
★課題研究、小論文対策に！ 

カウンター前にあるブックトラックに新聞

記事の切り抜き資料や各分野のオススメ本

を用意していますので、活用してください。 

興味が広がったら、関連分類の書架へも行

ってみよう。 

 

★郷土資料コーナーのパンフレット、リーフレッ

トが充実しました。 

 島根のこと、雲南のことを知るきっかけにしてほ

しくて集めています。面白い情報が満載！ 

 

 

●冊数は無制限  ●期間は一週間 

★借りる方法  

①本と利用者カードをカウンターの当番か司書等へ渡す。 

②係がＰＣでピッピッ  

③返却期限日のスタンプを押してもらって、手続き完了！ 

＊カウンターやとなりの図書準備室に誰もいない時は 

貸出券にクラスと名前とバーコード番号を書いて缶の中へ入れてね。 

返却期限日のスタンプも忘れず、押してね 

＊もう少し読みたいときは予約がない場合に限り、 

継続貸出できます。本と利用者カードを持ってきてください。 

★返す方法  

カウンターの人に手渡す orカウンターの返却ＢＯＸへ。 

●返却期限は守ろうね！ 

 

★★こんな雑誌があります★★ 

・栄養と料理…女子栄養大学出版の雑誌。 

・オレンジページ…料理レシピや暮らしの情報が満載。 

・蛍雪時代…大学や勉強法を紹介。進路・大学受験の応援雑誌 

・ナショナルジオグラフィック …世界中の自然や生物を迫力ある写真で紹介。 

・Number…スポーツ全般を紹介した雑誌。 

・Newton…数学、物理、宇宙、医学などの自然科学系の新情報も満載。 

・Non-no…フファッション誌。 

・MOE…絵本やイラストを楽しめる癒し系の雑誌。 

・WHAT’ｓ IN？…J-POPの雑誌   

・月刊新聞ダイジェスト…1か月の主要ニュースを集めた雑誌。 

このほか寄贈された雑誌もたくさんあります。 

*雑誌も借りられます。 

（最新号は一晩、バックナンバーは1週間） 
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開館時間 ８：３０～１７：３０  

★本の数は 

２４401冊 

０総記 1255 

１哲学 761 

２歴史 2561 

３社会科学 3420 

４自然科学 2309 

５技術 1033 

６産業 374 

７芸術 2595 

８言語 811 

９文学 9282 

H27年度に 

入った本    ７３３冊 

除籍した本   ４５５冊 

 
★置いてある新聞★ 

朝日新聞、山陰中央新報、毎日新聞、 

島根日日新聞（毎日と島根日日は一日遅れ） 

 

★読みたい本を Getする方法☆ 
 貸出中 → 予約 → 返却されたら   
ない  → リクエスト → 貸出の準備ができたら 

 

「図書館からのお知らせ」を出します
ので、カウンターで見せて下さい。 
有効期限は７日。お早目に！ 

 図    書   館   案   内  

 
    

H２8－№１ 

三刀屋高校図書館 

平成２8年４月14日発行 

 
 

図書館は学校生活の応援団！使いたおしてください！ 
１年生のみなさん、入学おめでとう！高校生になった気分はどうですか？学校にも少し慣れましたか？ 

毎日、新しいことがいっぱいで、ワクワクとドキドキの連続でしょう。いい刺激をたくさん受けて、自分

の可能性を広げてください。オリエンテーションはまだですが、今日からでも借りられますので、管理棟

の２階の図書館へ来てみて下さい。２、３年生の皆さんも、自分の目指すところに向かって毎日の勉強や

活動に積極的に取り組んでいるところだと思います。そんな皆さんを図書館は応援していきます。使いや

すくて、役に立つ、そしてホッとできる居心地のよい図書館でありたいと思っています。いつでも来てく

ださいね。はじまりの季節に何かをはじめようと思っている人、図書館へLet’s GO！  by司書 

 

 

★「朝の読書」始まります。 

２、３年生は４月18日(月)から、 

１年生は2５日(月)からの予定です。 

読む「本」を用意してください。 

（マンガや雑誌は除く） 

学級文庫も設置しますので、教室内で利用

してください。 

朝、登校したら、席について静かに本の

世界を味わってください。 

 

 図書館からのお知らせ    

 

裏面に新しく入った本の紹介があります。本選びの参考にしてね♡ 

 



＊新着図書紹介＊ ラベルの番号  書名  著者名  出版社 内容 の順で書いてあります。☆はリクエスト 

【３１８ 行政】 
318-ﾑ 地方自治のしくみがわかる本 
村林守 著 岩波ジュニア新書  
自治体は内閣や省庁に従属するの？市町村長

と議会の役割は？現実に自治体は何をしている

のだろう？じつは、憲法はひじょうに強い自治

権を保障し、住民は政策決定に間接・直接に関

われるようになっている。暮らしをよくするた

めの地方自治のあり方と住民の役割を、いっし

ょに考えてみよう。 

 

【３６６ 職業紹介】 
366-ｺ 銀行で働く人たち  

しごとの現場としくみがわかる！  
小堂敏郎著 ぺりかん社  
「銀行」で働くいろいろな職種を網羅。「銀行」

の現場としくみがわかります。本書を読むこと

により、「銀行」のバーチャル体験ができます。

実際に「銀行」で働く人たちのインタビューに

より、具体的な将来のビジョンが描ける。 

 

366-ﾅ-118 カフェオーナー・カフェスタッ
フ・バリスタになるには  
安田理 編著 ぺりかん社 
こだわりの味と空間を提供するカフェオーナ

ーから、バリスタの世界チャンピオンまで一杯

のコーヒーに懸ける情熱を紹介。 

 

【３６７ 性問題】 
367-ﾋ LGBTQを知っていますか? 

 "みんなと違う"は"ヘン"じゃない  
日高庸晴 監著 ; 星野慎二 ほか 著 
少年写真新聞社  

Ｌ(レズビアン・女性同性愛者)Ｇ（ゲイ・男性

同性愛者）Ｂ(バイセクシャル・両性愛者)Ｔ（ト

ランスジェンダー・生まれた時の性と心の性が

一致せず、違和感を持つ人）Ｑ(クエスチョニン

グ・自分の性のあり方を探している状態の人）

性にまつわる場面で、現在の社会の中での「多

数派」に当てはまらない人のことを理解し、自

分の性のあり方について考える。 

【高齢者福祉】 369-ｶ  へろへろ  
雑誌『ヨレヨレ』と「宅老所よりあい」の人  々  

鹿子 裕文 著 ナナクロ社  
「僕たちは＜老人ホームに入らないで済むた

めの老人ホーム＞を作ります。」お金も権力もな

い老人介護施設「よりあい」の人々が森のよう

な場に出会い、土地を手に入れ、必死でお金を

集めながら特別養護老人ホームづくりに挑む。 

 

【教育】371-ﾜ  スギナの島留学日記  
渡邊杉菜 著 岩波ジュニア新書  

島根県沖６０ｋｍにある隠岐諸島に、いま熱

い視線が注がれている。一次産業による島おこ

し、Ｉターンした若者の活動、島外から留学生

を迎えての活発な高校教育。本土から海士町に

ある県立隠岐島前高校に留学したスギナが、２

年半にわたって体験してきたことは？曇りのな

い目で語る、島の人々や自然、充実した学びの

日々。 

 

【生物】460-ﾐ  夢に出そうなミクロ生物 
ミクロ生物選定委員会 編 扶桑社 
電子顕微鏡がとらえた奇妙で不可思議な世界 

 

【49 医学】 
491-ｺ 寿命はなぜ決まっているのか  

長生き遺伝子のヒミツ 
小林武彦 著 岩波ジュニア新書  
いつまでも若く健康で！―アンチエイジング

（老化防止）が関心を集めているが、人はみな、

いつかは死ぬ。では、人はなぜ老いるのか？も

しも老化がなかったら？寿命を延ばすことはで

きるのか？「長生き遺伝子」とは？老化とガン

の関係は？細胞老化を第一線で研究する著者が、

科学的な観点から解説。 

 

498-ﾔ 市民ホスピスへの道 〈いのち〉の
受けとめ手になること  
山崎章郎, 二ノ坂保喜, 米沢慧 著  春秋社 
いま、いのちは医療から市民の手へ。もはや

病院で死ぬことが難しいといわれる時代に、終

末期のいの

ちは病院からコミュニティの中へ、そしていの

ちの担い手の主体は「市民」へと移ろうとして

いる。先駆者が２０年以上の実績をふまえたど

りついた「市民ホスピス」。多死・高齢社会に希

望と新たな可能性をひらく。 

 

【自動車】537-ｶ 図解・燃料電池自動車
のメカニズム 水素で走るしくみから自動運転
の未来まで   川辺謙一 著 講談社  

自動車に大きな変化の波がやってきた。最新

のクルマ「燃料電池自動車」の登場だ。水素を

燃料とするその駆動システムは、１３０年の歴

史があるガソリン自動車とは異なり、従来にな

かった走行性能と環境性能を発揮する。エンジ

ンを持たない自動車のテクノロジーを、実現し

つつある「水素社会」や「自動運転」も視野に、

徹底的に解説する。 

 

【獣医】649-ﾀ 生き物と向き合う仕事 
田向 健一 著 筑摩プリマー新書 

命は決して平等ではない。獣医学は元々、人

類の健康と食を守るための学問だから、動物を

救うことが真理ではない。冷静な頭と温かい心

で日々、生き物たちと向き合う獣医師が伝える

命とは、病気とは、生きるとは？ 

 

【マンガ】726-ｽ-31  ちはやふる 31 
末次由紀 著 講談社 
全国高等学校かるた選手権大会準決勝。昨年

の雪辱を誓う富士崎を相手に、千早たち瑞沢高

校かるた部は連覇の夢を追いかけるが、勝利の

女神に願いはわずかに届かず･･････。そんな中

で残された三位決定戦というチャンス。大好き

なかるたをもう一度みんなとできる。思いの先

に現れたのは、新率いる藤岡東だった。団体戦

最終戦。運命の対戦カードは、千早と新との直

接対決！ 

 

【スポーツ】780-ｱ ラグビー日本代表を変
えた「心の鍛え方」  
荒木香織  著 講談社 

「五郎丸ルーティン」の産みの親が初めて書

いた！五郎丸選手も実践している「迷わない心」

を作るための最強メソッド。最新のスポーツ心

理学から導き出された「メンタルの鍛え方」は、

アスリートはもちろん、一般社会で働く人にも

きっと役立つ。 

 

【英語】834-ｵ  似ている英語  
おかべたかし 文  東京書籍 
日本語では同じ、もしくは似ている。でも、

英語では別のことば。それが、どこが写真で直

感的に理解できる写真集。、38組の単語を取り

上げながら、「似ている」英語の、その違いが直

感的に理解できる写真を使って、解説。 

 

【913 日本の小説   
☆913-ｱ 文豪ストレイドッグス外伝  
朝霧カフカ 著 KADOKAWA  
殺人探偵の異名をとる綾辻行人は、その危険

な異能のために異能特務課の新人エージェン

ト・辻村深月の監視を受けていた。綾辻はある

殺人事件の解決を依頼されるが、その裏では宿

敵・京極夏彦が糸を引いていて……!? 

 

913-ﾎﾞ-1  冒険の森へ 傑作小説大全 1 
集英社  
第1巻『漂泊と流浪』は、この選集を象徴する

ような冒険物語の数々を、文豪の傑作から古典

的な空想科学小説まで全16編収録! 

 

【外国文学】933-ﾅ ワンダー 
R・J・パラシオ 作  ほるぷ出版 
オーガストはふつうの男の子。ただし、顔以

外は。生まれつき顔に障害があるオーガストは、

10歳ではじめて学校に通うことになった。生徒

たちはオーガストを見て悲鳴をあげ、じろじろ

ながめ、やがて……。全世界で300万部売れた、

感動のベストセラー 

 

❤2，3年生の皆さん、春休み前に借りた

本の返却期限は過ぎています。 

まだ返していない人は早く返しましょう。 

 


