
  

  

タイトル横（枠の右肩）にある数字が 

 ・９で始まる → 小説（文学） 

 ・９以外 → 読み物    です。 

紙の心 エリーザ・プリチェッリ・グエッラ/作  岩波書店  Ｋ973 フ 

図書室の本に挟まれた手紙を見つけた少年は、顔も名

前も知らない少女との文通を始める。互いの日常をつ

づり、文面から相手がどんな人物か想像し、期待やと

きめきに胸をふくらませていく。 

やがて二人は互いの抱える問題を打ち明け、自分たち

が過ごす「研究所」の秘密を探りに行く。 



 
  

どこからが病気なの？ 市原真/著  筑摩書房  Ｋ492イ 

Twitter で「病理医ヤンデル」さんとしてお馴染みの著

者による１冊。病理医とは、採取した病変や細胞から、

どのような病気が、どれくらい進行しているのか、調べ

て診断をする専門医のことです。 

コロナ禍で、病気や健康といったことを意識する機会が

増えたかもしれません。本書では、医者がどのように病

名の診断をしているのかや、気になる病気のしくみにつ

いて、わかりやすく解説しています。 

陳建民 筑摩書房編集部/著  筑摩書房  Ｋ289 チ 

熱々の豆腐に、辛いとろみがかかっておいしい「麻婆

豆腐」。この料理を日本で広めた人物が陳建民さんだ

と言われています。建民さんは中国の四川省生まれ、

子どもの頃は貧しく、８歳の頃から石炭運びの重労働

をしていました。そんな建民さんと料理との出会いは

10 歳の頃、見習いで入ったソバ屋でした。ここから彼

の料理家への道が始まるのです。 

クジラをめぐる冒険 石川創/著  旬報社  Ｋ489 イ 

クジラを知らない人はほとんどいませんが、その生態に

ついてはあまり知られていません。クジラの数が減って

いる？ クジラは「特別」な生き物？ はたして本当に

そうでしょうか。 

謎に包まれたクジラの生態。クジラと人類の長い関係。

そしてこじれた捕鯨
ほ げ い

問題。世界で起きている様々な問題

に目を向けるきっかけの１冊になるかもしれません。 



 
  

見上げた空は青かった 小手鞠るい/著  講談社  Ｋ913 コ 

第二次世界大戦下、ユダヤ人への迫害が厳しくなるヨ

ーロッパで、ドイツ人として隠れ家に暮らすユダヤ人

の少女・ノエミ。病気で妹をなくし、お寺で集団疎開

生活を送っている日本人の少年・風太。異なる境遇や

場所にいながら、それぞれのウサギのぬいぐるみ・ミ

ミちゃんを心の支えに戦争末期を生きる２人の視点か

ら、戦争について考えさせられるお話です。 

カフェ・デ・キリコ 佐藤まどか/著  講談社  Ｋ913 サ 

複雑な家庭背景を持つ中学２年生の霧子は、母ととも

に父の故郷であるミラノへ移住し、亡き祖父のギャラ

リー・カフェを相続しました。カフェを手伝い、様々

な人たちと交流するなかで、霧子は異国暮らしの難し

さや、思いがけない優しさに触れます。 

霧子の成長と家族の絆を描いた物語です。 

雲を紡ぐ 伊吹有喜/著  文藝春秋  913.6 イ 

いじめがきっかけで学校へ行けなくなった美緒の心の

支えは、祖父母がくれた赤いホームスパンのショー

ル。ある日、美緒は母と衝突して、岩手県盛岡市の祖

父の元へ家出します。ホームスパン職人である祖父や

職人達の誠実な仕事ぶりを知った美緒は、やがて自分

もホームスパンを作ることに憧れを抱きます。ふわふ

わの羊毛が、柔らかく心を包んでくれるような作品。 



 
  
ペンギン・ハイウェイ 森見登美彦/著  角川書店  913.6 モ 

街中に突如現れたペンギン。いったいどこから来たの

か、街ではちょっとした話題になっていました。小学

４年生のアオヤマ君は、歯医者のお姉さんにその話を

します。すると翌日、お姉さんはある秘密を打ち明け

るのです。でも謎はそれだけではないようです。そし

てお姉さんはこう言います「この謎を解いてごらん。

どうだ。君にはできるか」と。 

アンの青春の明日が輝く言葉 松本侑子/著 
ディスカヴァー・トゥエンティワン 

933.7 マ 

「赤毛のアン」シリーズ第２巻『アンの青春』の中か

ら、未来に向かって希望となる言葉を厳選し、コラム

も添えて取り上げています。 

生きていく中で、前向きになれそうな１冊。『赤毛の

アン』から選ばれた姉妹書『赤毛のアンの今日が幸せ

になる言葉』もあわせてどうぞ。 

ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木香歩/著 
岩波書店  914.6 ナ 

「みんなと同じでなくてはならない」という考えや、

「何となくそういうものだ」という空気に流されてし

まうことはありませんか？ そんな時に耳を傾けるべ

き相手は、最も身近な存在、つまり「自分」だと著者

は語りかけます。自分の内なるリーダーの声を聞き、

自ら考え、行動することが大切だと語りかける本書

は、コロナ禍にある今こそ手に取って頂きたい一冊。 



  

モモ ミヒャエル・エンデ/作  岩波書店  Ｋ943 エ 

クシャクシャにもつれたまっ黒なまき毛、背は低くて

やせっぽち、女の子の名はモモといいます。モモはと

ても人の話を聴くことが上手です。モモに話を聴いて

もらうと、いつの間にか勇気や希望が湧いてきて明る

くなります。喧嘩をしている人も、モモの横で話しを

すればいつの間にか仲直りです。そんな不思議な才能

を持つモモの前に現れる人たちとは。 

失われたものたちの本 ジョン・コナリー/著  東京創元社  Ｋ933 コ 

第二次世界大戦下のイギリス。病気で母を亡くしたデイ

ヴィッドは、喪失感と孤独からのがれるように本の世界

に没頭します。そのうちに物語は、デイヴィッドの頭の

中で呼びかけてくるようになりました。母の死からしば

らく経ち、父に新しい女性を紹介されたころからデイヴ

ィッドは、発作におそわれ奇妙な光景を見るようになり

ます。それは美しくも残酷な物語の世界の王国で、デイ

ヴィッドはそこに迷い込んでしまったのです。 

囚われのアマル 

パキスタンの小さな村に住む 12 歳の少女アマルは、一

時の感情に身をまかせて、「絶対に」逆らってはいけ

ないカーン一族の若旦那に盾突いてしまう。しかも父

親はカーン一族からお金を借りており、その借金を返

すため、アマルは一族の使用人となってしまった。自

由も教師になる夢も奪われたが、そのうちアマルは、

反撃の一手をつかむ。 

アイシャ・サイード/作  さ・え・ら書房  Ｋ933 サ 



 

  

 

 

 

ミライの授業 瀧本哲史/著  講談社  Ｋ159タ 

近い将来、いろんな仕事がロボットに取って代わられる

と言われますが、未来の予測は難しく、これから先の未

来がどうなるか、本当のところは誰にもわかりません。

けれどそれは、未来はつくることができる、というこ

と。新しい知識を得る（学ぶ）ことは、未来をつくる基

礎を手に入れるということ。自分で道を切り拓
ひら

き、新し

い明日へ、自分だけの未来をつくるための本。 

見た目レンタルショップ 化けの皮 石川宏千花/著  小学館  Ｋ913 イ 

祖父から狐使いとしての能力を引き継ぎ、店員（化狐）

とお客様の見た目を入れ替える〈見た目レンタルショッ

プ〉をはじめた冴えない大学生の庵路
あ ん じ

。長年、祖父に仕

えてきた大化け狐でイケメンの砂羽哉
さ わ か

と呉波
く れ は

と、まだ子

狐で妖力が不安定な双子の真問
ま と い

と帆ノ香（美少年＆美少

女）の４人が、希望にあわせて担当します。 
はてさて、アナタはどのような見た目をご所望ですか？ 

＊ここに掲載されている本は、すべてこの図書館に所蔵している本です。 

                        （2021.7 月現在） 

＊愛知県図書館・ティーンズのページには、愛知県内の図書館員が選んだ 

 中高生の皆さんにおすすめの本が掲載されています。 

 こちらもぜひご覧ください。 

＊この図書館に所蔵がない本も、リクエストをして 

 取り寄せることができます。 

 詳しくはスタッフまでおたずねください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★本を借りるには 

利用カードが必要です。市外の方も作れます。 

学生証など、住所・氏名の確認できるものを持ってきてください。過去に作った

ことのある人は再発行となりますので、カウンターまでお申し出ください。 

貸出冊数：１０点まで（雑誌・ＤＶＤ等ＡＶ資料含む） 

貸出期間：１５日以内（２週間後まで） 

予約・リクエスト：あわせて５点まで 

＊取置期間はご連絡から１週間です。期間を超えるとキャンセルとなります。 

＊連続巻の予約・リクエストは、順番通りにご用意できない場合があります。 

※リクエストは窓口で承ります。本以外の資料についてはおたずねください。 

★参考：2020 年のおすすめ 

『恋の相手は女の子』（Ｋ367 ム） 

『ニッポンのはたらく人たち』（748 ス） 

『珍獣ドクターのドタバタ診察日記』（Ｋ649 タ） 

『わたしの外国語漂流記』（Ｋ807 ワ） 
                                       

『彼女たちの場合は』（913.6 エ） 

『虹いろ図書館のへびおとこ』（Ｋ913 サ） 

『キューポラのある街』（Ｋ913ハ） 

『もえぎ草子』（Ｋ913 ク） 

『そしてぼくらは仲間になった』（Ｋ913 ソ） 

『図書館ホスピタル』（913.6 ミ） 
                                       

『秘密のノート』（Ｋ933 コ） 

『ぼくがスカートをはく日』（Ｋ933 ホ） 

『人生なんて無意味だ』（Ｋ949テ） 

『秘密をもてないわたし』（Ｋ933 シ） 

『“Ｉｔ(それ)”と呼ばれた子』（Ｋ936 ヘ） 



 

   ※社会情勢により、２階学習室等を利用できないことがあります。 

    最新の情報は、図書館ホームページでご確認ください。 

皆さんに気持ちよく利用していただくため、次のことを守ってください。 
 
○席の利用は１人１席、長時間の席取りはしない 

 １人でも多くの人が利用できるように、お友達の分の席取りはしないでくだ

さい。席取り行為を確認した場合、防犯とお席の有効活用のため、お荷物をお

預かりさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。 

 また、席を離れるときは貴重品を持っていきましょう。入口付近にはコイン

ロッカーもありますので、ご活用ください（使用後、お金が戻ります）。昼食

等で３０分以上席を離れる場合は、荷物を片付けてお席を空けてください。 
 
○館内で飲食はできません 

 紙は水気に弱いです。飲み物を持ち込む場合は、ペットボトルや水筒など栓

の出来るものにして、図書館の中では鞄にしまっておいてください。 

 また、食事は外のベンチ等をご利用ください。地下駐車場からの階段など、

通路をふさぐ場所での飲食はしないでください。 
 
○充電できません 

 コンセントは使えません。モバイルバッテリーをご持参ください。 

 2021.7 現在、感染症拡大防止対策のため、館内でパソコンのご利用はできま

せん。 ＊通常時であれば、指定の場所（和室・調べもの室）で利用可能です。 

 

 

★学習室ほか館内の利用について 

津島市立図書館  〒496-0854 津島市老松町 1-1 ☎：0567(25)2145 

○休館日：毎月第４火曜日および 

     特別整理休館（11 月）、年末年始（12/29～1/3） 

○開館時間：９時～１８時、7・8 月のみ９時～１９時（2021 年度は延長中止） 

○図書館ＨＰ：http://www.lib.tsushima.aichi.jp/ 

＊2021.7 現在、リフレッシュコーナーはご利用できません。


