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雨が染みこむように、ココロにじわっと 

県総体、お疲れ様でした。結果はぞれぞれだと思います。インターハイに向けて部活動を頑張ろうと思っている人、 

自分の将来に向けて勉強を頑張ろうと思っている人、次の行動も人それぞれです。部活動も勉強も毎日の生活も 

「誰のために、なぜやるのか」を考えて行動してほしいです。してきたことは自分にかえってきます。読書も一緒です。

読んだものが、あなたの知識や感情の層をつくっていきます。まいた種や植えた苗が、雨の恵みで成長するよ

うに、あなたのいろんなトコロに栄養がじわっと染みて成長することを祈っています。（ｂｙ司書） 

❤ 教育実習の先生たちから後輩のみなさんへ本や図書館にまつわるメッセージ ❤   

国語の舟木佑輔先生から  

後輩のみなさんへ 

私も三刀屋高校生だったころ、よく図

書室で小説を借りて呼んでいました。大

学の図書館は専門書が多く、小説はあま

り豊富ではありません。だから小説も大

量に揃えてある三刀屋高校の図書室は

魅力的だと思います。みなさんにも学生

であるうちにもっと図書室を利用して

ほしいと感じています。 

 

美術の白築康一先生から 

 

 図書館で過ごす時間は毎日の楽

しみのひとつでした。今は在学中

より蔵書が充実していることに驚

いています。 

私の忘れられない一冊は森見登

美彦の『四畳半神話大系』です。

何気なく過ごす日々でも後から振

り返れば輝いて見えることに気付

きます。 

英語の梅木璃子先生から 私のオススメ本  

皆さんに読んでいただきたいと思う本は、日本代表プロサッカー選手であ

る長谷部誠さんが書かれた『心を整える』です。私が大学1年生の時、忙し

くしていた時に出会い、忙しい時や大事な時こそ身の回りから心を整えてい

くという姿勢がとても大事だと共感しました。部活や勉強で忙しい毎日を送

っている皆さんもこの本を読んで心を整えてはいかがですか？ 

＊『心を整える』は図書館にあります。（７８３－ハ） 

＊水も滴る素敵な本大集合！ 

うっとうしい季節だけど、 

梅雨の楽しみ方を紹介します！ 

＊いのちを考える(１年現社、３年倫理） 

   臓器移植、尊厳死、クローン技術など 

生命倫理を考えよう！ 

＊松江城が国宝になりました 

     意外と知らない松江城をチェック！ 

＊ジャンヌ・ダルクってどんな人？ 

  ８日の演劇で興味を持った人はぜひ！ 

【019 読書 024 本】 
019-ｻ 読書の技法 誰でも本物の知識が
身につく熟読術・速読術「超」入門 
佐藤優著  東洋経済新報社  

月300 冊、多い月は500 冊以上本を読む著

者が、多読・熟読・速読の技法、読書ノートの

作り方、教科書・参考書の使いこなし方、小説

や漫画の読み方、時間を圧縮する技法を紹介。 

 

024-ﾓ 荒野の古本屋  
森岡督行著 晶文社  

およそ古書とは無縁と思える東京・茅場町に

「自分の砦」を築いてみた-。オルタナティブ書

店の旗手がつづる、時代に流されない「生き方」

と「働き方」。趣味と実益を兼ねた仕事だからこ

そ味わえる、厳しくも充実の日々を描く。 

 

【29 地理】 
290-ｽ 絶対に行けない世界の非公開区域99  

ガザの地下トンネルから女王の寝室まで  
ダニエル・スミス著  
日経ナショナルジオグラフィック社 

世界にはさまざまな理由による「立ち入り禁

止」エリアがある。米国疾病対策センター、燃

えつづける町・セントラリア、バチカン機密文

書館、伊勢神宮など、世界中の立ち入り禁止エ

リアを250 点の写真・地図で紹介する。 

 

【319 国防】 
319-ｱ すっきり!わかる集団的自衛権
Q&A 浅井基文著 大月書店 

「集団的自衛権」とはそもそも何か? 「自衛

権」とはどのような権利なのか? 憲法九条と自

衛権・自衛隊は矛盾しないのか? 集団的自衛権

に関する、わかりにくい問題点を整理し、Q&A  

       形式で解説する。 

 

 

319-ﾘ 環(めぐ)りの海  
竹島と尖閣国境地域からの問い  

琉球新報著 山陰中央新報著 岩波書店 
ナショナリズムがあおられ、過熱する一方の

竹島・尖閣問題に、日本および周辺国の漁業者

など、<生活者の視点>から迫った渾身のルポ。『琉

球新報』と『山陰中央新報』の合同連載企画の

単行本化。 

 
【33 経済】 

331-ｲ 日本人のためのピケティ入門  
60 分でわかる『21 世紀の資本』のポイント 
池田信夫著 東洋経済新報社 

格差は拡大してきたのか? 何が格差の原因

か? ピケティが「数量経済史」と呼ばれる統計

手法を使って、過去200年以上の欧米諸国のデ

ータを分析した本「21 世紀の資本」の内容を、

日本人向けにわかりやすく解説する。 

 
337-ｲ お金で世界が見えてくる! 
池上彰著  筑摩書房  

お金を見れば、世界の動きは一目でわかる! ド

ルの秘密、ユーロの本質、円と社会の関わり…。

日本、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、中東、

アフリカ、仮想通貨ビットコインなど、世界の

お金を徹底解説。 

 

【361 社会学】 
361-ﾃ  全 47 都道府県幸福度ランキング 
2014 年版  
日本総合研究所編  東洋経済新報社 

どの県がいちばん幸せか? 全 47 都道府県を、

「平均寿命」「女性の労働力人口比率」「自殺死

亡率」など 60 指標で徹底比較。ランキング結

果を網羅的・体系的に整理した解説や、長野県・

三重県知事との対談も収録する。 

 

 

361-ﾊ 面白くて眠れなくなる社会学 
橋爪大三郎著 PHPエディターズ・グループ 

なぜ社会は、こんなふうに成立しているの

か? 社会学の第一人者が、戦争、憲法、貨幣、

家族、結婚、正義、宗教、資本主義、幸福な

ど、テーマを取り上げ、社会の仕組みと法則

を解明。 

 

361-ﾓ たったひとつの「真実」なんてない 
メディアは何を伝えているのか? 

森達也著  筑摩書房  

ニュースや新聞は間違えないという思い込み

は捨てよう。でも、噓ばかりというのも間違い。

メディアはすべて、事実と噓の境界線上にある。

私たちに不可欠となっているメディアを正しく

使う方法を考える。 

 

【366 労働問題 367 青少年問題】 
366-ﾄ 15 歳からの労働組合入門 
東海林智著 毎日新聞社 

心と体を破壊される派遣労働者、ダブルワー

クの高校生、過労死、学生ユニオンの闘い…。

若年労働者たちの過酷過ぎる生を涙と怒りを込

めて告発し、労働組合の新たなヴィジョンを伝

える。座談会も収録。 

 
366-ﾐ 外国人労働者受け入れを問う 
宮島喬著 鈴木江理子著  岩波ブックレット 

外国人労働者が映し出す、日本社会のあり方

とは? 労働力人口が減り続けている日本。安倍

政権の政策のあり方を問いただし、公正と人権

の原則に基づき、共に生きる隣人として外国人

労働者を受け入れる方策を考える。 

 

367-ﾀ 戦争がなかったら  
3 人の子どもたち 10 年の物語  

高橋邦典著 ポプラ社  

戦争というものは、子どもたちの人生から何

を奪い、何をのこしたのだろうか。リベリア

共和国での内戦を取材中に出会った右手を失

った少女や少年兵たちの10 年間の記録。 

 
【369 震災】 

369-ｲ-2015  3.11 を心に刻んで 2015 
岩波書店編集部編  岩波ブックレット 
さまざまな執筆者が、過去から蓄積されてきた

言葉をひき、その言葉に思いを重ねて綴る。 

 

【375 教科別指導 378 特別支援】 
375-ﾔ 小学校からの英語教育をどうするか 
柳瀬陽介著 小泉清裕著 岩波書店  

グローバル化に踊らされず、本当に必要とさ

れる力を育む英語授業とはどのようなものか。

英語力ではなく、子どもを育てるのだというこ

とに立ち返りつつ、小学校から高等教育につな

がる英語教育のあるべき姿を考える。 

 

378-ﾄ 特別支援教育をすすめる本  
こんなとき、どうする?発達障害のある子への
支援 アスペルガー症候群<高機能自閉症>、
ADHD を中心に   
1 幼稚園・保育園 ２小学校  ３中学校以降 
4 知ってる?発達障害ワークブックで考えよう 
内山登紀夫監修 諏訪利明編 安倍陽子編 
ミネルヴァ書房 

発達障害が疑われる子どもたちのケースを校

種ごとの取り上げ、その場でどのように対処し

ていくか、子どもたちをどう支援していくかの

ヒントをわかりやすいイラストでやさしく紹介。 

 

378-ﾄ-4 特別支援教育をすすめる本  
細川佳代子プロデュース  ミネルヴァ書房  

「障害」って、なあに? 発達障害がある人と

つきあうとき、知っておきたいことは? 先生と

子どもたち、または子どもたち同士の会話形式

で、発達障害についてイラストを交えてやさし

く説明する。 

 
【377 大学  379 社会教育】 

377-ｸ 学生のレポート・論文作成トレーニ
ング スキルを学ぶ 21 のワーク  
桑田てるみ編  実教出版 

レポート・論文を書く能力を養うと同時に、

社会で様々な問題を解決しながら生き抜いてい

くために必要な能力も磨ける本。レポート・論

文を書くための基本から、卒業論文の準備まで

を解説する。書き込み式のワークシートも掲載。 

 
379-ｲ 子どもの創造力スイッチ!     
遊びと学びのひみつ基地CANVAS の実践 
石戸奈々子著 フイルムアート社 

MIT メディアラボ、世界のチルドレンズ・ミ

ュージアム、学校、家庭、社会での多様な学び

…。子ども向け創造・表現活動を推進するNPO

の設立者が、自発性、好奇心、応用力が育つ「新

しい学び方」の実践例を豊富に紹介する。 

 
【38 風俗習慣 年中行事】 
386-ｶ しばわんこの和の行事えほん 
川浦良枝絵と文 白泉社  

季節の行事の意味や由来を、しばわんことみ

けにゃんこと一緒に親子で遊びながら学べる本。

各行事にちなんだ折り紙の折り方や、季節の行

事早見表、1年の行事食なども掲載。  県立図書館は６月２９日(月)～７月１９日(日)まで臨時休館です。  

 



【45 地学 46 生物 49 医学】 
450-ﾀ nature 科学未踏の知  
地球(地球文明)|環境|宇宙 News & Views 
竹内薫監修   実業之日本社  

2000 年〜現在の『nature』誌のコラム

「news&views」の中から、驚きの発見や現代

社会に影響を与えたトピックなどをセレクトし、

図表化して詳細に解説する。日本の研究機関の

投稿科学論文も収録。 

 

460-ﾀ nature 科学系譜の知 バイオ(生
命科学)|医学|進化(古生物) News & Views 
竹内薫監修   実業之日本社  

2000 年〜現在の『nature』誌のコラム

「news&views」の中から、驚きの発見や現代

社会に影響を与えたトピックなどをセレクトし、

図表化して詳細に解説する。日本の研究機関の

投稿科学論文も収録。 

 

493-ｴ 食物アレルギーのすべてがわか
る本 イラスト版   
海老澤元宏監修 講談社 

血液検査が陽性でも食べられないとは限らな

い。専門医が、食物アレルギーのタイプやメカ

ニズム、正しい食事管理から緊急時の対応法ま

でを、イラストを交えて徹底的に解説する。 

 

■498-ｲ ちょっと具合のよくないときのごは
ん 病院に行くほどじゃないけど、からだの不
調を感じるときに  
岩崎啓子著 石川みずえ著  日東書院本社 

体調をくずしたときに重宝する、食事による

健康ケアの本。風邪、食欲不振、胃腸の不調、

便秘、むくみ…。症状別に具体的な食事の内容

を紹介する。体によい食材を合わせたアイデア

料理も収録。 

 

498-ｼ 塩と砂糖と食品保存の科学 
食品保存と生活研究会編著  
日刊工業新聞社  

私たちの生活になくてはならない塩と砂糖は、

昔から食品の長期保存に使われてきた。塩と砂

糖は何かという、そもそもから説きほぐし、食

べ物の「保存」ということを軸にその偉大な力

に迫る。 

 

【５ 技術】 
504-ﾀ nature 科学深層の知 物理数学|
物理化学|工学|ロボット News & Views 
竹内薫監修  実業之日本社  

2000 年〜現在の『nature』誌のコラム

「news&views」の中から、驚きの発見や現代

社会に影響を与えたトピックなどをセレクトし、

図表化して詳細に解説する。日本の研究機関の

投稿科学論文も収録。 

【環境】519-ﾓ プラスチックスープの海  
北太平洋巨大ごみベルトは警告する  

チャールズ・モア著 カッサンドラ・フィリップス
著 海輪由香子訳 NHK 出版  

すべての命の源である海は、知らぬ間に、使

い捨て社会のごみ捨て場になってしまった…。

プラスチック普及の歴史から、その毒性、生分

解性樹脂の開発まで、海洋ごみ第一人者が調査

船での冒険談を交えて、徹底的に解明する。 

 

【538 宇宙航空工学】 
538-ﾌ 絵でわかる宇宙開発の技術 
藤井孝藏著 並木道義著 講談社 

ロケットと飛行機は何が違う? JAXA ではど

んな人が何をしている? 案外身近にある技術と

は? ロケット射場設計、イオンエンジン、宇宙

観光旅行など、宇宙開発の基礎研究から応用ま

で、まるごと解説する。 

 

【手芸】■594-ﾉ 布でつくるかわいいお花 
野木陽子著 PHP 研究所 

飾る、身につける! 「お気に入りの布」でいま

すぐ作りたい! かんたん、素敵なコサージュが誰

でもつくれる楽しい本。身近にあるコットンや

リネン、シルク、ウールを使ったコサージュの

つくり方を紹介。 

 

【61 農業 619 農産加工】 
611-ｻ 農業成功マニュアル 
 「農家になる!」夢を現実に 
齋藤訓之著 翔泳社  

農業のはじめ方を教えます! 新たに農業を始め

る人のために、ビジネスとして成功するノウハ

ウを解説し、スタイル別就農までのフローや、

成功例・失敗例を紹介。農業の楽しさ、苦しさ

を心得として丁寧に伝えます。 

 

611-ﾋ 小さくて強い農業をつくる 
久松達央著 晶文社 
エコに目覚めて一流企業を飛び出した「センス

もガッツもない農家」。自由に生きるために必要

なのは、経営のロジックとIT のノウハウと、理

想をあきらめない心。あたらしい有機農業の旗

手として注目を集める著者の「起農論」。 

 

619-ﾔ すべてがわかる!「乾物」事典 “基
礎知識”や“解説”はもちろん、“レシピ”に“お
買い物帖”まで  家森幸男監修 
奥薗壽子監修 世界文化社 

乾物の基礎知識から、代表的な乾物を使った

“適塩”レシピまで、自然の恵みが詰まった乾

物の魅力を徹底解説する。乾物カタログ、乾物

お買い物帖も収録。 

 

 

【627 園芸 639 製糸 64 ペット・畜産】 
■627-ｽ さくら、良き友よ さくら守三代のリレー

周藤利夫著 ハーベスト出版 
日々の見回り、手入れ管理、苗の育成、植樹、

損傷木の診断や処置…。全国桜名所100 選に選

ばれている桜の名所、島根県雲南市木次町の桜

並木を守る「さくら守」の一年や功績を綴る。 

 
639-ﾕ 世界遺産富岡製糸場  
遊子谷玲著 勁草書房  

世界遺産に登録された富岡製糸場。日本の近

代工業化への礎となった富岡製糸場には、まだ

知られていない多くの魅力があった-。これまで

あまり語られてこなかった視座から、絹産業の

世界遺産登録の意義をあらためて問い直す。 

 

■645-ﾅ ずっと犬が飼いたかった 
成毛厚子著 幻冬舎ルネッサンス 

猫派の漫画家が一大決心で迎えた犬は、愛護

センターから生還した雑種犬・れい子さん。や

がて始まった1 人と1匹の穏やかな日々。それ

を破ったのは…。保護犬とのおっかなびっくり

の新生活を綴る。 

 
648-ｼ  ゙ 知っておいしい肉事典 
実業之日本社編 実業之日本社 

正しい知識があれば、肉はもっと旨く、もっ

と楽しくなる-。牛、豚、鶏からハムやソーセー

ジ、ホルモン、ジビエまで133 種類を網羅し、

味や食感の特徴や扱い方、調理のポイントなど

を解説する。 

 

【商業】 673-ｴ 「考える営業」の教科書  
サプライヤーが小売業と取り組む実践的方法 
MCEI 東京支部編著  守口剛編著 
ダイヤモンド・フリードマン社 

品物やサービスを提供する側の営業が直面す

る状況と課題を整理しつつ、それをどのように

解決していくべきかについての実践的な内容と

事例を提供する。ダイヤモンド型営業戦略研究

会の成果をまとめる。 

 

【726 マンガ】 
726-ﾐ  水木しげる漫画大全集  
水木しげる著 講談社  
031 ゲゲゲの鬼太郎 3  

『少年マガジン』ほか掲載「ゲゲゲの鬼太郎」

を収録。カラーイラストや、萩尾望都による解

説も収載する。 

032 ゲゲゲの鬼太郎 4  

『少年マガジン』版「ゲゲゲの鬼太郎」に加

え、『たのしい幼稚園』版を収録。カラーイラス

トや、熊倉一雄による解説も収載する。 

 
 

726-ｽ ちはやふる 27 
末次 由紀著 講談社 

部長の太一が去った千早たち瑞沢高校かるた

部に、さらに激震が。高校生活最後の一年が動

き出す！ 

 
【81 日本語 83 英語】 

810-ｻ 学校では教えてくれない日本語の
授業  
齋藤孝著   PHP エディターズ・グループ 

五七五だとなぜ落ち着くのか? 声に出すとな

ぜ日本語力が身につくのか? 素読・暗誦の絶大

効果、大和言葉の力、和歌の素晴らしさ、方言

の魅力など、「声に出して読みたい日本語」をや

さしく、深く、面白く語りつくす。 

 

810-ﾀ 日本の大和言葉を美しく話す  
こころが通じる和の表現  
高橋こうじ文 東邦出版 

「片恋づま」「下ごしらえ」「ほだされる」「朝

な夕な」…。大和言葉の魅力を暮らしに取り入

れましょう。日ごろの会話やスピーチ、手紙や

メールなどに生かせる、大和言葉を紹介します。 

 
831-ｾ デイビッド・セイン先生と英語で日
本全国 47 都道府県めぐり シャドーイングで
すらすら言える!  
デイビッド・セイン著 J リサーチ出版  
 

【91 日本文学 913 小説】 
910-ﾀ 田辺聖子の古典まんだら 上・下 
田辺聖子著  新潮文庫 

古典ほど面白いものはない! 田辺聖子がその

魅力や楽しさを縦横無尽に語る。「古事記」「万

葉集」から、「土佐日記」「枕草子」「とりかへば

や物語」といった平安文学、「平家物語」「方丈

記」「徒然草」から、古川柳、戯作や狂歌といっ

た江戸文学までを収録する。 

  

913-ｲ 狗賓童子（ぐひんどうじ）の島  
飯嶋和一著 小学館  

太古から島の奥深く「聖域」を抱いてきた流

刑の地に、幕末、島民を脅かす「病毒」が次々

に入り込んできた。追いつめられた島民たちは、

危険な道へ一気に足を踏み入れた…。 

隠岐の島後が舞台です 

 
921-ｶ 漢詩の絵本  
加藤徹編訳 ナツメ社 

違う時代を生きた人々の人生や感動が凝縮し

ている漢詩。自然、故郷、乱世など6 つのテー

マに分けて、漢詩の名作と漢文の名言 80 を紹

介。各漢詩には訳文と解説を付す。 

 

 

古代歴史文化大賞受賞作 
■210-ｲ 飛鳥の木簡 古代史の新たな解明 
古市大樹著     中央公論新社 

大化改新、隋唐・朝鮮半島との関係、律令制

の成立時期…。3 万点以上に及ぶ飛鳥時代の木

簡の出土によって新たに浮かび上がった、日本

古代史の新事実、文献史料をめぐる議論の決着

などを紹介する。 

 

■210-ﾂ 古代国家はいつ成立したか 
都出比呂志著 岩波書店 日本列島に

「国家」はいつ成立したのか。集落の構造、住

居間の格差といった社会構造の変遷を追いなが

ら、邪馬台国は国家なのか、倭の五王の頃はど

うかなど、諸外国の集落との比較も交え、わか

りやすく語る。 

 

■210-ﾃ 若い人に語る奈良時代の歴史 
寺崎保広著 吉川弘文館 

歴史の楽しさを若い人たちに味わってもらえ

るように、奈良時代史を9 つのエピソードに分

けて語ったユニークな歴史講義。教科書とは一

味違う古代史を再現する。 

 

■291-ｾ 古代に行った男ありけり  
古代の心象風景を出雲に探る 
関和彦著 今井印刷  
 古代出雲の世界は今、ここに……。 

夜の暗闇の中に見えそうで見えない神々の世界

が浮かんでくる。 

 
■682-ｵ 道が語る日本古代史  
近江俊秀著 朝   日新聞出版  

大豪族葛城氏の繁栄を支えた道路、推古天

皇・聖徳太子・蘇我馬子の経済政策と道路の関

わり、律令制の崩壊と地方分権にともなう道路

の荒廃など、古代国家の誕生から終焉までを、5

〜10 世紀の道路の実態から読み解く。 

 
■913-ｻ 古事記はいかに読まれてきたか 
 <神話>の変貌  
斎藤英喜著 吉川弘文館 

「古事記」は、どのように読まれてきたのか。

江戸時代の本居宣長からさかのぼり、中世の渡

会家行、平安初期の多人長まで。1300 年の時

空を超え、新たな神話へと変貌する「古事記」

のダイナミックな歴史を読み解く。 

 

■913-ﾐ 古事記を読みなおす  
三浦佑之著 筑摩書房  

律令国家の由緒を描く史書として読まれてきた

古事記だが、そうした理解には根本的な誤りが

ある。「国家の歴史」以前から列島に底流する古

層の語りとして古事記をとらえ返し、神話や伝

承の生きた姿、魅力をよみがえらせる。 カブト虫たちがさなぎになりました。今なら さなぎの様子が観察できます。 

 
  


