
   

 

 

 

 

 

 

多治見市図書館の「図書館だより」が、この 8 月で 100 号を迎えました。 

そこで、今月は記念号として多治見市図書館職員がおススメの「100」に 

ちなんだ本を百文字程度でご紹介します。 

 

 

図書館と本をより楽しむための情報誌 

 

100 にちなんだ本 

 

304/ﾌﾞﾝ 

アベノミクス、ＴＰＰ交渉、リニアモーターカー着

工、憲法改正大論争、サッカーワールドカップ開幕、

東京五輪決定、政治から芸能まで各界の第一人者が

論じます。              Ｈ．Ｓ 

 

       751/ｳﾂ/暮 

うつわ作家さんはどんな器を日常使いにしている

のか？器を通してその作家さんの暮らしも見えて

くる本。今、注目のうつわ作家さんが 100 人紹介

されているのも必見です。       Ｍ．Ｋ 

751.3/ﾑﾐ 

トーヴェ・ヤンソンさんの

生誕 100 周年をお祝いして

つくられた今年のムーミン

マグには、ときどきメガネ

のプリントの入った特別な

マグがあるんですって。見

つけた人も見つけられなか

った人も、この本ならいつ

でもご覧いただけます。 

       Ｏ．Ｆ 

「デザインマンホール 100 選 阿寒から波照間島へ旅歩き」 池上修・池上和子  518.23/ｲｹ 

マンホールのデザインを①の鶴から 100 の天文台まで、100 のテーマに添って紹介している本です。

巻末には、都道府県別索引が付いています。色鮮やかなものなど様々で、版画や絵画を見ているみた

いです。                                     Ｋ．Ｉ 

 

立原透耶 Ｂ913.6/ﾀﾁ 

不思議なモノが見える

著者の実体験や家族・友

人たちの体験談を集め

た百の怪談実話集。日常

のなかで起こった話ば

かりなので、読みすすめ

るごとにゾッとして思

わず周囲を見回したり、

なんだか切なく感じる

本です。   Ｋ．Ｍ 

 

 みうらじゅん 049/ｱﾚ 

普段、私たちが目にしてい

る「アレ」の名前がクイズ

形式で紹介されています。

例えば視力検査の時に出

てくるＣ型のアレ。食パン

の袋の口をとめる凱旋門

みたいなアレ。知って何に

なるというわけではあり

ませんが、知っているとち

ょっとうれしい。そんな気

持ちになる本です。     

Ａ．Ｍ  

              

 

小西四郎 /岡秀行構成  

210.6/ﾋﾔ 

この日本のちょっと昔、

百年前の風景や生活す

る人々の様子が写真に

収められています。時が

過ぎ、今では、すっかり

失われた数々の風景…

その中で人の笑顔は変

わることなく息づいて

います。   Ｙ．Ｋ  
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石井桃子 914.6/ｲｼ 

児童文学と図書館のことを学ぶ学生だった

頃、石井桃子さんの本には大変お世話になり

ました。図書館で働く今でも石井さんの本か

ら学ぶことがたくさんあります。この本の一

番おわりにある「三ツ子の魂」という随筆は

石井さんがなくなる一年前、100 歳を目前に

書かれた文章です。敬意を表して。 Ｙ．Ｎ 

山本博文 210.5/ﾔﾏ 

お金のことを「おアシ」と言うのは足尾銅山で作られたお金の裏に

「足」という文字が書かれてあったからだそうです。この本には、

時代劇・時代小説を読んだときにふっとわく疑問に答えてくれる項

目がたくさん並んでいます。また、コラムも充実しています。お好

きな時代小説のおともとして、ぜひ利用してみてはいかがでしょう

か？                        Ｙ．Ｎ 

 

ｻﾞ･ｷﾝｸﾞ･ｵﾌﾞ･ｸﾗｼｯｸｽ ﾊｲﾄﾞﾝ 4」（ＣＤ）ﾖｰｾﾞﾌ・ﾊｲﾄﾞﾝ作曲 

A111/ﾊｲ/4 

「軍隊」という名前から、皆さんはこの曲についてどういう印象を持つでしょう。重厚

でいかめしい、固いイメージのタイトルですが、曲調は明るくにぎやかなものです。大

太鼓、シンバル、トライアングルの打楽器が勇壮な中にも華やかなハーモニーを作り出

しています。この曲を作ったハイドンは「交響曲の父」ともよばれ、生涯に 104 の交響

曲を作曲しました。                           Ｓ．Ａ 

 杉浦日向子  

M726.1/ｽｷﾞ/117D7 

100 に 1 つ足りない 99

の語り過ぎない物語。画

面にたっぷりと残され

ている余白から、いつし

か過去の時間に取り込

まれ、闇を“覗き見”す

るような怖さと欲望を

感じていました。私のお

気に入りは「訪う気配」

です。    Ｈ．Ｋ 

 

古川昭夫・伊藤晶子共著 

 837.5/ﾌﾙ 

英語多読を始めたら、まず

は目標 100 万語読みましょ

う！100 万語達成のコツは

１、辞書を引かない。２、

わからないところは飛ば

す。３、つまらなくなった

らその本はやめる。という

多読三原則を守って楽しく

読書することです。多治見

市図書館では、この秋「英

語多読コーナー」を新設し

ます。今年から多読はいか

がですか？       Ｋ．Ｉ 

 

 

高濱正伸監修 376.11/ｺﾄﾞ 

我が子を「ヤワな大人」にしないための子育て参考書的な役割を果

たす本です。100 にも及ぶ子どもの具体例を取り上げ、親としてど

うすべきか理解できてしまう優れものの本です。若いご両親にぜひ

読んでいただきたいと思います。           Ａ．Ａ 

 

  

深澤真紀 367.21/ﾌｶ 

青鞜、モガ、だめんず、負け犬、こじらせ女子まで。明治

から平成までの女子の変遷史！！ここ100年の時代を彩っ

た「面白い日本の女」の生き方をユニークな視点で紐解い

ていきます。「草食男子」の名付け親の著者が語る偏愛女

性図鑑です。                             Ｅ．Ｋ 

                 

 

 井辻朱美監修  

Ｊ280/ｵﾋ 

お姫さまは永遠の憧れ。この本には世界中

のお姫さま 100人が、時代や背景を飛び越

えて登場します。物語や神話で伝わるお姫

さま、映画やマンガ、舞台で活躍するお姫

さま、実在したお姫さま…。100人 100通

りのプリンセスストーリー。  Ｙ．Ｋ 

珍建築研究所編 520.2/ｷｹ 

ぐにゃぐにゃに歪んだ家、バスケット型のビル、神様の形

をしたホテルなどなど…世界各国の奇想天外な建築物 100

棟を紹介しています。建物や街の歴史、より楽しむための

ツウの視点などの情報も載っているので、じっくり読むの

はもちろん、パラパラと写真を眺めるだけでも楽しい本で

す。                    Ｙ．Ｈ 
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 チルチン・リー Ｅ/ﾘ 

女の子がお山のお家で 100 匹の犬と暮らすお話です。

100 匹の犬と 100 の名前、それぞれ特徴をつかんでいて

面白いのです。にぎやかなその様子は読んでいて楽しく

ワクワクしますよ。            Ｈ．Ｙ 

 

ﾛﾊﾞﾙﾄ･ｲﾝﾉﾁｪﾝﾃｨ/絵  

Ｊ･ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾙｲｽ/作  

長田弘/訳 E/ｲﾝ/ﾋ 

ある一軒の古い家の 1900

年から 1999 年までを描い

た絵本です。月日の移り変

わりとともに家の外装や

周辺の様子、そして人々の

変化を細かな描写で表現

しています。見返すたび

に、新たな発見ができる作

品です。     Ａ．Ｆ 

 

安藤貞男監修 ﾀ 092.15/ﾒﾃﾞ 

明治時代から昭和の多治見・土岐・瑞浪の暮らしや産業、

出来事が写真で振り返ることのできる写真集です。私た

ちの住む地域の昔の様子を記録してあり、次世代へ語り

継ぎたい内容が多く書かれています。    М．Ｉ 

  

京極夏彦 911.19/ｷｮ 

「百選」が好きだ。「三大」

だといかにも特別な感じ

がするけれど、百には気負

ったところがない。その気

安さゆえ、名山、名画、名

著、とにかく百個集めたく

なる。というわけで、百物

語と妖怪。楽しく夏をやり

過ごそう。   Ｎ．Ｏ 

ぎんさんの娘 4 姉妹著 498.38/ｷｽﾞ 

 高齢者社会を生きるぎんさんの娘 4 姉妹の日常生活での健康の秘訣、

長生きのヒントが軽快な名古屋弁で語られています。     Ｒ．Ｎ 

  

松家列根選 099.11 

文久 2 年（1862）に木版で出

版された句集で、百人一首に

ことよせて句毎に肖像をつけ

ています。茂庭（笠原・各務

源右衛門）、白陶（大畑・柴田

半助）、雨橘（池田・神谷重兵

衛明利）、思孝（市之倉・加藤

幸助）など現在の多治見市内

の人の名前が多くみられ、当

時に徘諧が盛んだったことが

うかがわれます。 Ｋ．Ｍ 

逢坂剛 B913.6/ｵｳ 

 ＴＶドラマ「MOZU」の原

作。原作は、1986年に書か

れたものですが、全く古さ

を感じられないスピード

感あふれる作品となって

ます。“MOZU”とは何者か？

新宿でおきた爆弾テロ事

件との関連は？犯人を追

う公安警察の倉木と美希

は 1人の男に辿り着く。そ

してその背後に隠された

恐るべき陰謀･･･ハードボ

イルドな世界をお楽しみ

ください。   Ｈ．Ｋ 

ｼﾞｪﾝﾏ･ｴﾙｳｨﾝ･ﾊﾘｽ Ｊ033 

小学生数千人に今 1番知りたいことを聞き、

100 の質問にまとめて 100 人の第一人者たち

に答えてもらいました。わかりやすいので、

子どもが一人で読んでも楽しめますが、大人

が読んでも楽しむことができます。       

Ｓ．Ｙ 

 

チョーヤ梅酒株式会社監修 596.3/ﾁｮ 

 梅酒でおなじみのチョーヤは今年創業 100 周年。梅酒に使っている梅も国産 100％。まさに「100」

づくし。おつまみから主菜、スイーツまで、ただの梅酒にしておくにはもったいない！美味しいレシ

ピが満載の一冊です。                               Ｙ．Ｉ 

 

686.53/ｴﾄ 

東京駅は100年前の1914年12

月に開業しました。鉄道はもち

ろんのこと、建築史や今ではグ

ルメも楽しむことのできる駅。

そして東京駅は様々な小説の

舞台になっています。Ｙ．Ｈ 
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多治見市図書館だより 平成 26年 8月 1日号（月 1回発行） 

発行者 多治見市図書館 本館  編集 （公財）多治見市文化振興事業団 

住所 多治見市豊岡町 1-55 まなびパークたじみ 

TEL 0572-22-1047 FAX 0572-24-6351 

多治見市図書館 HP  http://www.lib.tajimi.gifu.jp/ 

携帯版図書館 HP    http://www.lib.tajimi.gifu.jp/k/ 

お問合せ e-mail    toshokan@tajimi-bunka.or.jp 

多治見市図書館だよりは多治見市図書館指定管理者（公財）多治見市文化振興事業団が多治見市から受託して発行しています 

  

検見﨑聡美 596/ｹﾝ 

1 品 100 キロカロリー未満の料理のレシピが 100 個！レシピの

材料は全て 1 人分で書かれているので「2 人分や 4 人分とまち

がえた！」がありません。おいしそうな写真にどれを作ろうか

目移りします。                  Ｙ．Ａ 

 小野不由美 

 913.6/ｵﾉ 

小野不由美の描く九十九の怪異。

同時発売の「残穢」（ざんえ）とい

う物語と合わせて百物語になって

います。是非一緒に読んでみて下

さい。暑い夏の夜も背筋が冷える

こと間違いなし！    Ｃ．Ｍ  

                

斉藤勝司他著 404/ｵｼ 

我々の周りを取り巻く科学は、新たな発見や技術革新が数多く

あふれています。この本は宇宙・環境・人間・エネルギーなど

12 の分野に分かれており、それぞれの分野を知るために読んで

おきたい本が紹介されています。みなさんの知的好奇心を満た

す助けになれば幸いです。         理系おじさん 

 


