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【 一 般 書 】 
 

『１００万回死んだねこ 

       覚え違いタイトル集』 

015.2 ﾋｬ，福井県立図書館∥編著，講談社 

 図書館であるあるの、覚え違いタイトルを集め

た一冊。「背中を蹴飛ばしたい」「ソロモンの秘宝」

「下町のロボット」などなど！皆さん、どの本の

ことか分かりますか？ 

ちなみに先日あった出来事。「瀬戸内寂聴の『オ

イモヤマイモ・・・』という本はありますか？」

との問い合わせに、『お芋山芋・・・』と脳内変換

しながら検索したら、なんと正解は『老いも病も

…』でした！笑 あなどるなかれ、笑いなしには

読めません。ご自宅でそっとお愉しみください。 

（ＫＳ） 

 

 

『大人も知らない?ふしぎ現象事典』 

049 ｵﾄ，「ふしぎ現象」研究会∥編，マイクロ

マガジン社 

「あの時の現象にこんな名前がついているとは

思わなかった」人に言いたくなってしまいます

よ・・・（ＨＫ） 

 

 

『イラストですぐわかる! 

息子のトリセツ』  

143.6 ｸﾛ，黒川 伊保子∥著 石玉 サコ∥イラ

スト，扶桑社 

 本書は脳科学・人工知能（AI）研究者であり、

『夫のトリセツ』の著者である黒川伊保子さんの

著書です。「男性脳」と「女性脳」との違いから導

き出した著者ならではの「４０の秘訣」は大変興

味深く、簡潔でわかりやすいので気軽に読める一

冊です。（ＡＫ） 

 

 

『もっと人生は楽しくなる』 

159 ﾀｸﾞ，たぐち ひさと∥著，ダイヤモンド社 

 皆さんは自分を大切にできていますか？人生に

疲れた時、心に余裕がなくなってしまった時、こ

の本があなたのお薬となりスッと心に寄り添って

くれます。いつの間にか自分を大切にすることを

忘れてしまった・・・そんな時に読んで欲しい１

冊です。肩の力を抜いて！大丈夫！まずは自分を

大切に！（ＳＴ） 

 

 

『幸福の達人 科学的に自分を幸せ

にする行動リスト 50』 

159 ﾃｽ，Testosterone∥著 前野 隆司∥監修，

ユーキャン学び出版 自由国民社 
 誰でも幸せになりたい！！科学的な裏付けをも

とに幸せになる技術をわかりやすく、ユーモアを

交えて教えてくれます。とにかく読んだら行動し

てみよう！と思える本です。（ＳＳ） 

 

 

『福沢諭吉が見た 150年前の世界』 

290.9 ﾌｸ,福沢 諭吉∥著  

武田 知弘∥訳 解説，彩図社 

 幕末の頃の日本ではヨーロッパまでの旅費が数

千万もかかり、気軽に行けるものではありません

でした。そんな中、幕府の使節などで３度も洋行

した福沢諭吉が記した海外旅行ガイド。当時の欧

米旅行の雰囲気を感じられる一冊です。（ＡＩ）

 

『霞が関のリアル』  

317.3 ｶｽ，NHK取材班∥著，岩波書店 

 激務で知られ、さらにコロナ対応で疲弊する霞

が関官僚。不条理な働き方は、精神疾患、相次ぐ

退職、なり手不足といった問題だけでなく、第一

線で働く官僚の能力発揮を妨げ、国の政策を停滞

させている。官僚本人、家族、政治家、関係者へ

の緻密な取材から、その現状と構造に鋭く迫る１

冊です。（ＭＴ） 

 

 

『我は、おばさん』 

 367.21 ｵｶ, 岡田 育∥著，集英社 

 自覚することもなく初めておばちゃんと呼ばれ

た日から数十年。名実ともにおばさんになりまし

た。この本にはたくさんの文献の中の色々なおば

さんが紹介されています。もうすぐおばあちゃん

と呼ばれる今、おばさんも悪くないって思えるお

ばさんになりたいです。（ＮＳ） 

 

 

『人生 100年時代を楽しむ生き方』 

S21 367.7 ｼﾞﾝ，『月刊シルバー人材センター』

編集室∥編，労務行政 
 冒険家・三浦雄一郎をはじめとした著名人・専

門家２８人のインタビューをもとに書かれたもの

で、「人生１００年時代」を全力で楽しむための高

齢者の生きる知恵や、それを支える周囲の人々の

心構えを知ることができます。（ＨＴ） 

 

 

『アウトロー・オーシャン 

 海の「無法地帯」をゆく』 

368.6 ｱﾋﾞ，イアン  アービナ∥著 黒木 章人

∥訳, 白水社  

人身売買による過酷な労働と違法操業・違法な

海洋投棄など、陸上で行われれば必ず人の目にさ

らされることも海では沈黙のうちに消滅してしま

う。正邪の区別を簡単にはつけることもできない、

あまりに無防備な海の惨状が浮かび上がる。（ＳＫ） 

 

 

『名画のドレス 

 拡大でみる 60 の服飾小事典』 

383.1 ｳﾁ, 内村 理奈∥著 ，平凡社 

 フランスを中心とする１８～１９世紀までの絵

画６０枚をフリル、レース、真珠など、服飾用語

に焦点を当てて解説。拡大図で細部まで見ること

ができます。衣裳を知ると、絵画鑑賞がもっと楽

しくなると思わせてくれる１冊です。（ＭＫ） 

 

 

『世界のふしぎなことわざ図鑑』 

388.8 ｷﾀ，北村 孝一∥著 伊藤 ハムスター∥

イラスト，KADOKAWA 

 日本の主なことわざと共に、内容の似ている世

界のことわざを解説しています。そっくりなもの

あり。微妙に違っているものあり。世界のことわ

ざを通して、世界中の人々の暮らしや考えを知る

ことができます。（ＭＩ） 

 

 

『地球の未来のため 

僕が決断したこと』 

451.85 ｹﾞｲ，ビル  ゲイツ∥著 山田 文∥訳，

KADOKAWA 

 現在の温室効果ガスによる気候変動が地球の規

模で非常に大きな問題であることがよくわかりま

す。一人ひとりの意識を改め、将来の世代のため

に地球を維持しなければいけないと考えさせられ

る一冊です。（ＹＫ） 

 

『好きになる生理学』 

491.3 ﾀﾅ 
田中 越郎∥著，講談社 

 健康診断での数値は気になりますが、人体の仕

組みについては何も知らずに生活しています。本

書は人体機能の基本をわかりやすく解説してくれ、

特に免疫、病原体の項目は、時節柄とても興味深

く読むことができ、勉強にもなります。（ＭＭ） 

 

 

『においが心を動かす 

      ヒトは嗅覚の動物である』 

491.37 ﾊﾞｳ, 
A.S.バーウィッチ著 大田 直子訳，河出書房新社 

 新型コロナのひとつの症状として嗅覚障害が現

れることで、嗅覚がクローズアップされた年でし

た。これまで嗅覚は、視覚や聴覚ほど、重要視さ

れない感覚のように思えたが、なつかしい記憶を

呼び起こしたり、危険を察知する感覚でもあり、

人間にとって非常に重要な働きをしていることに

気づかされた１冊です。（ＫＯ） 

 

 

『発酵料理のきほん』 

596 ｼﾐ，清水 紫織∥著 朝日新聞出版∥編， 

朝日新聞出版 

いつもの調味料を発酵調味料（塩麹、醤、甘酒）

に置きかえて、手軽に肉、魚介、野菜をおいしく

頂き、体を整えてみませんか。（ＫＯ） 

 

 

『お家で楽しむアフタヌーンティー』 

596.7 ｵｳ 
Cha Tea紅茶教室∥著 坂井 みさき∥著， 

河出書房新社 
 紅茶教室を主宰する著者が、アフタヌーンティ

ーの由来から、コンビニスィーツを使って一人で

楽しむコツまで詳しく解説。また英国ファンタジ

ーに登場するお茶会の場面も数々紹介している。

美しいティーカップや華やかなスィーツの写真を

見るだけでも十分楽しめます。（ＳＳ） 

 

 

『ポール・スミザーの「これからの庭」』 

629.75 ｽﾐ,ポール  スミザー∥著,主婦の友社 

 山梨県清里高原の萌木の村にて、自然と共生す

る庭づくりをされているポールスミザーさんの本

です。自然生態系にやさしく地域環境に合った美

しい庭をつくりたい方に是非。（ＭＫ） 

 

 

『くらべてわかる文鳥の心、 

インコの気持ち』 

646.8 ﾎｿ，細川 博昭∥著 ものゆう∥イラスト 

誠文堂新光社 

 文鳥の心？インコの気持ち？鳥にそんな感情あ

ったのかな・・・。実は、感情豊かな動物なので

す。さらに、文鳥とインコは同じ小鳥ですが様々

な違いがあるようです。本書は文鳥とインコの違

いについて詳しく書かれており楽しく鳥について

知ることができます。（ＭＹ） 

 

 

『猫が 30歳まで生きる日』 

649.2 ﾐﾔ，宮崎 徹∥著，時事通信出版局 

 あまり研究されていなかった AIM の研究が、

様々な偶然や出会いから広がり、その成果が猫の

腎臓病や、今まで治らないとされた人間の病気の

治療法の可能性まで一気に読めるストーリーです。

猫好きの人におすすめします。（ＹＴ） 



 

 

 

【 一 般 書 】 
 

 

 

『板目・柾目・木口がわかる木の図鑑』 

657.2 ﾆｼ，西川 栄明∥著 小泉 章夫∥監修 

創元社 

 この本は高級楊枝で有名なクロモジや、ヤマグ

ルマといった特殊な木など１０１種類もの木の年

輪、木目を見ることができる。 

木材選びだけでなく、自分の座りたい切り株を探

してみるのもいいだろう。（ＹＨ） 

 

 

『366日風景画をめぐる旅』 

 723.3 ｻﾝ，海野 弘∥解説  監修， 

パイインターナショナル 

 １日１作品、３６６枚の風景画を楽しむことが

出来る１冊。雪景色の凍てつく冬、色彩豊かに花

咲く春、海辺がまぶしい夏から紅葉の秋まで季節

の変化を感じながら多くの作品に出会えます。す

っかり遠い存在になってしまった美術館での展覧

会をこの１冊でどうぞ。（ＴＯ） 

 

 

『世界ピクト図鑑』 

727 ｺﾔ，児山 啓一∥著，ビー・エヌ・エヌ 

 オリンピック開会式で、話題を呼んだピクトグ

ラムパフォーマンス。元々は１９０９年にヨーロ

ッパで国際道路標識として用いられた事が始まり

です。サインデザイナーの児山さんが集めた世界

のピクトグラムが、項目別、国別に楽しく紹介さ

れています。（ＴＷ） 

 

 

『散歩が楽しくなる日本の色手帳』 

757.3 ｻﾝ，日本色彩学会∥監修，東京書籍 

 草や木、空や鳥、動物など自然にまつわる「日

本の色」を掲載した癒しの一冊。古くから伝わる

色の語源や物語の逸話も満載。季節の巡りで異な

る美しい名所の写真も紹介していて素敵です。本

を開いただけで散歩を楽しんだ気分に浸れます。 

（ＭＳ） 

 

 

『ハニオ日記 3』 

778.21 ｲｼ，石田 ゆり子∥著，扶桑社 

女優石田ゆり子さんのインスタグラムに投稿し

た日々の記録です。愛犬雪とかわいい５匹の猫達

に心から癒されます。ハニオ目線の語りがとても

面白いです。涙あり、笑いあり、感動ありの素敵

な本です。（ＹＳ） 

 

 

 

『嫌われた監督』 

783.7 ｵﾁ 
鈴木 忠平∥著，文藝春秋 

 中日黄金期を築いた落合監督の実像に迫ったノ

ンフィクション。当時の球団関係者や番記者の視

点で心理描写などが丁寧に描かれており、プロフ

ェッショナルとは何かを考えさせられる一冊。 

（ＭＡ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 文 芸 】 
 

 

 

『正欲』 

913.6 ｱｻ，朝井 リョウ∥著，新潮社 

 生きる事と密接に関わる性と欲、それが社会を

循環させる大多数とずれてしまえば、もう他人と

繋がることはできないのか。そんな事を問うてい

るのかもしれません。（ＥＫ） 

 

 

『兇人邸の殺人』  

913.6 ｲﾏ，今村 昌弘∥著，東京創元社 

 映画にもなった屍人荘の殺人のシリーズ第三弾。

廃墟型テーマパークの中にある謎の建物、兇人邸

を舞台にした傑作ミステリです。相変わらず普通

のミステリの粋を超えたサスペンスが展開され、

一度読み始めたら止まらない作品になっています。

（ＤＷ） 

 

 

『最終飛行』 

913.6 ｻﾄ，佐藤 賢一∥著，文藝春秋 

 「星の王子さま」で知られているサン・テグジ

ュペリは、第２次世界大戦中のフランスで空軍パ

イロットでもありました。ナチスドイツに奪われ

た祖国を取り戻すべく、奮闘する姿に心を打たれ

ます。（ＫＨ） 

 

 

『つまらない住宅地のすべての家』 

913.6 ﾂﾑ，津村 記久子∥著，双葉社 

 路地を囲むように建つ、１０軒の家。それぞれ

の家には人に言えない複雑な事情があった。そこ

へ刑務所を脱獄した女のニュースが届く。住民は

交代で見張りを始めるうちに、少しずつ交流が生

まれてゆき・・・。さわやかな読後感が残る、ご

近所の物語です。（ＹＯ） 

 

 

 

 

『ベンチの足 考えの整頓』 

914.6 ｻﾄ，佐藤 雅彦∥著，暮しの手帖社 

 NHK 教育テレビの『ピタゴラスイッチ』を手掛

けた著者の『暮らしの手帳』に連載しているエッ

セイです。日常に潜んでいる問題にするほどじゃ

ないけどちょっと気になる○○○○○の問題、数

えきれないぐらいの「妙」と不可解さ不思議さ！

いつもの日常も世の中のいろいろなことも、楽し

く魅力的に見えてきます。（ＲＯ） 

 

 

 

 

 

 

 

【 児 童 書 】 
 

 

 

『よあけ』 

E ｱﾍﾞ，あべ 弘士∥[作]，偕成社 

 町まで毛皮を売りに行く、村一番の狩人のおじ

いさんと黄金色に染まった森の中の川を船でゆっ

くりと下っていく。昔、おじいさんが出会った動

物の話を聞きながら（ＫＨ） 

 

 

『しりとり』 

E ｱﾝ，安野 光雅∥さく え, 福音館書店 

 昨年逝去された安野さんの作品です。”ん”で終

れたら成功。最後のページまでに”ん”で終れな

ければ、また最初からやり直し。いつものしりと

りでは思いつかないような言葉が柔らかい色調の

絵で描かれています。子供さんも大人の方も”ん”

を目指して楽しめる一冊です。（ＹＯ） 

 

 

『すごすぎる天気の図鑑 

 空のふしぎがすべてわかる!』  

K451 ｱﾗ, 荒木 健太郎∥著, KADOKAWA 
 空を見上げると雲。「あの雲鳥に似てる」「人の

顔みたい」 

白いモクモクした雲 乗ってみたいなぁ 

雲って何でできてるの？空の不思議が写真やイラ

ストで楽しくわかる本です。（ＳＭ） 

 

 

『しらべるちがいのずかん』 

KA4 031 ｵｶ,おかべ たかし∥文 やまで たか

し∥写真, 東京書籍 

 ６個のみかんのうち美味しいものの見分け方や、

似ているけれど少し違う、糸こんにゃくとしらた

き、すいれんとはす、インコとオウム、卵と玉子、

西日本と東日本の城などなど・・・。さまざまな

「ちがい」がわかる図鑑です。（ＹＺ） 

 

 

『捨てないパン屋の挑戦 

 しあわせのレシピ』 

KC3 289.1 ﾀﾑ，井出 留美∥著，あかね書房 

 毎年何百万 tもの、まだ食べられる食品が国内

で廃棄されている「食品ロス」問題。 

この課題に"食品を無駄にしない""廃棄パンを作

らない"ことで向き合うパン屋さんの挑戦が描か

れています。児童書ですが、幅広い年代の方にお

すすめです。（ＥＷ） 

 

 


