
の子の死体を発見。兄は獄中で反英のハンガーストライキを決行。
それらに翻弄されるファーガスの成長がアイルランド現代史も織り
込みつつ描かれる。

ぼくの採点表　総索引
　西洋シネマ大系 　２０世
紀ムーヴィーズ

双葉十三郎／著　トパーズ
プレス
１９９７．０５

1009710018132 一般和書 7782

もしも無人島へ行くとしたら、私はこの本を持って行きたい。外国
映画を採点表と簡潔な寸評で羅列した索引だけなのだが、映画を観
ている観ていないにかかわらず、作品の内容をも彷彿とさせるつく
りになっている。

魔女とふたりのケイト
キャサリン・Ｍ．ブリッグズ
／作
岩波書店　１９８７

1009410009324 じどう図書 933

児童文学の古典と言われる本書は、古めかしさを感じさせず大人が
読んでもハラハラドキドキ楽しめる。小口木版の挿絵も美しい。

宮本武蔵
　吉川英治歴史時代文庫
１４

吉川英治／著　講談社　１
９８９

1009410138379 一般和書 91868

井上雄彦『バガボンド』の原作であり、剣禅一如を目指す求道者の
文学として知られる作品だが、芯の強いヒロインお通と武蔵が遇え
そうで遇えないすれ違い文学としての面白さを味わってみよう。歴
史時代文庫版全8冊。

昔話の考古学
吉田敦彦／著　　中央公論
社　１９９２

1009410159427 一般和書 388-1

幼い頃寝る前に昔話を聞いて眠りについた。昔話の山姥は怖くて尐
し人間くさかった。本書は神話の世界から昔話の中の山姥までのつ
ながりを解き明かす。山姥とイザナミノミコト、コノハナサクヤヒ
メとの関係は？

８つの物語
　思い出の子どもたち

フィリッパ・ピアス／著　あ
すなろ書房
２００２．０５

1009912013125 じどう図書 9337

この作者はどうしてこんなに“生きている”子どもを描けるのかと
思います。孤独な状況の中でも自分の世界は自分で守る意志、意に
反する状況を受け入れていく力。さまざまな子どもたちへの、作者
の愛情と敬意が感じられます。
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よい子への道
おかべりか／作　　福音館
書店　１９９５

1009510017177 じどう図書 エ

よい子になるのは、大変！どうすればいいのかな？でも、この本を
読めば大丈夫。例えば、「学校へもっていってはいけないもの」な
ど、いろいろしてはいけないことがわかる「よいこへの道」が２５
も載ってるよ。ところで、よい子ってどんな子？

ライディング・フリーダム
パム・Ｍ・ライアン／作　ポ
プラ社
２００１．１２

1009911063668 じどう図書 93

19世紀の米国、12歳のシャーロットは自由を求め、最悪な孤児院を
脱走する。髪を切り尐年に姿を変えた彼女は、大好きな馬の世話が
出来る厩舎に仕事をみつける。やがて成長し、男装のまま第一級の
御者となる。実話に基づいているというのが、衝撃的！

ラスト・チャイルド
ジョン・ハート／著　早川書
房
２０１０．４

1001010004095 一般和書 9337

１年前双子の妹アリッサが誘拐され、父も失踪。母親はヤク中に陥
り家族は完全に崩壊した。妹の捜索と町の監視を続けるジョニー、
町には何か秘密がある、誰かが何かを隠しているはずだ。

ラブリー・ボーン
アリス・シーボルド／著
アーティストハウスパブリッ
シャーズ　２００３．０５

1009913015307 一般和書 9337

私はスージー・サーモン、近所のミスター・ハーヴェイに殺された
時まだ14歳だった。私は空の上から家族のみんな、親友のルース、
大好きなレイを見守っている。ミスター・ハーヴェイを見張ってい
る。。。

ラベルのない缶詰をめぐ
る冒険

アレックス・シアラー／著
竹書房
２００７．０５

1009917008899 一般和書 9337

ファーガルの趣味はラベルのない缶詰を集めること。何が入ってい
るのかは開けてみないと分からない。もう５０個集めた。１個開け
た。金のピアス。次に開けた缶詰に入っていたのは…想像もしてい
なかったもの、人間の指だ。

りかさん
梨木香歩／作　偕成社　１
９９９．１２

1009819056399 じどう図書 913

りかさんは他のお人形とはちょっと違う。りかさんがようこの家に
やってきてから、こよりを解くように物事が動いていく。続編にな
る『からくりからくさ』も独特の世界観が受け継がれている。

ルバイヤート
　改版 　(岩波文庫)

オマル・ハイヤーム／作
小川亮作／訳　　岩波書店
１９７９

1009210218669 一般和書 9299

11世紀ペルシア（イラン）の学者・詩人オマル・ハイヤームの四行
詩集。折角授かった生、刹那であれ楽しく送りなさい。人生が厭に
なったら読みましょう。あるいは人生に歓びを感じた時に読んでく
ださい。

路上觀察學入門
赤瀬川原平／［ほか］編
筑摩書房
１９８６

1009310060787 一般和書 9146

『考現学』を母体として生まれた『路上』を『観察』する『学』問
の宣言書。何よりも路上観察は「遊びである」という精神がいい。
ハリガミ、マンホールのふた、建物のカケラ、オジギビトからでも
学問は生まれるのだ。


