
 

●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…女子向きフファッション誌。 

・MOE…絵本やイラストを楽しめる癒し系の雑誌。 

・WHAT’ｓIN？…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 

23866冊 

０総記 1152 

１哲学 722 

２歴史 2517 

３社会科学 3295 

４自然科学 2210 

５技術 994 

６産業 317 

７芸術 2509 

８言語 822 

９文学 9328 

H25年度に入った本 

    １036冊 

除籍  217冊 

 
★置いてある新聞★ 

朝日新聞、山陰中央新報、読売新聞 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 

 

お知らせを出します。 
有効期限は７日 

 図    書   館   案   内  

課題研究やプレゼンで役立つ！ 

【思考法】 
141-ｵ 思考力・構成力・表現力をき
たえるはじめてのロジカルシンキング  
大庭コテイさち子 著 偕成社 
論理的に、筋道だてて考えるロジカル

シンキングを紹介する本。 

1 考える力 <発想の図><順番の図
><原因と結果の図><比較の図><まと
めの三角>をつかって考えよう  
自分にもほかのひとにも考えた道筋

とその結果がはっきりと分かる「考える

図」を使って、ロジカルシンキングを身

につける。見返しに「考える図」あり。 

 
2 書く力 ポスター・意見文・読書感
想文・作文・おねがいの手紙 見学レ
ポート・パンフレットを書いてみよう 
「考える図」を使って、ロジカルシン

キングと書く力を身につける。書き込み

式意見文シートと読書感想文シート、見

返しに「考える図」あり。 

 

3 発表する力 スピーチ・ポスター発
表・スライド発表 立候補の演説をしよ
う 
「考える図」を使って、ロジカルシン

キングと発表する力を身につける。書き

込み式発表シートと発表チェック表、見

返しに「考える図」あり。 

 

 

 

007-ｵ 調べるって楽しい!  

インターネットに情報源を探す 
大串夏身著  青弓社  
キーワード検索、画像検索のコツから、

ウェブサービスの活用法、特定のテーマ

を掘り下げて調べていくための方法ま

でをレクチャー。インターネットの大海

に情報源を探す方法をコンパクトにガ

イドする。 

 

407-ｻ これから研究を始める 
高校生と指導教員のために  

研究の進め方・論文の書き方・口頭と
ポスター発表の仕方  
酒井聡樹著 共立出版  

これから研究を始める高校生とその

指導教員に向けて、研究の進め方、論文

執筆およびプレゼンの準備をする上で

心がけること、論文の書き方、研究発表

のためのプレゼン技術を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【宗教】 198-ﾜ 面倒だから、しよう 
渡辺和子著  幻冬舎  
小さなことこそ、心をこめて、ていね

いに。幸せは、いつもあなたの心が決め

るのです…。ノートルダム清心学園理事

長が、自分を見つめなおし、毎日をあた

らしく、ていねいに生きるための言葉を

紹介します。 

 

【企業】335-ｻ-4  
日本でいちばん大切にしたい会社 4 
坂本光司著 あさ出版  

業界トップ企業、衰退業種の中の成長

企業、71年間赤字なしの優良企業…。

どの会社も「人に対するやさしさ」が最

強の武器だった! 「小松製菓」「坂東太郎」

「協和」など、思わず胸が熱くなる5社

の本当の物語を紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【動物】 481-ｸﾞ 群れは意識をもつ 
 個の自由と集団の秩序  

郡司ペギオ‐幸夫著 
PHPサイエンスワールド新書 
動物の群れをめぐるさまざまな謎を

くわしく紹介するとともに、沖縄・西表

島をフィールドにしたカニの集団渡河

行動をめぐる研究成果を取り上げるこ

とで、個と集団の微妙な関係性に新たな

光を当てる。 

 

489-ｱ パンダ飼育係  
阿部 展子著  角川書店 
 幼いころからパンダ一筋だった少女

が、夢を追い中国成都のパンダ基地へ。

修業を積み、現在上野動物園でパンダ飼

育係として奮闘中。リーリー、シンシン

や四川の子パンダたちの写真も満載の

青春お仕事エッセイ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【医学】493-ﾅ  わが家の母は 
ビョーキです 2 家族の絆編 

中村ユキ著 サンマーク出版  
一番大切な人だから、一番大切な過去

を話せなかった…。統合失調症生活33

年の母と、介護福祉士の夫との家族の絆

をコミックで綴る。再発の要因となる事

柄、再発前兆のサイン、妄想に効く抗精

神病薬の効果なども紹介する。 

 

【看護師】498-ﾆ いのち輝くいい話  
忘れられない看護エピソード  

日本看護協会編 河出書房新社 

看護師たちの想いと、看護される側の

人の感謝の気持ちが詰まったエピソー

ド集。第1回〜第3回「忘れられない

看護エピソード」と、看護職が対象の「感

動看護エピソード」の応募作品から、選

りすぐりの84話を収載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

498-ﾋ 苦しみは歓びをつくる  
平沢保治対話集  
平沢保治著 かもがわ出版  

絶望の中にも希望はある-。ハンセン

病療養所に70年以上暮らし、人権回復

を願ってたたかってきた「いのち」の語

り部・平沢保治と、医療、障害者運動、

法律、行政各分野の第一人者との対話集。 

 
【５工学 】 
538-ﾀ ロケットの科学 日本が誇
る H-ⅡA からソユーズ、アリアン、長
征など世界のロケットを完全網羅 
谷合稔著  ソフトバンククリエイティブ 
人類がつくりだしたもっとも強力な

乗り物、ロケット。その開発には国家の

威信がかかり、膨大な金額の予算がつぎ

込まれる。日本のH-ⅡAをはじめ、世

界の様々なロケットを紹介する。 

 

545-ﾔ 家電の科学  
ここまで進化した驚異の技術  

山名一郎著  家電テクノロジー研究
会著 PHPサイエンスワールド新書 
電子レンジでなぜ食べ物が温まる? 

LED 電球から、家庭用掃除ロボット、

電動アシスト自転車まで、個別具体的な

商品・製品の技術やしくみを解説。 

    

H２６－№１ 

三刀屋高校図書館 

平成２６年４月２１日発行 

 

 

新学期が始まって、2週間が過ぎようとしています。 

一年生のみなさん、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。 

二、三年生の皆さんも、新しいクラスや生活に早くなれて、自分の目指すところに

向かって進んでいきましょう。 

図書館はそんな皆さんの 知りたい！読みたい！を応援しています。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。待っています！ （by司書） 

 

＊＊新着図書紹介＊＊  

ラベルの番号  書名  著者名  出版社 内容 の順 

【伝える言葉を学ぼう】 
815-ﾅ 日本語の構造 英語との対比 
中島文雄著  岩波書店 

「国境の長いトンネルを抜けると雪国で

あった。」この文には主語がない。「雨に

降られた」という場合、自動詞なのに受

身が用いられる。さらに、助詞は「は」

と「が」の微妙な使い分け…･･･。こうし

た日本語の興味深い特徴を従来の文法に

とらわれず分析し、その仕組みを明らか

にする 

 

830-ﾎ 国際言語としての英語  
文化を越えた伝え合い  

本名信行著  
冨山房インターナショナル 
国際共通言語として世界中に広まった

英語。同時に、現代英語は多様な変種を

生み出しており、違う変種を話すものど

うしで相互理解が困難になる可能性をは

らんでいる。多文化共生社会の言語とし

ての英語について考察。 

 

830-ﾏ  みちこさん英語をやりなおす  
am・is・areでつまずいたあなたへ 
益田ミリ著  ミシマ社 
もう、「わかったふり」はしない。立ち

止まると、勉強は画期的に進む! 家庭教師

にしつこく尋ねることを決意したアラフ

ォーみち子が英語の勉強をやりなおす、英

語入門の前に読む入門書。 

 

835-ﾄ  見える英文法 VISUAL 
刀祢雅彦著  ジャパンタイムズ  

教科書や辞書ではとけない英語のも

やもやをすっきり解消! 動詞の意味、

前置詞の意味、時制、仮定法、進行形、

冠詞の意味から否定のしくみまで、イ

ラスト化と緻密なデータ分析で「見え

る化」して解説する。練習問題も収録。 

 

 



 

「いのちのまつり」の第2弾 

726-ｸ つながってる!  
草場一壽作  平安座資尚絵 
サンマーク出版  

 みんな、大きな「つながり」のな

かで生きている! 数えきれないほ

ど、つながっていく大切なもの…。

なんだと思う?  

 

726-ｸ  いのちのまつり   
ヌチヌグスージ 

草場一壽作  平安座資尚絵 
サンマーク出版  

「ヌチヌグスージ」とは,, 

沖縄の方言で「いのちのお祝い、 

いのちのお祭り」という意味。 

悠久の時の流れの中、広大無辺な生命のつながり。 

いのちの大切なつながりを描いた絵本。 

 
「いのちのまつり」の第3弾 

726-ｸ おかげさま  
草場一壽作  平安座資尚絵 
サンマーク出版  

ゆうちゃんに聞かれたおじい

ちゃんは、生かされていることへ

の感謝の言葉だと答え…。 
 

 
 

【絵本】  726-ﾀ  かないくん 
谷川俊太郎作  松本大洋絵 
東京糸井重里事務所 
小学生の時に同級生のかないくんが 

死んだ。ホスピスに入った絵本作家の 

おじいちゃんが、そのことを突然思い出し、 

絵本を描きはじめたが、どう終えればいい 

のか分からないと言い…。 

 

２月の絵本の魅力発見講座で読み聞かせや紹介された絵本を入れました！ 

726-ｶ まくらのせんにん そこのあなたの巻 
かがくいひろし著 佼成出版社 
次から次へと、なぞの穴にはまってしまう動物た

ち。う〜む、こうなったら「そこのあなた」に頼む

しか-。まくらのせんにんさまと、お供のしきぶと

んの「しきさん」と、かけぶとんの「かけさん」が

繰り広げるほのぼの話。 

 

726-ﾂ パンダ銭湯 
tupera tuperaさく  絵本館 
驚きのパンダのヒミツがここにあ

る!? ここはパンダのためのお風呂屋

さん。やってきたパンダの親子は、服

を脱ぎはじめ…。あたたかいユーモア

がいっぱいの絵本。 

 

726-ｼ たかこ  
清水真裕文 青山友美絵 童心社 
ぼくのクラスにやってきた、転校生

の女の子。「たかこ」っていう名前なん

だって。たかこは、自分の顔を扇で隠

していたり、筆でノートをとったり、

なんだか「いとをかし」な子で…。 

 

 

☆お知らせ☆ 

新聞コーナーに読売新聞が 

仲間入りしました。世の中で話題に

なっていることを自分で探して、 

読んで、知識を増やしましょう。 

 

★２、３年生のみなさんへお願い★ 

春休みの前に借りた本は返却期限が

過ぎています。早く返しましょう。 

 

【マンガ】 
726-ﾐ 水木しげる漫画大全集 
 水木しげる著 講談社  

055 『ぼくら』版カッパの三平他  
『ぼくら』版「カッパの三平」、『小学一

年生』版「カッパの三平」などを収録 

 

006 地底の足音他 
貸本で描き下ろされた「地底の足音」

をはじめ、貸本アンソロジーにて発表さ

れた作品を収録。 
 

757-ｴ 色彩・配色・混色 美しい配
色と混色のテクニックをマスターする
ベティ・エドワーズ著  河出書房新社 
簡単なものから難易度の高いものま

で、多数の実習を通して色彩の基本構造

を学び、配色や混色の技術が習得できる

色彩の入門書。色彩の意味・理論・用語

に関する基礎知識、画材についての実用

的な情報も掲載。 

 
【スポーツ】 
783-ﾀ 弱くても勝てます  
開成高校野球部のセオリー 
高橋秀実著 新潮文庫 
練習時間、グラウンド、施設、すべて

が足りない! 超進学校・開成高校野球部

が考えた常識破りの方法とは? 部員に

密着し、弱くても勝つための大胆な発想

と戦略を探る。桑田真澄の解説インタビ

ューも収録。ドラマに原作本！ 

 

 

【日本の小説】 
913-ｱ 神様のケーキを頰ばるまで 
彩瀬まる著  光文社 
 あの人も、本当は何かに悩んでいるの
かもしれない-。ありふれた雑居ビルを

舞台に、つまずき転んで、それでも立ち

上がる人の姿を描いた連作短編集。 

 

913-ｲ リケジョ！  
伊与原新 著 角川文庫 
貧乏大学院生の律は、成金令嬢・理緒

の家庭教師をすることに。理緒は理科大

好き小学生で、律を「教授」と呼び、慕

ってくる。そこへ降りかかる奇妙な事件

の数々…。教授、科学の力で解決しまし

ょう! 理科乙女ミステリ。 

 

913-ｲ 弁当男子  
池田將友 著  PHP研究所 
高校生の大地は、他の生徒が食べてい

る母親の手作り弁当を見るのが嫌で、昼

休みの屋上でひとり、菓子パンを食べて

いた。そこへ、美術教師兼生活指導担当

の万場がやってきて…。しょっぱい弁当

を巡る、先生と男子高校生の物語。 

 

913-ｲ 銀行総務特命 
池井戸潤 著  講談社文庫 
帝都銀行で唯一、校内の不祥事処理を

任された指宿修平。顧客名簿の流出、幹

部の裏金づくり……スキャンダルに事

欠かないメガバンク。腐敗した組織があ

る罠を用意しているとも知らず、奔走す

るが、指宿の運命は……。 

913-ｲ 不祥事  

池井戸潤 著  講談社文庫 
ベテラン女子行員はコストだよ－そ

う、うそぶく石頭の幹部をメッタ斬るの

は、若手のホープの“狂咲”こと花咲舞。

トラブルを抱えた支店を回って業務改

善を指導する花咲は、事務とインゲン観

察の名手。歯に衣着せぬ言動で、ゆがん

だモラルと因習に支配されるメガバン

クを蹴り上げる！ 

 

913-ｴ 給食のおにいさん  
遠藤彩見 著 幻冬舎文庫 
コンクールで優勝するほどの腕をも

ちながら、給食調理員として働くことに

なった料理人の宗。子供嫌いな彼を待っ

ていたのは、保健室登校生や太ってしま

った人気子役など問題を抱える生徒ば

かりで…。食育&青春小説。 

 
913-ｶ ファイナル・ラップ  
川島誠 著   角川文庫 
三兄弟の末っ子の健は、進学校の陸上部

の長距離ランナーとして練習に励む

日々を送っていた。そんなある日、長兄

が海で事故に遭い…。悩み苦しみながら

もゆっくりと大人になってゆく少年を

描いた傑作青春小説。 

 

913-ｻ GOSICK RED  

桜庭一樹著  KADOKAWA 
1930年代初頭、ニューヨーク。

探偵事務所を構える少女ヴィクトリカ

のもとに連続殺人解決の依頼がくる。 

一方、新聞記者の一弥はある精神分析

医の取材に向かっていた。やがて謎はひ

とつに繫がり、恐るべき陰謀が姿を現す。 

 

913-ﾀ お弁当を作ったら  
竹下和男著 共同通信社 
献立、買い出し、調理、箱詰めから片

付けまで、ぜんぶ子どもだけでやってみ

よう。ひとりで作ったら、勉強よりも大

切なことが見えてきた! 「弁当の日」か

らうまれた物語。 

 

913-ﾅ からくさ図書館来客簿  
冥官・小野篁と優しい道なしたち 
仲町六絵著   
アスキー・メディアワークス文庫 
京都の一角に佇む私立図書館「からく

さ図書館」には、その雰囲気に惹かれて

奇妙な悩みを持ったお客様が訪れる。図

書館長・小野篁は、それぞれに悩みを抱

えるお客様に、解決法が記された不思議

な書物を差し出し…。 

 

913-ﾆ 円卓  
西加奈子著 文春文庫 

3つ子の姉をはじめ、大家族に愛され

て暮らす小学校3年生の琴子は、口が悪

くて少し偏屈。好きな言葉は、「孤独」。

きらきら光る世界で、考え、悩みながら

成長する少女の姿を描く感動作。 

 

 
 
 

913-ﾎ いじわるな天使  
穂村弘著 安西水丸絵 アスペクト 
いじわるな天使が、眠れない夜にやっ

てきました。くりくりの巻毛と無邪気な

笑顔で、頼みもしないのに不思議な話を

して、あくびをひとつすると帰っていき

ました…。 

 

913-ﾐ-2  夢をかなえるゾウ 2 
ガネーシャと貧乏神 

水野敬也 著  飛鳥新社  
「ワシとコンビ組まへん?」 34 歳の

売れないお笑い芸人が、ガネーシャと名

乗る不思議なおじさんに声をかけられ

た。ガネーシャに言われるまま、コンビ

を組むことになった彼は…。 

 

９13-ﾑ パンとスープとネコ日和 
群ようこ著  角川春樹事務所  

母を突然亡くしたアキコは、永年勤め

ていた出版社を辞め、母が経営していた

食堂を改装して再オープンさせた。安心

できる食材を使い、手間ひまをかけるの

がアキコのこだわりだ。そんな彼女の元

にネコのたろがやって来て…。 

 
913-ﾔ 消えてなくなっても  
椰月美智子著 KADOKAWA  
営業車に乗って取材に行く途中に強

い不安感に襲われたあおのは、仕事をし

ばらく休むことになった。そして、奇妙

な能力を持つ岸田節子の治療院で、家事

手伝いをするつきのとともに暮らすこ

とになり…。ミステリーファンタジー。 

【日本のエッセイ】 
914-ｲ そのように見えた  
いしいしんじ著  イースト・プレス 
いつか出会った絵、音楽、人々。忘

れられない風景、忘れていた記憶。そ

の瞬間を捉えた言葉たち…。 

 
914-ｵ こんな夜は  

小川糸著  幻冬舎文庫  

古いアパートを借りて、ベルリンに2

カ月暮らしてみました-。青空マーケッ

ト、蚤の市、窓の外から聞こえるストリ

ートの演奏…。ベルリンの街と人々が教

えてくれた、お金をかけずに楽しく暮ら

す日々を綴る。 

 

914-ﾏ どんな小さなものでも 
みつめていると宇宙につながっている 
詩人まど・みちお 100歳の言葉  

まどみちお著 新潮社 

100 歳を越えてなお、日々みずみず

しい言葉を紡ぎ続ける詩人の「ことばの

果実」。インタビューなどで語られた話

の中から、きらきら光る言葉を紹介する。 

 

914-ﾔ 言葉が立ち上がる時  
柳田邦男著 平凡社  

言葉が心に届くとは? いのちの息づ

かいを映す言葉は、どこから生まれてく

るのか。事故・災害等の社会問題や医療

問題に長年対峙し続ける著者による「い

のちの言葉」の省察と探究。 

 

【英米の小説】 
933-ﾏ 不完全な魔法使い 上・下 
マーガレット・マーヒー著 東京創元社 
「王」と「英雄」が並びたつ王国ホー

ド。その片田舎に住む、古い民の末裔ヘ

リオットは、ある日頭の奥にかくれてい

た分身が目覚めたのを知った。その分身

がもつ不思議な力がヘリオットを王都

ダイヤモンドへ導くが…。 


