
梅雨明けまであと少し 

例年より、早めにやってきた台風に梅雨前線が刺激され、各地に大雨の

被害が出ています。昨年は島根県の西部に大きな被害が出ました。災害は

いつくるかわかりません。緊急時に身を守れるよう、想像力を働かせ、普

段から身の回りのことに気をつけてみましょう。 

さて、今回は読書感想文用の本や進路に関する本を紹介します。読み応

え抜群です。一冊いかがですか。 夏休みの長期貸出は 22日からです。

終業式までにもう一回、新着案内を出す予定です。お楽しみに❤ｂｙ司書 

 

図書館だより  
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三刀屋高校図書館 

平成２６年７月 14 日発行  
367-ｲ 親子で読むケータイ依存
脱出法 
 磯村毅著 ディスカヴァー 
ネット依存（予備軍含む）の中高

生 52 万人！「うちの子に限って…」

は通用しない！依存症の専門臨床医

としてカウンセリングを行っている

著者だからこそ書ける、「ほんとうの

ところ、親は何をするべきか、する

べきではないか」知らないでいると

恐ろしい「依存」の実態とその解決

策を明快に示す 

 

 

007-ﾖ デジタルデトックスのススメ 
「つながり疲れ」を感じたら読む本 
米田智彦 著 PHP研究所 
 ネット依存に陥っていた著者が

たどり着いた、かしこいネットとの

付き合い方。 

・寝る直前までスマホが気になる 

・電車や圏外で少しでもつながらな

いとイライラする 

・ネットで人間関係がこじれた 

心当たりのある人には 

「デトックス=解毒」が必要です！ 

 

 

「知る辺」 第 1号 「インターネット社会と人権」の関連本 493－ｴ 脱ネット・スマホ中毒  
依存ケース別 SNS時代を生き抜く 
護身術！ 
 遠藤 美季著 誠文堂新光社   

ネット世界で現実に起きている依存

の実態を、ネット依存のアドバイザー

として活躍する著者がわかりやすく紹

介。依存におちいるきっかけや心理が

わかるケース別マンガ、自分や家族の

依存度をはかるチェックリスト、依存

から脱けだすためのキーワードなど、

「依存気味かも？」と感じている人か

ら、家族や大切な人がネット依存で悩

んでいる……という人まで参考になる

「脱中毒」のヒントが詰まった一冊。 

 

❤ ❤ 新着案内 ❤ ❤  請求記号 書名 著者名 出版社 内容  
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【２ 歴史 地理】 
209-ｵ ビジュアル 1001 の出来

事でわかる世界史  

ダン・オトゥールほか著  

日経ナショナルジオグラフィック社 

人類の起源から 2011 年までを

1001 のトピックスに凝縮。写真と

図版で世界史の流れがわかるよう

に解説。「腕時計は誰が発明したか?」

「最初の地図は?」などの話題も満

載。 

 

291-ﾕ 悠々山歩き  

中海圏域からの日帰りコース  

山陰中央新報社 

主に島根・鳥取両県にまたがる中

海圏域から日帰りで登ることがで

きる 60 コースを紹介。登山道具の

選び方や緊急時の対応などの情報

も掲載。 

 

【３社会科学】 
302-ﾀ 謎の独立国家ソマリラン

ド そして海賊国家プントランドと戦

国南部ソマリア 

高野秀行著 本の雑誌社 

無数の武装勢力が内戦を続ける

ソマリア。その中に、独自に武装解

除した独立国ソマリランドがあっ

た。世界一危険なエリアに飛び込ん

だ著者が、ソマリランドの真実を伝

える。 

304-ｼ 21 世紀はどんな世界に

なるのか 国際情勢、科学技術、

社会の「未来」を予測する  

眞淳平著  岩波ジュニア新書  

再生医療やロボットなど身近な

技術から国際関係の変容のシナリ

オまで、近未来社会の姿を詳細なデ

ータをもとに予測。21 世紀の社会

の姿を浮き彫りにする。 

 

【３３ 経済】 
332-ﾓ 藻谷浩介さん、経済成

長がなければ僕たちは幸せになれ

ないのでしょうか?   藻谷浩介著  

山崎亮著 学芸出版社  

「いつまでも成長し続けなけれ

ばならない」ってホント? 経済成長

と生活の豊かさの関係を問い直す。

2011 年 7 月に行われた「デフレ

の正体」著者と、気鋭のコミュニテ

ィデザイナーによる対談を書籍化。 

 

332-ﾓ デフレの正体  

経済は「人口の波」で動く  

藻谷浩介著 角川Oneテーマ新書 

国際競争とは無関係に進む内需

の不振、地方も大都市も等しく襲う

現役世代の減少と高齢者の激増…。

普通の日本人が日本経済に感じて

いる不安の正体を、曖昧な言葉を使

わず、簡単な理屈でわかりやすく解

説する。 

333-ﾊ 地球経済のまわり方  

浜矩子著  ちくま新書  

いつの世も、風が吹けば桶屋が儲

かる。そのカラクリにさえ気が付け

ば、経済はとても面白い。古今東西

の物語をまくらにしながら、経済の

根本原理と地球経済の「今」を大

胆・明快に描き出す。 

 

【366 職業紹介】 
366-ｳ 福祉・介護の資格と仕

事 やりたい仕事がわかる本  

梅方久仁子著 技術評論社  

福祉や介護の仕事に興味のある

人が、仕事の全体像をつかみ、目標

を定め、次の行動に移れるような情

報を提供。資格の取り方から、活躍

できる職場まで、わかりやすく紹介。 

 

366-ﾅ-140 銀行員になるには 

泉美智子著 ぺりかん社 

銀行員の世界を、歴史や全体像、

生活や収入も含めながら解説。なる

ための適性や心構え、必要な資格や

進路なども紹介。 

 

366-ﾅ-75 宗教家になるには 

島田裕巳著 ぺりかん社 

宗教家の世界を、歴史や全体像、

将来性も含めながら解説。なるため

の適性や心構え、必要な資格や進路

なども紹介。 

366-ﾏ-6   会社のしごと 6  

 取りまとめるしごと 管理職・マネ

ージャー  

松井大助著  ぺりかん社 

身近なようで案外よくわかって

いない「会社のしごと」。生活用品

メーカーの社長、ゲーム会社のプロ

デューサー、銀行の営業課長など

「取りまとめるしごと」をしている

人たちを取材し、そのしごと内容を

紹介する。 

 

【369 福祉】 
369-ｱ 前へ! 東日本大震災と

戦った無名戦士たちの記録  

麻生幾著  新潮文庫 

福島第一原発の近くで、住民の避

難誘導を続けた警察官。医療器具を

抱えて自主的に被災地に飛び込ん

だ DMAT(災害派遣医療チーム)…。

東日本大震災の最前線で苦闘した、

名もなき人々の壮絶な記録。 

 

369-ｺ プロ介護職のサービス 

小林由憲著 幻冬舎メディアコンサ

ルティング  

超高齢社会に求められる新しい

介護サービスとは? 介護事業を手

掛ける著者が、「プロ介護職のサー

ビス」とはどのようなものか、また

それを介護職たちが現場でどう実

践しているのかを紹介する。 

 

 

 

【３７ 教育】 
376-ｲ ようこそ !森のようちえん

へ 自然のなかの子育てを語る 

今村光章編著 解放出版社 

森の中でのさまざまな遊びや体

験を日常的に行う「森のようちえん」

がすこしずつ増えている。森のよう

ちえんの保育者たちはどのような

思いで保育を行っているのか、なぜ、

その保育にたどりついたのか。実践

者の生の声を伝える。 

 

【４自然科学】 
420-ｻ 頭がよくなる 1分実験 

<物理の基本>  

左巻健男著 PHP研究所 

「虹をつくる」「静電気の力を使

い、ストローで水の流れをあやつる」

など、ありふれた物を使ってすぐに

できて、しかも子どもも大人も夢中

になる実験を紹介。物理学の基礎が

実感とともに身につき、科学の深遠

な世界が味わえる。 

 

467-ﾄﾞ 遺伝子の川  

リチャード・ドーキンス著 草思社 

自己複製を続ける DNAの川。そ

の川の流れを遡ることは生命その

ものを理解することである。またこ

れから、進化はどのような流れを辿

るのか。徹底した論理思考で、ドー

キンスが突然変異と自然淘汰の真

髄を語る。 

 

 

481-ｼ 深海世界  

パイインターナショナル  

ミミのあるタコ、赤く光るクラゲ、

世界一の視力を持つウミホタル…。

深海の海洋調査等で撮影、または捕

獲された、美しく幻想的な深海生物

の姿を約 110 カットの写真で紹介。 

 

【49 医学】 
491-ｺ 人体に危ない細菌・ウイル

ス  食中毒・院内感染・感染症の話 

小林一寛著 PHP研究所 

いま食や医療の最前線で、微生物

たちの振る舞いがどうなっている

のかを紹介。食中毒と感染症を中心

に、院内感染や日和見感染・菌交代

症の話題なども取り上げる。 

 

493-ﾀ 子どもの食と栄養  

健康と食べることの基本  

高野陽ほか著  医歯薬出版  

子どもの健康と食生活の意義、栄

養と食事の基礎知識、妊娠期〜学

童・思春期の栄養と食生活、特別な

配慮を要する子どもの食と栄養な

どを収録。献立例も掲載。 

 

498-ｶ 救命 東日本大震災、

医師たちの奮闘  

海堂尊監修 新潮文庫 

津波に全てを奪われても、命の可

能性を信じて彼らは闘い続けた。医

師とは、いのちを救い、死を悼む存

在なのだ-。極限状態で医療に携わ

った 9 人の医師による、東日本大震

災の貴重な証言でつづる感動のド

キュメント。 

 

 



498-ﾈ 人間力を高める食育・

卓育入門 保健・医療・教育・保育

に携わる人のための  

根岸宏邦編著 食空間コーディネ

ート協会編著 メディカ出版 

健康上の問題や、発育と発達など

との関連において、「何をどう食べ

るか」根拠に基づいた見解を提示し、

食べ方と食べるマナーについて「食

育」の観点から論じる。それぞれの

年代の卓育についての解説も掲載。 

 

【５工学・技術】 
501-ｲ 再生可能エネルギーが

一番わかる 太陽光、風力、地熱、

バイオマス発電の実務と実際  

今泉大輔著  技術評論社  

再生可能エネルギーの基礎知識、

固定価格買取制度下のビジネスの

基本について解説するほか、太陽

光・風力・地熱・バイオマス発電の

事業形態の実務を紹介する。 

 

538-ﾊ ナウシカの飛行具、作っ

てみた 発想・制作・離陸-メーヴ

ェが飛ぶまでの 10年間  

八谷和彦著 ほか 幻冬舎 

ナウシカの愛機メーヴェを自分

の手で作ってみたい! メディアアー

ティストの八谷和彦が、どうして一

人乗り飛行機を作ろうと決心した

のか、どうやって制作してきたのか

を綴る。マンガ「無尾翼機のひみつ」

も掲載。 

 

543-ﾌ カウントダウン・メルトダウン  

上・下 船橋洋一著 文藝春秋 

福島第一原発事故の真実とは? 

「民間事故調」の調査を指揮した著

者が、被災地、官邸、米軍、ホワイ

トハウスと立体的な取材を継続し、

“戦後最大の危機”の実相を描く。

上は、全交流電源喪失から住民避難、

放水までを収録。下は、トモダチ作

戦、ヨコスカ・ショックなどを収録。 

 

547-ｲ <図解>スマートフォンの

しくみ 

井上伸雄著 PHP研究所 

タッチパネルの構造やクラウド

のしくみなど、スマートフォンを支

えるシステムを丁寧に解説。特に、

膨大なデータを即座に送受信する

ための通信技術を記述する。 

 

547-ｳ あなたはネットワークを

理解していますか? インターネット

時代に欠かせない根っこの知識が

確実に身につく! 

梅津信幸著 SB クリエイティブ 

エントロピーとチャネル、ノード

とリンク、暗号とセキュリティ、バ

ランスとフィードバック…。情報を

どう伝えるか、どう動かすか、どう

つなげるかをテーマに、ネットワー

クの本質に迫る。 

 

597-ｽ 中高生のための「かたづ

け」の本  

杉田明子著 佐藤剛史著  

岩波ジュニア新書 

部屋や家の中がキレイになるだ

けでなく、人生が変わるきっかけを

生み出す「かたづけ力」。かたづけ

の方法を具体的に紹介するととも

に、「かたづけ力」が社会に出て、

仕事を始めた時にも役立つ力であ

ることを説明する。 

 

【６ 産業】 
601-ｵ 地域再生のフロンティア 

中国山地から始まるこの国の新し

いかたち 

小田切徳美編著  藤山浩編著 

農山漁村文化協会 

過疎の「先進地」だった中国山地

が、これからの地域再生、ひいては

日本社会全体がめざし、転換すべき

針路を指し示す先進地になる。その

条件と現実的可能性を、中国 5 県各

地域の「今」を見ながら検証する。 

 

601-ﾓ しなやかな日本列島の

つくりかた 藻谷浩介対話集 

藻谷浩介著 新潮社 

商店街、限界集落、観光、農業、

医療、鉄道、まちづくり…。地元か

ら奇跡が始まっている! 地域振興に

ついて研究を行う著者と、日本を再

生させる 7 人の対話集。 

686-ｿ 新幹線 50 年の技術史 

高速鉄道の歩みと未来  

曽根悟著 講談社ブルーバックス 

2014 年は東海道新幹線開業か

ら 50 年。日本初の高速鉄道技術は

どう変化し、進歩し、停滞したのか。

新幹線50年の歩みを技術中心に振

り返り、整備新幹線やリニアなどの

将来像を展望する。 

 

【７芸術】 
726-ﾐ 水木しげる漫画大全集  

水木しげる著 講談社 

014 貸本戦記漫画集 1 戦場

の誓い他 

「戦場の誓い」「暁の突入」など、

貸本初期の戦争漫画 4 作品を収録。

カラーイラストや、かわぐちかいじ

による解説も収載する。 

 

086 神秘家列伝 中  

1999 年〜2001 年『怪』連載

のコナン・ドイルや井上円了などの

伝記「神秘家列伝」を収録。カラー

イラストや、松本ひで吉による解説

も収載する。 

 

780-ｶ スポーツ選手の完全食

事メニュー プロも実践 400 レシピ 

小学生から中学・高校・大学・プロ

スポーツ選手まで 

川端理香監修 西東社 

スポーツに取り組む子どもやス

ポーツ選手の為の食事メニュー。主

食、主菜、副菜、もう一品の献立

70 食分にプラスしてデザート、夜

食、気になるこんな時のレシピ等、

全 398 品のレシピを掲載。効果的

な食事の仕方も紹介する。 

 

782-ｻ ラッキーガール  

佐藤真海著 集英社文庫 

骨肉腫による右足下切断、闘病生

活…。普通の女の子が、ある日、突

然立ち向かうことになった試練。そ

して復帰。走り幅跳びでアテネパラ

リンピックに出場するまでの軌跡。

東京五輪招致の最終プレゼンテー

ションも収録。 

 

【９ 文学】 
910-ﾑ アンのゆりかご  

村岡花子の生涯 

村岡恵理著 新潮文庫 

戦争へと向かう不穏な時勢に、翻

訳家・村岡花子は、カナダ人宣教師

から友情の証として一冊の本を贈

られる。後年『赤毛のアン』のタイ

トルで世代を超えて愛されること

になる名作と花子の運命的な出会

いであった。多くの人に明日への希

望がわく物語を届けたい―。その想

いを胸に、空襲のときは風呂敷に原

書と原稿を包んで逃げた。情熱に満

ちた生涯を孫娘が描く、心温まる評

伝。 

 

【913 日本の小説】 
913-ｱ 東京プリズン  

赤坂真理著 河出書房新社 

戦争を忘れても、戦後は終わらな

い。16 歳のマリが挑む現代の「東

京裁判」を通して、「戦争」と「戦

後」を、すべての日本人の問題とし

て描いた長編小説。 

 

913-ｲ ねえ、委員長  

市川拓司著 幻冬舎文庫 

品行方正・成績優秀な学級委員長

のわたしと、小説を書き始めた落ち

こぼれの鹿山くん。周囲の反対で、

2 人は会えなくなり…。実らなかっ

た初恋が、時空を超えていまの自分

に届く。 

 

913-ｲ 君の波が聞こえる 

乾ルカ著  新潮文庫  

沖に浮かぶ謎の城に迷い込んだ

健太郎。元の世界に戻るには「出城

料」が必要だという。それはお金で

はない何からしい。健太郎はもう一

人の少年と、二人でここを出ると誓

いを立てるが…。思春期の友情が胸

に響く青春小説。 

 

913-ｵ-3 珈琲店タレーランの事

件簿 3 心を乱すブレンドは  

岡崎琢磨著 宝島社文庫 

関西バリスタ大会に出場した珈

琲店タレーランの切間美星は、競技

中に起きた異物混入事件に巻き込

まれる。出場者同士が疑心暗鬼に陥

る中、付き添いのアオヤマと犯人を

突き止めるべく奔走するが、第二、

第三の事件が…。 

 

913-ｶ ピンクとグレー  

加藤シゲアキ著 角川文庫 

絶望的に素晴らしいこの世界に、

僕は君と共にある…。芸能界を舞台

に、ステージという世界の魔法、幻

想に魅入られた幼なじみのふたり

の青年の愛と孤独を描いた青春小

説。著者のスペシャルインタビュー

を収録。 

 

913-ｶ ライバル  

川上健一著 PHP研究所 

小学校から一緒にプレイしてい

た葉奈と宇希恵。全国大会で 3 位に

入る宇希恵は葉奈をライバル視す

るが、葉奈の実力は…。対照的な 2

人の女子の奮闘を描く青春ゴルフ

小説。 

 

913-ｸ 幸せのコイン  

鯨統一郎著 中央公論新社 

夢を実現するために家を出た社

長令嬢。父娘喧嘩の際、すすけてし

まった五百円玉が、人々のポケット

を渡り歩き、それぞれの人生の岐路

に立ち会う。コインが紡ぐ、不思議

で温かい物語。 

 

913-ｻ 春を背負って  

笹本稜平著 文春文庫 

長嶺亨は脱サラをして父親の山

小屋を継いだ。父をなくした OL、

84 歳のクライマー…。この山小屋

には、悩める人を再生する不思議な

力があって-。奥秩父の山小屋を舞

台に描く山岳小説。2014 年 6 月

公開映画の原作。 

 

913-ｻ サヨナラ自転車   

櫻川さなぎ著 

ディスカヴァー・トゥエンティワン  

横須賀北陽学園高校 2 年、亜優、

俊輔、拓己は幼なじみ。いっしょに

いる時間はいつも楽しくて、切なく

て、哀しくて。3 人の純愛のゆくえ

は…。 

 

913-ｼ 小説言の葉の庭  

新海誠著  KADOKAWA  

雨の朝、静かな庭で出会ったふた

りは、迷いながらも前に進もうとす

る…。雨と緑に彩られた一夏を描く

同名劇場アニメーションを、監督が

自ら小説化。アニメでは描かれなか

った人物やドラマを織り込んだ、新

たなる作品世界。 

 

913-ﾅ 海うそ  

梨木香歩著  岩波書店  

昭和の初め、人文地理学の研究者、

秋野は南九州の遅島へ赴く。彼の心

を捉えて離さないその島。そして地

図に残された「海うそ」ということ

ば。50 年後、不思議な縁に導かれ、

秋野は再び島を訪れる…。魂の遍歴

の物語。 

 

913-ﾊ 風渡る Josui Simeon & 

Joan 

葉室麟著 講談社文庫 

神の罰か、主君の罰か。畏れ信じ

るべきはどちらか-。戦国の世で、

信仰と戦いの論理のはざまに心を

引き裂かれたバテレンの名将・黒田

官兵衛の壮絶人生を描く。 

 

913-ﾏ ぼくたちと駐在さんの 700

日戦争 １９・20   

ママチャリ著 小学館文庫 

お待たせ！人気シリーズの続編。 

 

913-ﾕ 本屋さんのダイアナ  

柚木麻子著 新潮社  

「大穴(ダイアナ)」という名前、

金色に染めた髪、行方知れずの父親。

孤独なダイアナに本の世界と同級

生の彩子だけが光を与えてくれた

…。少女から大人への輝ける瞬間を

描く。 

 

 

 

 

 

金曜日に督促状を出します。 

返却期限が過ぎた本は 

早く返しましょう。 

 


