
【マスメディア】 

070-ｼ  戦争と平和 

〈報道写真〉が伝えたかった日本   

白山眞理, 小原真史 著 平凡社 

伝統文化、近代国家、外客誘致、五輪招

致、対敵宣伝、戦意発揚、世界融和―１９

３０５０年代、日本のイメージはどのよ

うに表わされたのか。戦後７０年特別企画。 

 

070-ｿ 発信力の育てかた  

ジャーナリストが教える「伝える」レッスン  

外岡秀俊 著 河出書房新社 

すべての人が発信者になる時代がきた！

情報収集術・取材術・編集術・発信術―プ

ロのコツさえ学べば、伝える力はぐんぐん

伸びる。元朝日新聞の名記者が伝授する、

世界とつながるためのスキル。 

 

【思想】130-ﾀ 高校生のための哲学・思

想入門 哲学の名著セレクション  

竹田青嗣, 西研 編著 筑摩書房 

プラトンからデリダまで、みずから読ん

で確かめる哲学者たちの言葉。哲学・思想

書の本文と照らし合わせて読む分かりやす

い「解読」と、それぞれの哲学者について

の詳しい「解説」つき。 

 

【心理学】☆140-ｶ  対話する人間  

河合隼雄 著 潮出版社  

人が自分の人生を創造するとき、悩み、

迷いながらさまざまな問題に立ち向かうと

き、どうしても必要なものに「対話」があ

る。本書は、家族関係など人間関係の問題、

生きがいや老いなど生き方や心の問題に直

面したときに、まさに「対話」ができる一

冊。親と子、男と女、日本人と外国人、病

と癒し、夢と現実などなど、魂にとどく対

話がいたるところに盛りこまれている。 

【生き方/考え方】 

159-ｱ 働くことを考えはじめたとき読む

本 Find your wonderful ability  

有川真由美 著 PHP 研究所  

ベストセラー『働く女のルール』の著者

が、ユニクロ店長、新聞記者、ブライダル

会社等 50 の職場で実際に勤めた経験から

語る「働く」とは。少々しんどいことがあ

っても、仕事は辞めない、乗り越えていけ

る！働くことでどんどん幸せになっていく。

５０以上の仕事・職場を経験した著者が、

「目標！最高傑作の自分」をかなえる働き

方を教える。 

 

159-ｷ みらいへの教科書 きみと・友だ

ちと・よのなかと  

菊田文夫 著 ; 日野原重明 監修 

学研教育みらい 学研マーケティング (発売) 

きみの人生の？に答えます！いのちって、

何だろう？どうして学校で勉強するの？け

んかや仲直りの方法は？日野原重明氏の教

えを受けて、小学校での「いのちの授業」

をサポートし、分析してきた著者が語る、

子どもたちへのメッセージ。 

 

【歴史】210.7-ｲ  池上彰の戦争を考える 

池上彰, テレビ東京報道局 著 

KADOKAWA  

なぜ戦争は始まるのか、どうやって終わ

らせるのか。この 100 年間で起こった戦争

を振り返り、どうやったら世界中が平和に

なるかを考える 

 

210.7-ｸ  知っていますか?日本の戦争 

久保田貢 著 新日本出版社 

「日本はどこと戦い、何をしたのです

か？」「『慰安婦』はウソなのですか？」「首

相の靖国参拝がなぜ問題になるの？」「日本

は侵略の被害者に賠償したの？」…。素朴

な疑問から見えてくる大切なこと。 

 

【伝記】289-ｸ 世界でいちばん貧しい

大統領からきみへ  

ホセ・ムヒカ 著 ; くさばよしみ 編 汐文社 

ウルグアイのムヒカ元大統領から日本へ

のメッセージ 

 

【選挙】314-ｼﾞ 18 歳選挙権に対応した先

生と生徒のための公職選挙法の手引 

18 歳選挙権研究会 監修 国政情報セ

ンター  

 今年の夏の参議院選挙では18歳から投票

できるようになる。みんながすぐに直面す

る選挙について考えてみよう。 

 

【職業案内】 

366-ｶ 看護師になる  

人気急騰!看護師受験資格の取れる大学・

短大・専門学校全 796 データを大公開  

朝日新聞出版  

働き方を学ぼう、お仕事実例のカタログ。

看護師の仕事に興味がある人はぜひ！ 

 

366-ﾀ 市役所で働く人たち ：しごと場見学 

しごとの現場としくみがわかる！ 

谷 隆一 著 ぺりかん社  

「市役所」で働くいろいろな職種を網羅。

「市役所」の現場としくみがわかる。本書

を読むことにより、「市役所」のバーチャル

体験ができる。実際に「市役所」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-100 介護福祉士になるには 

渡辺裕美 著 ぺりかん社 

高い専門性で幅広く躍動する介護福祉士。

業界の現状から将来までをくわしく解説。 

 

【福祉】369-ﾌ  保育園義務教育化  

古市憲寿 著 小学館  

もしも保育園が義務教育化されたなら…

子どもの学力は向上し、児童虐待は減少し、

景気まで回復する！？良質な乳幼児教育は、

将来の年収や治安までも変える。少子化対

策への閃光の一手を社会学者が提言！！ 

 

【教育】 

376-ﾏ 保育のなかの絵本  

正置友子, 大阪保育研究所 編 

かもがわ出版  

絵本の選び方、座りかた、持ちかたから、

どのように読んだらよいかなどを解説。子

どもの発達に必要な絵本のリストもある 

 

378-ｼ 歌でおぼえる手話ソングブック 

3 (あしたもあそぼう!)  

新沢としひこ 著 ; 中野佐世子, 松田泉 

手話指導 鈴木出版  

シンガーソングライター新沢としひこの

曲に、手話通訳の中野佐世子＆松田泉が手

話をつけてお届けします。曲のイメージや

歌詞に込められた思いが美しく伝わる手話

ソングができました。 

 

【軍事】395-ｷ  知る沖縄 

木村司 著 朝日新聞出版 

いま、再び注目を集める沖縄。普天間基

地問題から太平洋戦争の沖縄戦、占領下＆

復帰後の沖縄戦後史のことなど、沖縄の今

と昔を豊富な写真と図で紹介。社会人なら

これだけは押さえておきたい沖縄のことが

これ一冊でわかる！ 

 

【動物】 

480-ﾏ その道のプロに聞く生きものの持

ちかた  

松橋利光 著 大和書房  

ハサミを見て背後から！しっぽをひょい

っとね！小さなツノをおさえる！カブトム

シ、バッタなど、身近な虫たちから、イヌ、

ヘビ、トカゲ、そしてワニまで、その「持

ちかた」を伝授する本。 

 

488-ｾ 世界の美しい飛んでいる鳥  

エクスナレッジ  

鳥好きもそうでない人も必見！世界の空

に羽ばたく姿だけを集めた美しい鳥類図

鑑！見るだけで楽しい１１３種１４０点。

羽ばたく、飛ぶ、舞う―ここでしか見られ

ない瞬間写真のオンパレード！科学ジャー

ナリスト柴田佳秀氏の生態解説つき。 

 

【料理】 

596-ｲ 基本のきちんと和食 知っておく

と、料理上手に!  

市瀬悦子 著 主婦の友社 

レシピの意味と目的までわかるから、は

じめてさんでも失敗なし。覚えておきたい

定番和食から主菜、副菜、チャレンジ和食

まで。「また食べた春らしくなりました「ま

た作って」の絶対人気・定番和食の保存版。 

 

596-ﾓ 短時間で作れる!焼かないケー

キ 焼かないからカンタン!  

森崎繭香 著 日東書院本社  

バットや保存瓶など身近な道具で作る

『オーブンいらず』の簡単ケーキ。 

お菓子作り初心者でも簡単に作れます。 
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三刀屋高校図書館 

春らしくなりました。 

 卒業式も終わり、今学期も残すところ一か月となりました。ここからはこの学年のしめ

くくりと次学年への準備の期間になりますね。大忙しでしょう。でも結局は自分のためで

す。自分の未来のため、手間を惜しまず、毎日過ごしましょう。ｂｙ司書 

 

 

新着図書案内 ラベルの番号 書名 著者名 出版社の順 ☆はリクエスト  

展示コーナーのご案内 
○図書館入口では 

桃の節句なのでお雛様を展示中。女子力アップを願ってみるといいかもよ！ 
 
○ガラスケースでは、 
地域や世界で活躍する女性やカッコいい女子が主人公の小説など「カッコいい女
子たち」の本を特集中。見習いたところ満載です。 
 
○館内では、「１．１７，３．１１の震災をわすれない」と題し、震災の記録など
を展示しています。 
 

図書館から 

蔵書点検の結果 

2月 17日から 3日間行った蔵書点検
の結果、30 冊が行方不明となって

います。詳しい書名を昇降口に掲示

しますので、その本を見かけたら図

書館へ届けてください。 
よろしくお願いします。 



【畜産】640-ﾔ 図解知識ゼロからの

畜産入門 飼育・生産 流通 消費 食の安

全 国際情勢 文化  

八木宏典 監修 家の光協会 

畜産に関しておさえておきたい基礎知識

を完全網羅！ 肉・牛乳・卵など、畜産物

の生産から流通、消費動向まですべてがわ

かる！ＴＰＰ交渉、日豪ＥＰＡの最新情報

も掲載。 

 

【観光】689-ｺ  東京ディズニーリゾート 

キャストの仕事 働くって、おもしろい! : キャ

ストの職種をすべて紹介!  

講談社 編  講談社  

キャストの職種をすべて紹介！掲載写真

６００点以上。なぜそこにはいつも笑顔が

あるのか。現役キャストに聞いた生の声が

満載。 

 

【絵画】723-ﾎ  星野富弘 詩画とともに

生きる たくさんの愛につつまれて  

星野富弘 著 学研パブリッシング 

前半に載せた、クレヨンやクレパスで描

いた、たどたどしい絵は、母のおかげで、

戸棚の奥に残っていたもの。そのほかに入

院中、口に筆をくわえて絵を描き始めた最

初のころのものを何枚か載せた。少年時代

からの絵の変遷をたどり、「描く」ことへの

熱い思いを語りつくした一冊 

 

【マンガ】726-ｽ-30  ちはやふる 30 

末次由紀 著 講談社 

もう一度出逢う運命を願った歌を味方に、

千早たち瑞沢高校かるた部は三度目の全国

大会出場を掴み取る。常勝・富士崎、新率

いる岡東、そして共に歩んだ北央。彼らを

前に挑む、前年度覇者・瑞沢の戦いの行方

は！？  

 

726-ﾐ-37 水木しげる漫画大全集 037 

(ゲゲゲの鬼太郎 9 (ゲゲゲの鬼太郎挑戦

シリーズ他))   

水木しげる 著  講談社 

 

【漫画家】726-ﾐ 水木しげる 鬼太郎、

戦争、そして人生  

水木しげる, 梅原猛, 呉智英 著 新潮社 

南方戦線で左腕を失った青年は、やがて

右腕一本で妖怪から戦争まで、あらゆる“異

界”をまざまざと描きだす―。戦後マンガ

を体現する巨匠のメジャーデビュー５０周

年、終戦７０周年にあたり、少年マガシン

版『墓場の鬼太郎』と戦記ものの集大成『総

員玉砕せよ！』からそれぞれ１エピソード

を丸ごと原画で特別掲載。作品と人生が両

方わかるＱ＆Ａ、梅原猛と意気投合の初対

談もオモチロイ。あまりに大きすぎて意外

に知らない水木しげるの全体像が、この一

冊に！ 

 

【スポーツ】 

780-ｺ レジェンド  不屈の現役たちの言

葉  あくなき挑戦者から、私たちは何を学

ぶか  児玉光雄 著  河出書房新社  

三浦知良、クルム伊達公子、葛西紀明、

室伏広治、イチロー、武豊、山本昌…輝き

続けるアスリート達の言葉を心理学・脳科

学的に分析。限界を超越しつづけるトッ

プ・アスリートたち。その“魂のひと言”

が明日への闘志に火をつける！！不安や挫

折を克服し、輝きを持続する第一級のヒン

ト集！ 

 

783-ﾆ ダウン・ザ・ライン錦織圭 

錦織圭 言 ; 稲垣康介 文朝日新聞出版 

３３の言葉が導く３３の物語。ニュース

を賑わせた発言の本当の意味から、垣間見

えるコーチへの信頼、テニス愛まで。錦織

圭の言葉から生まれる深遠な物語を、錦織

を長年取材してきた記者が真実を基に紡ぐ。

５５点の貴重な写真と独占ロングインタビ

ューも収録。 

 

【時事用語】814-ﾆ-2016 〈図解〉まるわ

かり時事用語 世界と日本の最新ニュース

が一目でわかる! : 絶対押えておきたい、

最重要時事を完全図解! 2016→2017

年版 

ニュース・リテラシー研究所 編著  

新星出版社 

 

【日本の小説】 

☆913-ｱ 文豪ストレイドッグス 太宰治の

入社試験  

朝霧カフカ 著 角川文庫 

カタブツで理想主義者の国木田独歩は、

軍や警察に頼れないような危険な依頼を専

門とする“武装探偵社”の一員。そんな彼

は、うさんくさい新入りの自殺マニア・太

宰治とコンビを組むはめに。二人は奇怪な

幽霊屋敷事件を捜査するうちに、多数の行

方不明者の存在に突きあたる。しかも、探

偵社と敵対するマフィア・芥川龍之介から

の襲撃をうけてしまい…！？腐れ縁はここ

から始まった！闇が蠢く横浜で、“異能力”

対決、開幕！！ 

 

913-ｲ 奇縁七景  

乾ルカ 著 光文社  

奇想爆発！七つの“ことば”から生まれ

た、まったく読み味の違う七つの奇妙な物

語。著者ならではの怪作集。 

 

913-ｴ 100 万分の 1 回のねこ 

江國香織,ほか著 講談社  

１９７７年に刊行された佐野洋子の名作

絵本『１００万回生きたねこ』に捧げる短

編集。人気作家１３人による短編小説や詩

のアンソロジー。 

 

913-ｵ 「いじめ」をめぐる物語 

荻原浩ほか 著 朝日新聞出版 

学校で、職場で、ネット空間で…いじめ

と関わったことがない人、いますか？いま、

この世の中に広がる空気を切り取った５つ

の短編小説。 

 

☆913-ｺ 二重生活  

小池真理子 著 角川文庫  

大学院生の珠は、ある思いつきから近所

に住む男性・石坂を尾行、不倫現場を目撃

する。他人の秘密に魅了された珠は観察を

繰り返すが、尾行は徐々に珠自身と恋人の

関係にも影響を及ぼしてゆき――。 

 

☆913-ｻ 短劇  

坂木司 著 光文社文庫 

懸賞で当たった映画の試写会で私が目に

したのは、自分の行動が盗撮された映像だ

った。その後、悪夢のような出来事が私を

襲う…（「試写会」）。とある村に代々伝わる

極秘の祭り。村の十七歳の男女全員が集め

られて行われる、世にも恐ろしく残酷な儀

式とは？（「秘祭」）。ブラックな笑いと鮮や

かなオチ。新鮮やオドロキに満ちた、坂木

司版「世にも奇妙な物語」。 

 

913-ﾅ 冥途あり  

長野まゆみ 著 講談社  

川辺の下町、東京・三河島。そこに生ま

れた父の生涯は、ゆるやかな川の流れのよ

うにつつましくおだやかだった―。そう信

じていたが、じつは思わぬ蛇行を繰り返し

ていたのだった。亡くなってから意外な横

顔に触れた娘は、あらためて父の生き方に

思いを馳せるが…。遠ざかる昭和の原風景

とともに描き出すある家族の物語。 

 

913-ﾎ 武士道ジェネレーション 

誉田哲也 著 文藝春秋  

剣道女子二人の「武士道」サーガついに

完結。早苗が結婚。そして道場閉鎖の危機

に、香織が立ち上がる。二人と道場の行く

末はいかに。剣道女子を描く傑作エンタメ、

六年ぶりの最新刊。 

 

913-ﾕ 神々の山嶺(いただき)上・下 

夢枕獏 著 角川文庫 

１９２４年、世界初のエヴェレスト登頂

を目指し、頂上付近で姿を消した登山家の

ジョージ・マロリー。登攀史上最大の謎の

鍵を握る、マロリーのものとおぼしき古い

コダックを手に入れた写真家の深町誠だが、

何者かにカメラを盗まれる。行方を追うう

ち、深町は孤高の登山家・羽生丈二に出会

う。羽生が狙うのは、エヴェレスト南西壁、

前人未到の冬期無酸素単独登攀だった。山

に賭ける男たちを描いた、山岳小説。 

 

【エッセイ】914-ﾓ 本質を見通す 100 の

講義 

森博嗣 著  大和書房  

何気なく過ごす中で、物事の大切な本質

を見落としていませんか？ 人気ミステリ

ィ作家が贈る「考えて生きる」ための静か

に鋭い視点！ 

 

【ルポルタージュ】 

916-ｵ 君がここにいるということ 小児科

医と子どもたちの 18 の物語  

緒方高司 著 草思社  

一人でも多くの子どもたちが元気になる

ことを夢見て小児科医となった 著者が、想

像を絶する過酷な小児医療の現場で、実際

に出会った子どもたちとの交流を描いた実

話。懸命に病気と闘う子どもたちの姿を通 

して、生きるということがどういうことな

のか、命の大切さ、自分の生き方の有り様

を考えさせられ、普段の生活では見過ごし

てしまうような大切なことに気づかされる。 

916-ﾋ 自閉症の僕の七転び八起き 

東田直樹 著 KADOKAWA 

障害者だけでなく、人は誰でもどこかに

不自由を抱えている―。会話ができないか

らこそ気づけた、何気ないようで大切な、

たくさんのこと。重度の自閉症者ながら文

字盤やパソコンを使って言葉を発し続けて

きた東田直樹。「自閉症」への思い、会話が

できないからこそ見えた様々な気づき。作

家という道に至るまでの「七転び八起き」

の歩みが詰まった一冊！ 

 

916-ﾐ 水木しげるのラバウル戦記 

水木しげる 著 ちくま文庫 

太平洋戦争の激戦地ラバウル。水木二等

兵は、その戦闘に一兵卒として送り込まれ

た。彼は上官に殴られ続ける日々を、それ

でも楽天的な気持ちで過ごしていた。ある

日、部隊は敵の奇襲にあい全滅する。彼は、

九死に一生をえるが、片腕を失ってしまう。

この強烈な体験が鮮明な時期に描いた絵に、

後に文章を添えて完成したのが、この戦記

である。終戦直後、ラバウルの原住民と交

流しながら、その地で描いた貴重なデッサ

ン二十点もあわせて公開する。 

 

【外国文学】 

933-ﾓ 月にハミング  

マイケル・モーパーゴ 著 小学館  

無人島で発見された少女ルーシーは、ひ

と言も話さない。記憶がないらしい。村で

暮らすうちに少しずつ回復していくのだが

…。第一次大戦中、シリー諸島沖で豪華客

船ルシタニア号が撃沈されたという史実を

ベースにした、戦争の悲劇と感動の秘話。 

 

936-ﾌ シンドラーに救われた少年 

レオン・レイソン 著  河出書房新社  

これ以上、悪いことが起こりませんよう

に…！「シンドラーのリスト」に載った最

年少のユダヤ人による証言録。ユダヤ人大

虐殺の過酷な体験を生き延びた少年と家族。

「最悪の状況で最善のことをした」ごく普

通の人間＝シンドラーの本当の勇気とは、

何だったか？「ニューヨークタイムズ」ミ

ドル・グレード部門第１位！アメリカ図書

館協会優秀児童書受賞！ 

 

 

 


