
県立図書館通信 2009.1 月号 

県立図書館に入った本の中で、高校生に 

お薦めの本を紹介しています！！ 

 

 
 

めざせイグ・ノーベル賞-傾向と対策 

られるられる

久我 羅内／著 阪急コミュニケーションズ 

◆「人々を笑わせ、考えさせた」人に与えに与え

イグ・ノーベル賞。「人はシロップの中で速く泳げ

るのか」「もしもバッタが

『スター・ウォーズ』を見

たら」など、これまでに受

賞した研究を元に傾向と

対策を伝授する！？◆ 

請求記号 049 / KU21 

イグ・ノーベル賞。「人はシロップの中で速く泳げ

るのか」「もしもバッタが

『スター・ウォーズ』を見

たら」など、これまでに受

賞した研究を元に傾向と

対策を伝授する！？◆ 

請求記号 049 / KU21 
資料 114709678 コード

 

日本一小さな大大名 

山下 昌也／著 グラフ社 
なのに格は十万石で、参

別待遇。おまけに「御

 

◆石高はわずか五千石、

勤交代なし、諸役なしの特

所さま」と敬われた下野喜連川藩。日本一小さな、

けれど日本一エラいお殿さまの姿を描き出す。◆

請求記号 213.2 / Y44 資料コード 114717739 
 

60 歳のラブレター ８ 

日本放送出版協会／編 日本放送出版協会 

年を重ねてき

ハガキ 1
読

3 / R63

◆長年一緒に

たからこそ書ける、

枚分のラブレター。読めば

むほど、共に歩んできた夫婦

の思いやり、尊敬、感謝の想

いが胸をうつ。157通を収載
した第 8集。◆ 
 / 8 資料コード 114728207 

わたしのハムス

請求記号 367.

ターを化石で残すには? 

ミック・オヘア／編 ランダムハウス講談社 

◆イギリスの科学雑誌の編集者が、身近な疑問に

焦点をあて、庭で、リビングで、キッチンででき

る実験を、手順や解説と共に紹介する。◆ 
請求記号 407 / W47 資料コード 114716079 

-ｱﾏﾁｭｱ･ｻｲｴﾝﾃｨｽﾄに贈る驚くべき実験の数々 

深海 

クレール・ヌヴィアン／編著 晋遊舎 

◆深海＝暗黒の世界ではない！  

深海の吸血鬼、耳のあるタコ、海底のモンスター、

生きた化石、儚げな発光生物など、奇妙でカラフ

ルな深海世界を捉えた写真集。◆ 

請求記号 481.7 / N97 資料コード 114717911 

がちんこ農業生活 

 そが しんいち／著 ブルース・インターアク

 

先生､シマリスがヘビの頭をかじっていま

す!  -鳥取環境大学の森の人間動物行動学 

小林 朋道／著 築地書館 
◆ヘビを怖がるヤギ部のヤギコ、高

山を歩くアカハライモリ、飼育箱を

脱走したアオダイショウのアオ…。大学キャンパ

スを舞台に起こる動物事件を人間動物行動学の視

点から描き、人と自然の精神的つながりを探る◆ 
請求記号 481.7 / KO12 資料コード 114722051 

 

地サイダー読本 

レトロモダン飲料愛好会／著  春日出版 

◆レトロでモダンで、新しい！今なお日本各地で

作られている地サイダー。佐賀からは小城のサイ

ダーなど 4種類が掲載。五感で楽しめる地サイダ
ーの魅力を紹介する。◆ 
請求記号 588.4 / J54 資料コード 114722374 

 

訓練犬がくれた小さな奇跡 

藤井 聡／著 朝日新聞出版 
◆中越地震で 2歳児を救出したレ
スター。老人の動かなかった腕を

上げさせたセラピー犬。飼い主の

身代わりに天国に旅立ったラン

ス…。千頭以上の犬をしつけてき

たカリスマ訓練士が、初めて犬と

の出会いと別れを綴る。◆ 
請求記号 645.6 / F57 資料コード 114714587 

ションズ 
へっぽ

 

◆ 
56 

◆「直売所」を武器に戦う、

こノウミン。ギリギリ喰ってます！

絶滅寸前の「20代専業農家」が描
く、食と農のリアル・ライフ

請求記号 611.7 / SO25 資料コード 1147233
 

こうと咲くまいと生きていることが

済界 

い奴も悪い奴も、

−
つ、珠玉の名

 
請求記号  資料コード

花が咲

花なんだ  アントニオ猪木／著 経

◆金持ちも貧乏も、見てくれがい

頭がいい奴も悪い奴も、正直者も嘘つきも、ただ

生きているだけで本当は価値があるのだ 。心身を

鍛え、闘いの中で生きてきた男が放

言集◆

788.2 / A49 114718992 
 

ばす 

山本 甲士  ／著 双葉社

楽に

息子、バス釣り

。◆

1147

◆池に落ちているルアーで

商売ができないかと考えた食堂の

人を悪者にする映像を撮るために奮闘するプロデ

ューサー…など、ブラックバス騒動の周辺で地味

に人生を狂わされた人々を描く。佐賀市在住の著

者が贈る、シニカル・ユーモア連作集  
請求記号 F / Y31 資料コード 14868 

 

16 歳。死ぬ前にしてみたいこと 

PHP  

しさに気づく、せつなく

9 ）】 
請求記号 ﾀﾞｳ 資料コード

ジェニー・ダウンハム／著 研究所

◆あたしは、このまま死にたくない−。余命を宣告
された 16歳の少女が書きだした「死ぬ前にしたい
こと」リスト。ひとつずつ実行するなかで、絶望

を感じながら生の素晴ら

愛しい か月の物語。◆【ﾌﾞﾗﾝﾌｫｰﾄﾞ･ﾎﾞｳｽﾞ賞（08年
933 / 120662598 

 
 
 
 
 
 
 
 
本の内容紹介は、

）】 

長岡 弘樹／著 双葉社 
◆高齢者の家を狙った空き巣が頻発。犯行のあっ

た時間帯、目の下に大きな傷のある男が目撃され

ていたことを知った刑事・啓子は、かつて自分が

手錠をかけた男を思い出すが…。◆ 
請求記号 F / N18 資料コード 114720170 

オンライン書店などを参考にしています。

傍聞き  【日本推理作家協会賞短編部門（第 61回

 

七つの海を照らす星 【鮎川哲也賞（第 18回）】 
七河 迦南／著 東京創元社 
◆死から蘇った先輩。非常階段か

ら幻のように消えた少女。天使が

囁くトンネル…。児童養護施設

「七海学園」の 7人の少女をめぐ

るそれぞれの謎は、“真実”の糸

によってつながり、美しい円環を

描いて、希望の物語となる－。◆ 
請求記号 F / N48 資料コード 114727753

 

駅神ふたたび 

図子 慧／著 早川書房 

◆気まぐれに駅の 4番線ホームに現れて易を立て
る謎の老人、通称ヨンバンセン。よく当たるとい

うことからしだいに評判を呼び、その正体に迫る

ものまで現れた！？ 東京の下町を舞台にした、異
色の連作人情ミステリ第 2弾。◆ 
請求記号 F / Z8 資料コード 114728157 
 
 
 

県立図書館

所蔵していま

ば、県立図書

検索をしてみ

であれば学校

には、このほか多くの本を

す。読んでみたい本があれ

館のホームページから所蔵

てください。貸出可能の本

図書館へお届けします。


