CDI からのご案内

CDI 中高等部図書館日本セクション 2015 年 5 月

パックのバカンスも終わり、いよいよ今学年も残りわずかとなってまいりました。
図書案内も今年度最後のお知らせとなります。また夏休みに里帰りされる方で本のお持ち帰りボラン
ティア等、CDI より募集案内もございますので、ご確認ください。

語りつごうアジア太平洋戦
争
１巻～10 巻
1931 年の満州事変、日中戦
争、太平洋戦争を経て 45 年
の敗戦まで 15 年間のアジ
ア太平洋戦争。これを子ど
もたちに語り伝えるために
編んだ歴史本

プロムナード
道尾秀介
デビューから 6 年の歳月をか
け、独自の視点で日常を切り
取り、丁寧に言葉を紡ぎ書き
溜めた新感覚エッセイ。
そこには、ありふれた日常を
彩る、新しい驚きと発見が溢
れている。

カラスの親指
道尾秀介
ど派手なペテン、仕掛けて
やろうぜ!!
「このミス」常連、各文学
賞総なめの文学界の若きト
ップランナー、最初の直木
賞ノミネート作品
道尾秀介の大人気作品がつ
いに文庫化!
第 62 回日本推理作家協会賞
受賞作品

見上げれば星は天に満ちて
心に残る物語
浅田次郎
小説家である前に、小説好き
を自負する浅田次郎氏。物語
は「あらゆる日常の苦しみを
忘れさせるほど、面白くなけ
ればならない」という氏の心
に深く残った森鴎外、谷崎潤
一郎、芥川龍之介、中島敦、
小泉八雲など 13 篇を収録。
「いつも私の安息であった」
という満天の星の如き物語
をお届けする。

変るものと変らぬもの
遠藤周作
ときに女流パチプロの弟
子となり、駄ボラで人を煙
に巻く。ときに鉢植えの花
に話しかけては、人間と植
物のコスミックな関係に思
いをめぐらす…。移ろいゆ
く日々をいとおしみなが
ら、いつの時代も変らぬ人
間の営みを直視する著者
の、時事随想集。もっと住
みよく、心のかよう世の中
になるようにと、願いをこ
めた感想と提案。

舟を編む
三浦しをん
玄武書房に勤める馬締光也は
営業部では変人として持て余
されていたが、新しい辞書『大
渡海』編纂メンバーとして辞
書編集部に迎えられる。言葉
という絆を得て、彼らの人生
が優しく編み上げられてい
く。しかし、問題が山積みの
辞書編集部。果たして『大渡
海』は完成するのか──。言葉
への敬意、不完全な人間たち
への愛おしさを謳いあげる。

海峡の光
辻 仁成
廃航せまる青函連絡船の客
室係を辞め、函館で刑務所
看守の職を得た私の前に、
あいつは現れた。傷害罪で
銀行員の将来を棒にふった
受刑者となって。そして今、
監視する私と監視されるあ
いつは、船舶訓練の実習に
出るところだ。光を食べて
黒々とうねる、生命体のよ
うな海へ……。海峡に揺ら
めく人生の暗流。芥川賞受
賞。

ミラクル
辻 仁成
僕の名前はアル。ジャズピア
ニストのパパと南へ向かっ
て旅を続けている。大人にな
ってなくしてしまったもの
をもういちど見つめてみま
せんか?すっかり大人になっ
てしまった、かつての子供た
ちへ贈る、愛しくせつない物
語。あたたかな文と絵でお届
けする、優しい気持ちになれ
る一冊。

冷静と情熱のあいだ
辻 仁成
すれ違い重なり合う男と女
の心を描く、究極の純愛小
説。待望の文庫化！

ジーン・ワルツ
海堂 尊
代理母出産という人類最大の
難問に挑む、新世紀の医学エ
ンターテインメント。

マドンナ・ヴェルデ
海堂 尊
『ジーン・ワルツ』で語ら
れなかった、もう一つの物
語。新世紀のメディカル・
エンターテインメント第 2
弾。

姉の結婚
群 ようこ

九月が永遠に続けば
沼田 まほかる

臨場
横山秀夫

ナミヤ雑貨店の奇蹟
東野圭吾

東野作品史上、もっとも泣
ける感動ミステリー、待望
の文庫化!
悩み相談、未来を知ってる
私にお任せください。

インビジブルレイン
誉田哲也

人の心の底まで続く深い闇、
その暗さと異様な美しさを
あらわに描いて読書界を震
撼させたサスペンス長編。

人呼んで『終身検死官』―。
組織に与せず、己の道を貫
く男の生き様を、ストイッ
クに描いた傑作警察小説
集。全八編。

姫川班が捜査に加わったチ
ンピラ惨殺事件。警察組織
の壁に玲子はどう立ち向か
うのか?シリーズ中もっと
も切なく熱い結末。

天国の罠
堂場瞬一

食べ物を変えれば脳が変わる
生田 哲

パスタでたどるイタリア史
池上俊一

お菓子でたどるフランス史
池上俊一

息もつかせぬスピード感
で駆け抜ける、社会派クラ
イムサスペンス。

本書は脳と心にいい食事、悪
い食事について、治験による
裏付けを明記しつつ平易に
解説する。

長い歴史と豊かな地域色
をもつイタリアで、人々の
心を結ぶ国民食パスタ。
国民食の成立過程からイ
タリアをみつめます。

世界一の国になるには、素
敵なお菓子が欠かせない！
お菓子の由来も盛りだくさ
ん! 歴史もしっかり学べ
る、華麗であま~いフラン
ス史。

普通と平凡が合体したよ
うな男と結婚した姉。たち
まち破局がやってきて、目
ざましい姉の変貌ぶりが
可笑しい表題作。ささやか
な見栄を支えに明るく生
き抜く女たちの物語。

Le bouddha blanc
Hitonari Tsuji

Minoru Eguchi est
armurier dans une île du
sud du Japon, l'île
d'Ôno. Sur son lit de
mort, il se souvient de
sa vie commencée à la fin
du siècle dernier dans le
Japon de la fin de l'ère
Meiji. On le suit, lui et
sa famille, à travers les
guerres du XX

漫 画
まんがで読む 徒然草
の細道
松下 清

奥

世間をはなれた知識人兼
好法師と、旅に生きた松尾
芭蕉。教科書にのっている
定番 2 作品。5 分で 1 話!
短編ですらすら読める!

ハックルベリィ・フィンの冒
険
マークトゥェイン

筏でミシシッピー川を下る
二人を待ち受けるのは、大暴
風雨、死体を載せた難破船、
詐欺師たち……。現代アメリ
カ文学の源泉とまで言われ
る作品。

漫 画
デスノート 1
退屈
大場 つぐみ

人斬り以蔵
司馬遼太郎

時代の変革期に生きた人
間の内面を鋭く抉り、長編
とはまた異なる味わいの、
人間理解の冴えを見せる
好短編、全 8 編。

漫 画
デスノート 2
合流
大場 つぐみ
“夜神 月"=“キラ"説の確証
このノートに名前を書かれ
た人間は死ぬ――。死神リュ をつかむため、L は驚くべき
捜査を実行に移す! ?
ークの気まぐれで地上に落
とした一冊の「デスノート」。 月 vs L…スリリングな頭脳
戦の行方は――! ?
“夜神 月"と“L"…互いに正

義を掲げる二人の壮絶な戦
いが始まる。

はじめての文学 村上春樹
村上春樹

小説の面白さ、楽しさを味
わうために、著者自身が用
意したスペシャル・アンソ
ロジー。はじめてのひとも、
春樹ファンも欠かせない一
冊。
「シドニーのグリーン・
ストリート」「かえるくん、
東京を救う」など全 17 編を
収録。

