CDI からのご案内

CDI 中高等部図書館日本セクション 2015 年 12 月

師走に入り、今年もおしつまって参りました。
CDI中高等部図書館日本セクションで貸し出し可能となっています蔵書をお知らせ致します。
幅広いジャンルの書籍がございますので、ぜひCDIをご利用下さい。

敗北を抱きしめて（下）
ジョン・ダワー
敗北を抱きしめながら民衆が
力強く呼応したこの奇跡的な
「敗北の物語」を，米国最高の
歴史家が描く．20 世紀の叙事
詩．ピュリッツァー賞受賞．

タマゾン川
山崎充哲
ぼくらの川がちょっとおかし
いゾ。アロワナ、ピラニア、グ
ッピー、プレコ…日本の川に捨
てられる、外国の魚(いのち)た
ち。

ゲド戦記Ⅰ 影との戦い
ル=グウィン
ゲドは，自分にふしぎな力がそ
なわっているのを感じ，真の魔
法を学ぼうと，魔法使いの学校
に入る．進歩は早かった．得意
になった彼は，禁じられた呪文
を唱え，死の国の影を呼びだし
てしまう．

竜退治の騎士になる方法
岡田 淳
その人はジェラルドと名のり「お
れは竜退治の騎士やねん」と関西
弁でいった。どうみても日本人だ
った…。「夢」さえすてなければ
かならず奇跡はおこる。夕ぐれの
学校でおこったふしぎな事件。

史上最強の内閣
室積 光
「こんな内閣があったら……」
書店員さんたちの圧倒的支持
を受けた痛快作が待望の文庫
化。
笑って笑って、涙する、史上初
の内閣エンタテインメント!!

リバウンド
E/ウォルターズ
大事なのはシュートして得点
を か せ ぐ こ と だ け じ ゃ な い。
「失敗したシュートを次にど
うやって決めるかだ」。カナダ
のとある町に住むショーンと
車いすに乗った転校生デーヴ
ィッド。バスケットボールが好
きな二人の物語。

ぼくらの先生！
はやみね かおる
小学校を舞台にした珠玉のミス
テリー短編集。 定年退職した元
教師とその奥さんが、教師時代
の思い出を語っていく中で、小
さな謎が生まれ、その謎をとく。
探偵役は元教師の奥さん。学校
を舞台にしたミステリー

晩年の子供
山田詠美
メロンの温室、煙草の畑、広がる
れんげ草の群れ。香り高い茶畑、
墓場に向かう葬列、立ち並ぶ霜柱
など。学校までの道のりに私が見
た自然も人間もあまりにも印象
的であった。心を痛めることも、
喜びをわかち合うことも、予期し
ない時に体験してしまうのを、私
はその頃知った。永遠の少女詠美
の愛のグラフィティ。

レター教室
三島由紀夫
職業も年齢も異なる 5 人の登
場人物が繰りひろげるさまざ
まな出来事をすべて手紙形式
で表現した異色小説。恋したり
フラレたり、金を借りたり断わ
られたり、あざけり合ったり、
憎み合ったりと、もつれた糸が
こんがらかって…。手紙を書く
のが苦手なあなたに贈る枠な
文例集。

鬼の橋
伊東游
平安時代初期に実在し、数多く
の不思議な伝説が語り伝えら
れる人物小野篁。なかでも、夜
な夜な井戸を通って冥府へと
通い、閻魔大王のもとで働いて
いた話はよく知られている。そ
の篁の少年時代を描いた、傑作
ファンタジー。

まるむし帳
さくらももこ
「ぽかんとしていたり、ごろん
としていたりしたときにできた
詩は、ノートに書いておきまし
た。生きていることの不思議に
想いをはせ、遠い昔の記憶をい
つくしむ、著者初の詩画集。詩
人・谷川俊太郎氏と“世界のは
じまり”について語り合った巻
末対談を収録。

宿命
東野圭吾
高校時代の初恋の女性と心なら
ずも別れなければならなかった
男は、苦闘の青春を過ごした後、
警察官となった。刑事と容疑者、
幼なじみの二人が宿命の対決を
果すとき、余りにも皮肉で感動的

＜子ども＞のための哲学
永井 均
自分ひとり裸一貫で哲学する
ことのすすめ。なぜ悪いことを
してはいけないのか。なぜぼく
は存在するのか。この二つの大
問題に答えはあるだろうか。脳
に汗して考え、自分の答えを見
つけるプロセスを語る。

地方消滅
一極集中が招く人口急減
増田廣也
このままでは 896 の自治体が消
滅しかねない――。
豊富なデータをもとに地方に
人々がとどまり、希望どおりに
子どもを持てる社会へ変わる
ための戦略を考える。

殿様を叱る
澤宮 優
今こそ学べ!未曾有の危機に、ハ
ラキリ・打ち首覚悟で、殿様を
救った部下たちの勇気ある諫
言・苦言。

出世する武士、しない武士
大石 学
勝ち組と負け組を分けたものは
何?――江戸の“社内政治"とサラ
リーマン事情を読み解く

蓮花の契り
出世花
高田 郁
複雑に絡まりあった母と子の
運命は!?感動の物語が堂々の
完結！！

木暮荘物語
三浦 しをん
小田急線・世田谷代田駅から徒
歩五分、築ウン十年。
ぼろアパートを舞台に贈る〝愛
〟と〝つながり〟の物語。

月魚
三浦 しをん
水の底には秘密がひそむ。秘密を
抱え、彼は彼に会いに行く。あの
雑木林の向こう、古書店「無窮堂」
まで。気鋭の作家が描く「罪」と
「再生」の青春小説。

あい

永遠に在り
高田 郁
高田郁が贈る、歴史小説にして
最高の恋愛小説! ! 愛する事
の意味を問う感動の物語。

な結末が用意される。

爆裂エッセイ 極め道
三浦 しをん
「ブス」通りすがりの男に言わ
れて許せる?マッチョかつ知性
派、理想の男は今いずこ!みん
なご飯は「ヘツって」食べるで
しょう?レジもトイレも基本は
一列並びの早い者順!キスする
ときって、おめめパッチリなわ
け?―普通に生活していても、
感じることは無限大。ぜんぶ言
葉にしてみたら、こんな感じに
なりました。

光
三浦 しをん
天災ですべてを失った中学生
の信之。共に生き残った幼なじ
みの美花のため、彼はある行動
をとる。それから二十年後、信
之の前に、秘密を知るもう一人
の生き残り・輔が現れ──。

星間商事株式会社
三浦 しをん
川田幸代。29 歳。独身。腐女子(自
称したことはない)。
怒濤の物語が進行する。涙と笑
いの、著者渾身のエンターテイ
ンメント小説。

名短編
ほりだしもの
北村 薫（編集）
宮部 みゆき（編集）
「過呼吸になりそうなほど怖
かった!」と宮部みゆきが思わ
ず口にした、ほりだしものの名
短篇!宮沢章夫「だめに向かっ
て」
、片岡義男「吹いていく風
のバラッド」
、内田百〓(けん)
「亀鳴くや」
、久野豊彦「虎に
化ける」
、伊藤人譽「穴の底」
、
織田作之助「天衣無縫」など、
目利き二人を震わせた短篇が
勢揃い。

名短編
さらにあり
北村 薫（編集）
宮部 みゆき（編集）
舟橋聖一「華燭」
、永井龍男「出
口入口」
、林芙美子「骨」
、久生
十蘭「雲の小径」
、十和田操「押
入の中の鏡花先生」、川口松太
郎「不動図」
、吉屋信子「鬼火」
、
内田百〓(けん)「とほぼえ」、
岡本かの子「家霊」、岩野泡鳴
「ぼんち」など。

漫 画
ブッタとシッタカブッタ
小泉 𠮷宏
シッタカブッタのじたばたする
姿を見て、笑いながら、あなた
は幸福や不幸、悩みの正体を発
見することでしょう。マンガと
いってあなどれない、
「心」を語
る本。第 45 回文芸春秋漫画賞受
賞のシリーズです。

とっておき名短編
北村 薫（編集）
宮部 みゆき（編集）
「しかし、よく書いたよね、こん
なものを…」と北村薫に言わしめ
た、とっておきの名短篇!穂村弘
「愛の暴走族」、川上弘美「運命
の恋人」、戸板康二「酒井妙子の
リボン」
、深沢七郎「絢爛の椅子」、
松本清張「電筆」、大岡昇平「サ
ッコとヴァンゼッティ」、北杜夫
「異形」など、目利き二人を唸ら
せた短篇が勢揃い。

漫

画

銀の匙
大蝦夷農業高校青春マニュアル
銀の匙の世界とキャラを超深掘
り!!

