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◇新しい本のご案内◇ 
 

 

§グランドスタッフになるには 

京極祥江：著 

出版：ぺりかん社／ISBN：4－8315－1494－3 

搭乗の手続き、パスポート･ビザの確認、手荷物の受託、ゲ

ート業務…。安全で快適な空の旅を地上から支えるグラン

ドスタッフが、最前線で活躍する姿を紹介。適正と心構えか

ら就職の実際までを詳しく解説する。 

 

§京都ぎらい 官能篇 

井上章一：著 

出版：朝日新聞出版／ISBN：4－02－273747－2 

京都が千年「みやこ」であり続けた秘密は「おんな」。惑わ

す力で権力者をからめとってきた朝廷、人生を狂わせるほ

どの女性を生む魔性の地…。数々の事実によって、京都の

もうひとつの顔を浮かびあがらせる。 

 

§いのち 

瀬戸内寂聴：著 

出版：講談社／ISBN：4－06－220878－9 

ガンと心臓の病に襲われ、痛切な老いに直面した私。脳裏

に蘇るのは、70年近い作家人生で出会った男たちと、筆を

競った友の死に様だった‐。小説への愛と修羅を生きた女

の鮮烈な＜いのち＞を描く。『群像』掲載を単行本化。 

 

§現金の呪い 紙幣をいつ廃止するか？ 

ケネス･S.ロゴフ：著／村井章子：訳 

出版：日経PB社／ISBN：4－8222－5507－7 

脱税･犯罪･地下経済を支える高額紙幣など、先進国の経済

が＜紙幣離れ＞すべき理由を、さまざまな角度から説得力

のあるデータとともに解き明かし、「レスキャッシュ（現金

の少ない）社会」を提言する。 
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§かしこい子が育つ正しい歯のみがき方 

豊山とえ子：監修 

出版：G.B／ISBN：4－906993－49－9 

歯みがきで「かしこい子」が育つ！正しい歯みがきと歯によ

い習慣の具体的な方法を、「歯みがきが大好きなみはるちゃ

ん」と「歯みがきが大嫌いなミュー太くん」の成長とともに、

イラストを使ってわかりやすく説明する。 

 

§大清帝国と中華の混迷 

平野 聡：著 

出版：講談社／ISBN：4－06－292470－2 

前近代の「東アジア」から内陸アジアにかけて生起した巨大

な帝国である清の興亡と、それが周辺地域にもたらした影

響を、儒学･チベット仏教･近代主義など異なる文明のせめ

ぎ合いという観点から考える。 
 

 

◇特集：文庫本って何？◇ 
 

一般には、単行本が出版されてからある程度時期を経たＡ６判サイズで廉

価な本。最近では、オリジナル作品が文庫本として収録されていることも

ある。今回は、小説以外の文庫の世界をご案内します。 

また、書店でタイトルも著者も出版社も隠した「文庫Х」が話題になって

いるそうです。「どうしても読んでほしい。これまでのあなたの人生に  

は、存在しなかった衝撃・感動をお届けします」～書店スタッフの新しい

挑戦～「文庫Ｘ」読んでみたくあります。 

 

 

§お～い、丼 満腹どんぶりアンソロジー 

ちくま文庫編集部：編 

出版：筑摩書房／ISBN：4－480－43428－9 

日本人なら誰もが一家言をもっている“丼”への熱い想い

を、作家･著名人が思い切りぶつけた珠玉のエッセイ50篇。

こだわりの食べ方から、懐かしい青春の味、絶品ご当地丼

まで、どこから読んでも楽しめるアンソロジー。 
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§バナナの皮はなぜすべるのか？ 

黒木夏美：著 

出版：筑摩書房／ISBN：4－480－43487－6 

人類の誕生以来、最もポピュラーなギャグ＝「バナナの皮

すべり」は、いつ、どこで、誰によって、どうやって生み

出されたのか？この素朴な疑問を解決するべく、映画、文

学から社会的背景まで、徹底的に調べつくす。 

 

§幸福について 

ショーペンハウアー：著／鈴木芳子：訳 

出版：光文社／ISBN：4－334－75369－6 

「人は幸福になるために生きている」という考えは人間生

来の迷妄である。名誉、地位、財産、他人の評価に惑わさ

れず、自分自身が本来そなえているものを育むことが幸せ

への第一歩の鍵であると説く幸福論。 

 

§監察医の涙 

上野正彦：著 

出版：ポプラ社／ISBN：4－591－14607－1 

虐待、過労死、母子心中、介護殺人、いじめによる自殺…。

２万体を検死してきた法医学者の権威･上野正彦が、心の奥

深くに刻まれた愛と生と死のドラマを綴る。書き下ろし原

稿も収録。 

 

§サザエさんの東京物語 

長谷川洋子：著 

出版：文藝春秋／ISBN：4－16－790331－2 

父の死と上京、東京ショック、姉妹社の船出、町子姉の大

病、母の晩年、そして別れ…。長谷川町子の実の妹が、姉

の素顔を綴る。「サザエさん」さながらの、賑やかで波乱万

丈な昭和の家族の物語。 

 

§タレント文化人200人斬り 下 日本人を腐らせる100人 

佐高 信：著 

出版：河出書房新社／ISBN：4－309－41384－6 

彼らを許してはならない！現代日本をダメにした罪深き者

200人を実名をあげて弾劾する、佐高信ならではの過激な人

物批評。下は、櫻井よしこ、林真理子、石原慎太郎、池上

彰など100人を取り上げる。書き下ろしも収録。 
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§多摩川飲み下り 

大竹 聡：著 

出版：筑摩書房／ISBN：4－480－43387－9 

奥多摩駅から多摩川沿いに、延べ27日間かけて、ひたすら歩

いちゃ酒を飲む。目指す終点は多摩川河口だ。河原で草野球

や、魚釣りの親子を眺めながら寝転がれば極楽気分。『古典

酒場』掲載に書き下ろしを加え文庫化。 

 

§中国で考えた2050年の日本と中国 北京烈日決定版 

丹羽宇一郎：著 

出版：文藝春秋／ISBN：4－16－790557－6 

日中激突の外交現場で何が起こっているのか。習近平政権

のホンネ、国旗略奪事件の真相は？元中国大使が、日本にい

ては見えない事、中国でしか見えなかった事を紹介。日本国

は生き残るために何をなすべきなのかを指し示す。 

 

§生きものの世界への疑問 

日高敏隆：著 

出版：朝日新聞出版／ISBN：4－02－261918－1 

蝶はなぜヒラヒラと舞うのか？動物は雌雄をどう見分ける

のか？動物に自意識はあるのか？生きものの生態を、動物

行動学者の目で観察すると、世界は新たな発見に満ちてい

る。生きものへの愛と興味に溢れたエッセイ。 

 

§偉人たちのあんまりな死に方 

ツタンカーメンからアインシュタインまで 

ジョージア･ブラッグ：著／梶山あゆみ：訳 

出版：河出書房新社／ISBN：4－309－46460－2 

ベートーヴェンは、体液を抜かれ、蒸し風呂に入れられて死

んでいった！？ツタンカーメンからアインシュタインま

で、医学が未発達な時代に、世界の偉人たちがどんな最期を

遂げたのかを紹介する。 

 

§おしゃべりな銀座 銀座百点編 

出版：扶桑社／ISBN：4－594－07716－7 

きらきらと輝くショーウインドウ、資生堂パーラー、銀座の

街のぬくもり…。作家・女優・画家・映画監督らが綴る、と

っておきの銀座の話50篇。日本初のタウン誌『銀座百店』か

ら生まれたエッセイ集。 
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◇こんな本あんな㌿◇ 
 

 

§中学生までに読んでおきたい日本文学 

５ 家族の物語 
松田哲夫：編 

出版：あすなろ書房／ISBN：4－7515－2625－5 

金子光晴「おばあちゃん」、谷崎潤一郎「母を恋うる記」な

ど、中学生までに読んでおきたい、家族の物語を収録。小学

5年生以上の漢字にルビをふり、見やすい図版入り脚注を付

ける。松田哲夫のよる解説も掲載。 

 

§一枚の絵から 日本編 

高畑 勲：著 

出版：岩波書店／ISBN：4－00―022176－4 

漫画映画監督･高畑勲が出会った「この1枚」。雪舟、俵屋宗

達、尾形光琳、東山魁夷など、数々の日本の名画を、カラー

図版とともに縦横無尽に語る。月刊『熱風』連載をまとめて

単行本化。 

 

§食事のせいで、死なないために 食材別編 

スーパーフードと最新科学であなたを守る、最強の栄養学 

マイケル･グレガー、ジーン･ストーン：著／神崎朗子：訳 

出版：NHK出版／ISBN：4－14－081721－6 

毎日なにを食べればいいの？その疑問に、健康に良い食べ

物選びがわかる＜食の信号システム＞と必要な食べ物を取

り入れるのに役立つ＜毎日の12項目チェックリスト＞でグ

レガー博士が解答する。 

 

§世界一美しい団地図鑑 

志岐祐一：編･著･写真 

内田青蔵、安野 彰、渡邉裕子：著 

出版：エクスナレッジ／ISBN：4－7678－1395－0 

戦前の同潤会アパートから、大川端の超高層や東雲の近未

来的な集合住宅まで、新旧様々な傑作団地を紹介。当時計画

に携わった人々へのヒアリングの記憶をたどり、貴重な資

料や写真を交えてその魅力に迫る。 
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§東京消えた！全97駅 

写真･きっぷ･地図でひもとく首都廃駅のすべて 

中村健治：著 

出版：イカロス出版／ISBN：4－8022－0071－4 

駅はなぜ消えたのか？博物館動物園駅、万世橋駅、武蔵岩井

駅…。首都･東京から消滅した全97駅。開業から廃止に至る

までの歴史を、当時の写真･きっぷ･地図などで振り返りつ

つ、往時を偲ぶ。 

 

§日本全国給食図鑑 西日本編 

47都道府県の給食が大集合 

出版：フレーベル館／ISBN：4－577－04232－8 

全国47都道府県の給食図鑑。西日本の小学校給食の献立か

ら郷土料理を中心に選び、栄養士からのメッセージ、各都道

府県の特産物である食材とともに写真で紹介。ご当地食文

化カルタなども収録する。 

 

§勉強しない子には「１冊の手帳」を与えよう！ 

石田勝紀：著／出版：ディスカヴァー･トゥエンティワン 

ISBN：4－7993－1828－7 

やるべきことを手帳に書き込み、できたら赤ペンで消す。た

ったこれだけで、子どものやる気がぐんぐん伸びていく！

子どもの心を勉強に向かわせる「子ども手帳」の使い方を紹

介します。『東洋経済オンライン』掲載を書籍化。 

 

§あさのあつこのマンが大好き！ 

あさのあつこ：著 

出版：東京書籍／ISBN：4－487－80514－3 

子育て中の楽しみだった「日出処の天子」、小説に影響を与

えた「BANANA FISH」、姉や弟とセリフを覚えあった「巨人の

星」…。作家・あさのあつこが、これまでの人生の中での漫

画にまつわる記憶を振り返る。 

 

§西郷隆盛はなぜ犬を連れているのか 西郷どん愛犬史 

仁科邦男：著／出版：草思社／ISBN：4－7942－2312－8 

日本史上最大の愛犬家、西郷隆盛。幕末京都では芸者には目

もくれず、犬と鰻飯。維新後は政局から離れ、犬を引き連れ

て狩り、温泉三昧。そして、西南戦争には犬連れ出陣…。謎

多き男の胸の内を、犬関連史料から探る。 
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§アメリカは尖閣を守るか 

激変する日米中のパワーバランス 

大島 隆：著 

出版：朝日新聞出版／ISBN：4－02－251472－1 

「自国第一主義」に転換したアメリカ、軍備増強・海洋進出

の著しい中国。「米中衝突」シナリオの深層と日本の行方を

朝日新聞記者が探る国際ノンフィクション。『朝日新聞』掲

載記事に大幅加筆して書籍化。 
 

 
懐かしい国語の教科書から 
 

小中学校時代の教科書に載っていた作品、心に残っている作品を読んでみ

たいと思ったことはありませんか？あの頃の感動・感激をもう一度…。 

 

 

§おおきなかぶ ロシア民話 

A.トルストイ再話／内田莉莎子：訳／佐藤忠良：画 

出版：福音館書店／ISBN：4－8340－0062－1 

おじいさんが大切に育てたかぶは、大きすぎて抜こうとし

てももびくともしません。おじいさんはおばあさんを…。 

国語の教科書の定番のお話し。 

 

§ひとりぼっちのライオン 

長野ひろかず：作・絵 

出版：ひさかたチャイルド／IBSN:4－89325－295－1 

ひとりぼっちのライオンは、ある日友達を探しに出かけま

した。ヤマアラシ、羊、鹿…、友達になりたい動物に変装

して近づきますが、逃げられてばかり。ライオンが最後に

見つけた大事なこととは…？ 

 

§ちからたろう 

いまえよしとも：文／たしませいぞう：絵 

出版：ポプラ社／ISBN：4－591－00378－7 

貧しいじい様とばあ様のこんび（あか）からできた、ちか 

らたろう。同じ力自慢のみどうっこたろうといしこたろう

を仲間にして化け物をやっつけ、田畑を耕して皆を幸福に

します。 
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§ちいちゃんのかげおくり 

あまんきみこ：作／上野紀子：絵 

出版：あかね書房／ISBN：4－251－03011－7 

出征するお父さんから「かげおくり」という遊びを教えて

もらった、ちいちゃん。ある夏の夜、空襲でお母さんたち

とはぐれてしまったちいちゃんが防空壕でみんなを待っ

ていると、お父さんの声が聞こえてきて…。 

 

§スーホの白い馬 モンゴル民話 

大塚勇三：再話／赤羽末吉：画 

出版：福音館書店／ISBN：4－8340－0112－1 

貧しいけれど働き者の羊飼いの少年スーホ。草原で拾った

白い子馬を一生懸命に育てるのだが…。少年と馬との悲し

くも美しい民話。 

 

§日本の名作童話 24 だれにあえるかな 

工藤直子：作／ほてはまたかし：絵 

出版：岩崎書店／ISBN：4－265－03774－7 

うさぎのぴょんが、ぴょんぴょん飛んでいくと、たんぽぽ

が咲いていました。「たんぽぽ、おはよう」ぴょんは、たん

ぽぽの綿毛を吹きました。綿毛は小川に飛んでいきまし

た。「おはよう、小川」代表作ほか７編を収録。（全30巻） 

 

§モチモチの木 

斎藤隆介：作／滝平二郎：絵 

出版：岩崎書店／ISBN：4－265－90906－X 

表の大きなモチモチの木がおっかなくて、夜一人では雪隠

に行けない豆太。ある夜、ジサマの具合が悪くなり…。 

 

§光村ライブラリー １ 花いっぱいになあれほか 

樺島忠夫、宮地 裕、渡辺 実：監修 

出版：光村図書出版／ISBN：4－89528－099－3 

光村図書の小学国語教科書の中から、定評のある作品を精

選したアンソロジー。大きな活字で読みやすく、学校、家

庭での読書、読み聞かせに最適。第１巻には低学年向けの

お話5編と,倉沢栄吉による大人向けの解説を収録。（小学

校編全18巻） 
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§光村ライブラリー 中学校編１ 赤い実ほか 

井上 靖ほか：著／直野 敦：訳／鈴木登良次ほか：挿絵 

出版：光村図書出版／ISBN：4－89528－369－0 

光村図書の昭和30年度～平成14年度版中学国語教科書か

ら厳選したアンソロジー。時代を超えて、心に響く感動を

いつまでも。中学校用常用漢字は、ルビ付きで掲載。第１

巻には、文学作品7作を収録。解説は田中洋一。（中学校編

全5巻） 

 

§教科書でおぼえた名文 

文春ネスコ：編 
出版：文春ネスコ／ISBN：4－89036－163－4 

昭和20年から50年代までの小学高学年～中学の国語教科

書から、再読したい作品32編を厳選、抜粋。今も覚えてい

るあの名文が、この一冊に蘇る！97年刊「教科書でおぼえ

た名詩」に続く第二弾。 

 

§教科書名短篇 少年時代 

中央公論新社：編／ヘッセほか：著 

出版：中央公論新社／ISBN：4－12－206247－4 

中学国語教科書から、心に残る戦後文学・翻訳小説の名作を厳選。ヘルマン・

ヘッセ「少年の日の思い出」、永井龍男「胡桃割り」、安岡章太郎「サアカス

の馬」、魯迅「故郷」など、12篇を収録する。 

§教科書名短篇 人間の情景 

中央公論新社：編／司馬遼太郎ほか：著 

出版：中央公論新社／ISBN：4－12－206246－7 

中学国語教科書から、人間の生き様を情感豊かに描いた歴史・時代小説の傑

作を中心に精選。司馬遼太郎「無名の人」、森鴎外「最後の一句」、山本周五

郎「鼓くらべ」など、全12篇を収録する。 

 

 

「🐩」派Х「🐈」派 

飼い主に似ているのか、飼い主が似ているのか、似たもの同士なのか…？

「従順なイヌ」にまつわるこんな 📖 はいかがですか。 
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§犬たちへの詫び状 

佐藤愛子：著 

出版：PHP研究所／ISBN：4－569－83809－0 

愛犬家か？犬の敵か？人は犬ではないから、犬の気持ちは

わからない。それを決めるのは犬だが…。「犬は犬らしくあ

れ」と願う佐藤愛子が、犬の飼い方、愛し方を綴る。 

 

§ある女の子のための犬のお話 

ダーチャ・マライーニ：著 

望月紀子：訳／さかたきよこ：画 

出版：未來社／ISBN：4－624－61041－8 

お話をせがんだ女の子への手紙のなかで描かれている個性

あふれる犬たちの、そして、馬、カワウソ、鳥の息づかい。

彼らは何を体現しているのか…。歴史を読み直し、光をあて

なおしてきた作家が贈る「いのち」の花束12篇。 

 

§チビ犬ポンペイ冒険譚 

フランシス・コヴェントリー：著 

山本雅男、植月恵一郎、久保陽子：訳 

出版：彩流社／ISBN：4－7791－2399－3 

丸谷才一が、夏目漱石の「吾輩は猫である」のネタ本である

と推理した18世紀イギリスのユーモア小説を、漱石誕生150

年を記念して本邦初訳。子犬のポンペイを主人公に、当時の

社会風俗や風刺精神を活写する。 

 

§犬物語 

ジャック･ロンドン：著／柴田元幸：訳 

出版：スイッチ･パブリッシング 

ISBN：4－88418－456－8 

わずか40年の生涯で200近い短篇を残した、ジャック･ロン

ドン。代表作「野生の呼び声」を含め、柴田元幸が精選・翻

訳した珠玉の作品集。犬を主人公とする短篇を3本、中篇を

1本、そして犬の出てこない短篇を1本収録。 
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§犬の愛に嘘はない 犬たちの豊かな感情世界 

J.M.マッソン：著／古草秀子：訳 

出版：河出書房新社／ISBN：4－309－46319－3 

犬は喜びや悲しみばかりでなく、感謝や思いやり、期待や失

望といった「高度」な感情も持っている。犬たちの感情生活

というテーマについて語り、犬に対する見方を一変させた

アメリカのベストセラーの翻訳。 

 

§捨て犬・未来、天国へのメッセージ 

今西乃子：著／浜田一男：写真 

出版：岩崎書店／ISBN：4－265－08037－3 

まだ子犬だったわたしは、原っぱに捨てられていた。でも、

「父ちゃん、母ちゃん」に引き取られて、幸せな暮らしが始

まり…。捨て犬･未来の視点で、命の輝きや、命を預かる大

切さを伝える。 

 

§子犬工場 いのちが商品にされる場所 

大岳美帆：著／出版：WAVE出版／ISBN：4－87290－965－4 

ペットショップで、値札を付けられている子犬たちは、どこ

で、どんなお母さんから生まれて、ここまでやってきたので

しょう？人間の都合でたくさんの子犬を生まされるお母さ

ん犬とその子犬たちの運命を描くノンフィクション。 

 

つぎは、「自由なネコ」に思いきりすり寄りマ～ㇲ！ 

 

明治維新150年を期に知っておきたい時代の転換期
・ ・ ・

 
 

 
 

明治の歩みを 

つなぐ、 

つたえる 

この「マーク」って何…？ 
「明治150年」に関連する施策を推進するにあたってのロゴ

マークです。 

平成30年（2018年）は、明治元年（1868年）から起算して

満150年の年に当たります。明治150年をきっかけに、明治

以降の歩みを次世代に遺すことや、明治の精神に学び、将

来につなげていくための様々な取組が行われています。 

この機会にご覧になってみてはいかがですか…。 
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§逆説の日本史 23 明治揺籃編 

井沢元彦：著 

出版：小学館／ISBN：4－09－379898－3 

僧侶の肉食妻帯解禁は「陰謀」だったのか？「国教」とすべ

きは神道vs仏教、どちらか？琉球処分から黒党根絶まで20

余年を要したのはなぜか？琉球処分と廃仏毀釈の謎に迫

る。『週刊ポスト』連載の単行本化第23弾。 

 

§昭和史 1926-1945 

半藤一利：著 

出版：平凡社／ISBN：4－582－76671－4 

日本人はなぜ戦争を繰り返したのか？満州事変、日中戦争、

太平洋戦争、ポツダム宣言などを授業形式で語る。「昭和史」

シリーズ戦前・戦中篇。講演録「ノモンハン事件から学ぶも

の」を増補。 

 

§幕末維新のすべて 

長州、薩摩、土佐、幕府、会津、新選組のターニングポイン

ト 勝者と敗者の分岐点はどこだったのか？明治維新150年

を前に知っておきたい時代の転換点 

出版：洋泉社／ISBN：4－8003－1118－4 

瀕死の長州藩はなぜ甦ったのか？土方歳三が函館まで転戦

したのはなぜ？幕末維新のプレイヤーというべき長州、薩

摩、土佐、幕府、会津、新選組のそれぞれの視点から、時代

の転換点を読み解く。志士たちのゆかりの地も紹介。 

 

§ハンサムウーマン新島八重  

HANDSOME WOMAN Niijima Yae 

鈴木由紀子：著 

出版：NHK出版／ISBN：4－14－081574－8 

戦う女武士から同志社の母へ‐。「幕末のジャンヌ･ダルク」

と讃えられ、会津魂と合理精神が融合した先駆的な生き方

をした新島八重。意思と行動力で時代を拓いた彼女の生涯

を描く。 
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§日中の120年 文芸・評論作品選 3 侮中と抗日 

張 競、村田雄二郎：編 

出版：岩波書店／ISBN：4－00－027223－0 

盧溝橋事件を経て両国は全面戦争に突入する。すべてをさ

らけ出す戦火の中、文学者たちは何を描いたのか。金子光

晴、謝冰瑩、井伏鱒二、茅盾らの作品をとおして、殺戮と破

壊のさなかに結ばれた日中の極限的な関係を見る。 

 

§カメラが撮らえた会津戊辰戦争 

『歴史読本』編集部：編 

出版：新人物往来社／ISBN：4－404－04238－5 

幕末動乱期、戊辰戦争において旧幕府側の一大勢力と目さ

れ、新政府軍の全面攻撃にさらされた会津藩。白虎隊･娘子

隊の悲劇など会津人の魂を賭けた壮絶な戦いの全貌を、多

数の貴重な写真･戦況地図･資料を使って紹介する。 

 

§西郷隆盛と幕末維新の政局 

体調不良問題から見た薩長同盟･征韓論政変 

家近良樹：著 

出版：ミネルヴァ書房／ISBN：4－623－06006－1 

亡君･斉彬への忠節、そして久光からのストレス…。明治維

新最大の功労者、西郷隆盛の実像はいかなるものであった

か。従来注目されてこなかった西郷の体調不良に関心を払

い、謎多き彼の行動の背景を徹底的に解明する。 

 

§幕末維新の漢詩 志士たちの人生を読む 

林田愼之助：著 

出版：筑摩書房／ISBN：4－480－01599－0 

幕末から維新にかけて激動する時代と政治の情況に、積極

的にかかわって生きた憂国の志士たちは、漢詩にだけ、素直

に心情を吐露した。彼らが残した漢詩を通して、その生き方

や、考え方の真実に迫る。 
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§幕末志士の死亡診断書 

幕末を駆けた偉人達の死因を現代医学で解き明かす！ 

酒井シヅ：監修／幕末☆保健委員会：著 

出版：エクスナレッジ／ISBN：4－7678－1577－0 

坂本龍馬はADHD、西郷隆盛は陰嚢肥大、大久保利通は円形脱

毛症…。幕末から明治期にかけての史料を元に、倒幕派＆新

政府要人、幕府側要人、皇室・朝廷の人々らの死因と持病を、

現代医学で解き明かす。 

 

§徳川慶喜と渋沢栄一  

最後の将軍に仕えた最後の幕臣 

安藤優一郎：著 

出版：日本経済新聞出版社／ISBN：4－532－16834－6 

日本資本主義の父・渋沢栄一は、なぜ「生涯の主君」徳川慶

喜の伝記編纂に心血を注いだのか。一見何のつながりもな

いように見える二人の人生を追いかけることで、明治維新

後の徳川家の姿を描き出す。 

 

 
生物多様性 
 

生物多様性とは、「いろいろの種類やタイプの生きものがいる」こと。そし

て、山や川、海など自分たちにあった環境（自然）の中で暮らしていま

す。生きものたちは、食べたり食べられたりしながらバランスを保ってい

ます。そして、自然や生きものたちは、私たちにたくさんの恵みと暮らし

を支えてくれています。 

―生物多様性のためにできること。みんなで一緒に始めよう。― 

 

§海のミュージアム 地球最大の生態系を探る 

ルイス･ブラックウェル：著／千葉啓恵：訳 

出版：創元社／ISBN：4－422－43021－8 

地球と海の始まり、生命の誕生、豊かな生物多様性と種間の

相互関係、人類の資源としての海…。海にまつわる科学エッ

セイに、世界の第一線で活躍する海洋写真家によるベスト

ショット105点が彩を添えるビジュアルブック。 
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§生物多様性という名の革命 

デヴィッド･タカーチ：著 

狩野秀之、新妻昭夫、牧野俊一、山下恵子：訳 

出版：日経BP社／ISBN：4－8222－4486－5 

「生物多様性（biodiversity）は、ヒトと地球を救う「革命」

である！E.O.ウィルソンを始め、著名生物学者23人へのイ

ンタビューで、21世紀最も重要となる思想の本質に迫る。 

 

§うなぎのうーちゃんだいぼうけん 

くろきまり：文／すがいひでかず：絵 

出版：福音館書店／ISBN：4－8340－8104－6 

南の海で生まれたうなぎのうーちゃんは、海を渡り、川を上

り、再び海へと戻っていきます。2009年のウナギの産卵場の

発見をもとにできた、うなぎのうーちゃんの長い長い旅の

物語。 

 

§ゾウがすすり泣くとき  

動物たちの豊かな感情世界 

J.M.マッソン、S.マッカーシー：著／小梨 直：訳 

出版：河出書房新社／ISBN：4－309－46331－5 

動物にも人間のような感情があるのか？ときにゾウは涙

し、ゴリラは歌い、クマはじっと夕日を眺める…。多くの実

例や興味深いエピソードを紹介しながら、動物の感情世界

を検証する。 

 

 

ゾウやサイの密猟と戦った研究者 マーティン 
 

世界各国を訪れ、象牙やサイの角の密猟・違法市場の閉鎖に尽力したマー

ティン氏は、野生動物保護の象徴的な存在だった。1993年には、サイの角

の取引の非合法化を実現した。 
野生の楽園を見ることなく逝ってしまった 
エズモンド・ブラッドリーマーティン 
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“親子で楽しむ･親子でふれあう･親子で話し合う” 

◇“お父さん”の読み聞かせ ◇ 
 

読んでもらっている子どもだけでなく、読んでいる“お父さん”も、とても

楽しい時間を持つことができるのが読み聞かせです。 

 

 

§もぐもぐどうぶつえん 

なかのひろみ：文･構成／福田 豊：文･写真 

出版：ひさかたチャイルド／ISBN：4－86549－047－3 

「エサの時間」をのぞいてみると、動物たちの本来の姿、ス

タッフたちの愛情と努力がわかる！動物園での動物たちの

食事の様子と内容を写真で紹介。楽しく眺めるうちに、社会

への関心が生まれてくる一冊。 

 

§まくらのせんにん そこのあなたの巻 

かがくいひろし：著 

出版：佼成出版社／ISBN：4－333－02409－4 

次から次へと、謎の穴にはまってしまう動物たち。 

う～む、こうなったら「そこのあなた」に頼むしか-。まく

らのせんにんさまと、お供の敷布団の「しきさん」と、掛け

布団の「かけさん」が繰り広げるほのぼの話。 

 

§９９９ひきのきょうだいのおとうと 

木村 研：文／村上康成：絵 

出版：ひさかたチャイルド／ISBN：4－89325－894－6 

春。998匹の兄弟はカエルになったのに、一番小さなオタマ

ジャクシはまだしっぽが生えたまま。うらやましそうに池

の外を見ていると、ザリガニの赤ちゃんが「お兄ちゃん」と

声をかけてきて…。999匹シリーズの第4弾。 

 

§えほん 子どものための300冊 

日本子どもの本研究会絵本研究部：編 

出版：一声社／ISBN：4－87077－182－9 

1989年以降に出版された膨大な絵本を1点1点手に取って吟

味し、302冊を厳選。子どもに読み聞かせた反応等、子ども

の声を反映したユニークなリスト。便利な索引付。89年刊

「えほん 子どものための500冊」の続編。 
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香
シャン

香
シャン

の 

もぐもぐ 
           タイム                そだね～ 
              

 

◇今日は何の日◇ 
１日 

1987（昭和62）年、JR７社に国鉄が分割民営化。 

1989（昭和64）年、消費税率３％。1997（平成9）年に消費税５％ 

2014（平成26）年には、８％となる。 

２日 
1951（昭和26）年、岩倉具視の肖像500円札が登場。1982（昭和57）年には

500円硬貨が発行。 

1922（大正11）年、「週刊朝日」「サンデー毎日」が創刊。 

1979（昭和54）年、テレビアニメ「ドラえもん」が放送開始。 

４日 
1978（昭和53）年、キャンディーズ解散。 

1983（昭和58）年、NHK連続テレビ小説「おしん」が放送開始。 

６日 
1964（昭和39）年、「ひょっこりひょうたん島」が放送開始。 

７日 
1979（昭和54）年、テレビアニメ「機動戦士ガンダム」が放送開始。 

1959（昭和34）年、「週刊文春」が創刊。 

９日 
1995（平成 7）年、東京都知事選で青島幸雄が、大阪府知事選で横山ノッ

クが当選。 

１０日 
1959（昭和34）年、皇太子と美智子妃の御成婚パレード。 

1988（昭和63）年、瀬戸大橋が開通し、本州と四国が橋で結ばれる。 

１５日 
1983（昭和58）年、東京デズニーランドがオープン。 

１６日 
1988（昭和63）年、ジブリ映画「となりのトトロ」が劇場公開。 

２０日 
1959（昭和34）年、日本初の修学旅行専用列車「ひので」「きぼう」が運転

開始。 
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２２日 
1946（昭和21）年、漫画「サザエさん」が夕刊フクニチ誌上で連載開始。 

２６日 
1954（昭和29）年、黒澤明監督の映画「七人の侍」が公開。 

２８日 
1952（昭和27）年、前年9月8日に調印された「日本との平和条約」（サンフ

ランシスコ平和条約）が発行し、日本の主権が回復、国際社会に復帰。 

３０日 
1995（平成 7）年、日本産トキの最後の雄ミドリが死去。 

 

 

◇ 掲示板◇ 
 

「図書と雑誌のリサイクル」   
保管期限の終了した図書や雑誌をご希望の方に差し上げます。 

（館内整理日の翌日から、お一人5冊まで） 

 
 

杉並区では、新鮮で美味しい野菜を生産しています。 

～是非、ご賞味あれ～ 

 

 

§ふれあい農業すぎなみ 

農産物直販マップ 2017 

杉並区･杉並区農業委員会：発行 

“地元で作ったものを地元で食べる” 

地元の食べ物がおいしいのは、新鮮で取れたてだからです。

その食べ物が一番おいしい時を「旬」。旬の味は地元ならで

はの味…。「直販 杉並農産物」ご利用になってみてはいかが

ですか。 

 

§やっぱりすぎ菜
な

実
み

サラダ根
ね

 
新鮮・元気すぎなみ！！ 

杉並区：発行 

この献立は、季節ごとの杉並産野菜を使ったおいしい料理

レシピ。“親子でチャレンジ” 
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◇柿木図書館カレンダー◇ 

 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

８ ９ １０ １１ １２ １３ １４ 

1５ 1６ 1７ 1８ 1９ ２０ ２１ 

２２ ２３ ２４ ２５ 2６ 2７ 2８ 

2９ ３０      

  

日 月 火 水 木 金 土 

 １ １ ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ 

1３ 1４ 1５ 1６ 1７ 1８ １９ 

２０ ２１ ２２ 2３ 2４ 2５ 2６ 

2７ 2８ ２９ ３０ ３１   

白抜き …休館日  下線 …午後５時閉館 

 

【開館・貸出時間】     月曜  ～  土曜  … 午前９時～午後８時  

日曜・祝日など  … 午前９時～午後５時 

 

【休 館 日】      第１月曜日・第３木曜日 

（祝日の場合は、直後の第１木曜日を除く平日） 

     

４月 

 

５月 


