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 席替え、学園祭、受験・・・。日常のちょっとした

きっかけから、いろいろな背景を抱えた中学三年生た

ちが、おそるおそる人間関係を築いていく。お互いの

ことが理解できた頃には、別れ、そして人生の新しい

ステージへ。「自分にもこんなところあるよな」「こん

なヤツいるよな」「その気持ちわかる」・・・個性的な

登場人物に、自分たちを重ねてみても面白いかも。 

今日から 

冬休みの長期貸出を始めます。  

冊数は何冊でも OK    

返却期限は 1 月８日   

冬休み中の図書館は閉館しま

すので、19 日までに借りてください。 

返却期限が過ぎた本を持っている人は 

返却してから借りてくださいね！ 

返却は廊下に返却ボックスを 

置きますので、利用してください。 

図書館 de クリスマス会 

12 月 19 日（金）終業式の日の放課後 

12:40～14:00 くらい 

★吹奏楽部のミニコンサート 

★絵本の読み聞かせ 

★お楽しみのビンゴ大会  

＊素敵な景品がありますよ。 

参加申し込みは 17 日（水）までに 

図書委員か図書館へお知らせください。 

図書委員一同、頑張って準備しています。 

ご参加ください。 

 

 お 知 ら せ  

新着図書案内 ラベルの番号 書名 著者名 出版社 本の内容  

【002 学問・学び方】 
002-ｺﾞ 学びの技 14 歳からの
探究・論文・プレゼンテーション  
後藤芳文他著 玉川大学出版部 

多くの情報の中から価値ある資

料を探し出すノウハウ、レポートや

論文を論理的にまとめる際の基本

事項、発表の準備の方法など、これ

からの時代の探究学習に必要とさ

れる「学びの技」を紹介する。 

学級文庫にも一冊ずつ入れます。 
活用してください。 

 

002-ﾄ 学び続ける理由  
99 の金言と考えるベンガク論。 

戸田智弘著  
ディスカヴァー・トゥエンティワン  

自分の人生を停滞させずに、変化、

進化、成長していくためには、学ぶ

ことは欠かせない。「なぜ学ぶのか」

「いつ学ぶのか」「どのように学ぶ

のか」などを、人生の先輩たちの名

言を引用しながら自問自答したベ

ンガク論。 

 

【１哲学・思想】 
104-ﾜ 哲学の使い方  
鷲田清一著 岩波新書 

答えがすぐには出ない、答えがあ

るかどうかもよくわからない-。そ

んな息苦しさを抱えた時代に、私た

ちは哲学をどう「使う」ことができ

るのか? 「初期設定」の問いかえし

を試み、新たな見晴らしよい世界の

ありかたを考える。 

 

159-ｶ 小さいことにくよくよする
な! しょせん、すべては小さなこと 
絵本 リチャード・カールソン著 
サンマーク出版  

心の持ちようひとつで、人生なん

て変わるもの。ごくごくフツーの毎

日が、ちょこっと元気、なんだか前

向き、ほんのりハッピーになるサプ

リ絵本。「小さいことにくよくよす

るな!」のビジュアル絵本版。 

 
【21 日本史  28 伝記】 
210-ｵ 日本という国 
小熊英二著 イースト・プレス  
近代日本のはじまりから、学歴社

会の成立、戦後のアメリカやアジア

との関係、憲法改正、自衛隊の海外

派遣まで、みずから「学ぶ」という

ことの意味に触れながら、今につな

がる「歴史」を知り、未来を探るた

めの刺激的な近代史。 

 

289-ﾜ 「育ち」をふりかえる  
「生きてていい」、そう思える日はき
っとくる  
渡井さゆり著  岩波ジュニア新書 

親に愛された記憶を持たず、孤独

と疎外感、深い絶望のなか、自分は

何のために生きているのかと問い

続けた日々…。児童養護施設で長く

暮らした著者が、自らの生い立ちを

振り返る。 

 
 
 
 

【319 自衛隊  323 憲法】 
319-ﾄ 集団的自衛権と安全保障 
豊下楢彦著 古関彰一著  
岩波新書  

集団的自衛権の行使は日本の安全

性を高めるのか。現実を見ない机上

の論理、現状分析のない提言、国際

感覚の欠如が「他国防衛」のための

戦争へと日本を駆り立てている-。

安全保障と憲法論の第一人者が、日

本の今を問いかける。 

 

323-ﾂ 日本国憲法を口語訳し
てみたら  塚田薫著 幻冬舎  

もし外国となにかトラブルが起こ

ったとしても、それを暴力で解決す

ることは、もう永久にしない。戦争

放棄だ-。日本国憲法の口語訳と原

文を比較できるように見開き 2 ペ

ージで掲載。憲法がもっとよくわか

る厳選コラムも収録。 

 

【36 社会  介護保険 消費者】 
364-ｵ もっと変わる!介護保険 
小竹雅子著 岩波ブックレット 

来年４月からの介護保険制度の

見直しポイントを解説。介護保険料

や利用料をめぐる課題、利用できる

サービス内容、利用者・介護者・介

護労働者の課題についても紹介。 

 

365-ﾊﾞ 18 歳から考える消費者
と法 坂東俊矢著  
細川幸一著 法律文化社 

18 歳が社会に出るパスポートと

して、自らが消費者であることへの

自覚を促し、生きていくための術と

なる消費者法の知識を解説。 

【職業紹介】 

366-ﾅ-67 理学療法士になるには 

丸山仁司編著 ぺりかん社 第

一線で活躍する人たちの生きた仕

事現場を取材するほか、理学療法士

の世界を、歴史や全体像、将来性も

含めながら解説。 

 

366-ﾅ-97 作業療法士になるには 
濱口豊太編著 ぺりかん社 

第一線で活躍する人たちの生き

た仕事現場を取材するほか、作業療

法士の世界を、歴史や全体像、将来

性も含めながら解説。 
 

366-ﾊ 遊園地・テーマパークで
働く人たち しごとの現場としくみが
わかる!  
橋口佐紀子著 ぺりかん社 

ゲートスタッフ、アトラクション

オペレーター、施設管理、イベント

の企画運営など、遊園地・テーマパ

ークで働くいろいろな職種を紹介。

現場としくみ、実際に働く人たちの

インタビューも掲載する。 

 

【福祉】 369-ﾂ 誰もが幸せな
高齢社会を求めて 高齢者福祉
の原点とこれからの道  
槻谷和夫編著 あけび書房  

誰もが「安心な老後を送りたい」

と願っているが、その実現は困難に

なっている。それはなぜなのか、ど

うしたらいいのか…。「第 8 回社会

福祉の原点と地域密着福祉を考え

る全国シンポジウム in 島根」の内

容を収録する。著者が出雲市内の施

設での実践を紹介。 

【37 教育】 
375-ｿ 時々、“オニの心”が出
る子どもにアプローチ 2 気になる
子に伝わる言葉の“番付表”  
曽山和彦著 明治図書出版  

子どもが時々出す自分勝手な振

る舞い、わがまま等の“オニの心”

を鎮める・鎮め方を教えるアプロー

チとして、複数のカウンセリング理

論・技法をもとに「伝わる言葉」の

かけ方を紹介。 

 

376-ｱ 保育の温もり  
秋田喜代美著 ひかりのくに 

大学教授として保育の場に携わ

ってきた著者が、園や保育者の姿あ

るいは子どもの姿から学んだこと

から折々に考え語ったもの。 

 

376-ｺ 保育とは何か  
近藤幹生著 岩波新書 

財政難のあおりや度重なる政策

変更によって翻弄される保育の現

場。「待ったなし」の問題で、何を

優先すべきなのか。乳幼児期保育・

教育の現状を歴史の中から見直し、

あるべき保育像を模索する。 

 

376-ﾐ 地域を変える高校生た
ち 市民とのフォーラムからボラン
ティア、まちづくりへ  
宮下与兵衛ほか編著 
かもがわ出版  

コミュニティーカフェ、かしてつ

応援団、丘のまち美瑛の美化運動…。

長野、茨城、北海道の高校の生徒た

ちの地域活動報告。高校生が地域に

入り、市民の中で成長してきたドラ

マを紹介する。 

 

377-ﾏ 大学生活の迷い方  
女子寮ドタバタ日記  

蒔田直子編著 岩波ジュニア新書 

京都にある同志社大学の女子寮、

松蔭寮。そこで三十数年、悩み多き

寮生たちに寄り添ってきた寮母さ

んが、寮で暮らした人たちが寄せた

文章とともに綴る、不器用な生き方

のすすめ。 

 

【風俗・習慣】382-ｱ 里の時間 
芥川仁著 阿部直美著  
岩波新書 

古来、素朴な自然が残る日本各地

の集落を訪ね、自然と共につつまし

やかに暮らす人びとの日々の営み、

身近にある「幸せ」の姿をさり気な

い写真、飾り気ない言葉で伝える。 
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三刀屋高校図書館 

♪もう、いくつ寝ると～♪ 師走を迎え、今年も残り少なくなりました。 

いろいろなことがありましたね。あたなにとってどんな一年でしたか？  

自分のことも、世の中のことも振り返ってみる時期。 

新しい年への願いをこめて過ごしましょう。 

年末年始は勉強や楽しいことやお手伝いに忙しい時ですが、 

本を読む時間もぜひ作って、読みそびれた本にも挑戦して 

みてくださいね。 

冬休み用の本選び、お手伝いしますよ。ｂｙ司書  

2014 年を思い出そう！ 

本を読んで振り返ってみましょう。 

 

★消費税が５％から８％に 

345-ｻ『ちゃんとわかる消費税 

３％の増税。17 年 4 月からはさらな 

る増税が待っています。みんなが払う消 

費税のしくみを知っておこう！ 

 

★2040 年若年女性の人口 5 割減 

334-マ 『地方消滅』益田寛也著 

８９６の市町村が消える前に何をすべ

きか。 

東京一極集中が招く人口急減を衝撃の

データとともに考える。 

  



 

【４ 自然科学 41 数学】 
407-ﾀﾞ 理系の子 高校生科学
オリンピックの青春  
ジュディ・ダットン著 文春文庫 
「核融合炉」の製作に挑んだ少年、

自閉症をもついとこのため教育プ

ログラムを生み出した少女…。世界

中の優れた理科の自由研究が集ま

る、高校生の科学オリンピック「イ

ンテル国際学生科学フェア」の参加

者たちの実話を紹介。 

 
410-ﾕ 数学ガール  
結城浩著 ソフトバンククリエイティブ 

高校時代、数学を通して関わった

彼女たちを、僕は決して忘れない。

数学は、時を越える-。「僕」の心を

ときめかす、数式と 2 人の少女。オ

イラー生誕 300 年にささげる魅惑

の数学物語。 

 

412-ｼ フェルマーの最終定理 
サイモン・シン著 新潮文庫  

１７世紀、ひとりの数学者が謎に

満ちた言葉を残した。あまりにも有

名になったこの数学界最大の超難

問「フェルマーの最終定理」への挑

戦が始まったが―。天才数学者ワイ

ルズの完全証明に至る波乱のドラ

マを軸に、３世紀に及ぶ数学者たち

の苦闘を描く、感動の数学ノンフィ

クション。 

 

【48 動物 49 医学】 
481-ﾃﾞ 動物の見ている世界  

仕掛絵本図鑑  
ギヨーム・デュプラ著 創元社  

猫はひどい近眼、馬と牛は真正面

がよく見えない…。動物や昆虫の目

に世界はどのようにうつっている

のかが、めくりを開くと一目で分か

る、大判視覚絵本。 

 
490-ﾇ 移植医療   
橳島次郎 出河雅彦共著 
岩波新書  

団塊世代の多くが75歳以上にな

る 2025 年。高齢でもひとりで、

自宅で医療や介護を利用しながら

暮らすには? 欧州各国の在宅ケア

の現場を訪問した著者が未来にい

かせる知恵を探るとともに、日本各 

地の新たな実践を紹介。 

 

498-ｳ 上野千鶴子が聞く小笠
原先生、ひとりで家で死ねますか?
上野千鶴子著 小笠原文雄著 
朝日新聞出版  

おひとりさまは誰が看取るのか? 

お金はいくらあればよいか? 「在宅

ひとり死」を願う上野千鶴子の 67

の質問に、がんの在宅看取り率

95%を実践する医師の小笠原文雄

が、実例をまじえて答える。 

 

498-ｷ 医療の選択  
桐野高明著 岩波新書  

より良い医療を維持発展させて

いくために求められる条件とは何

か。日本の医療が直面する問題につ

いて、医療費、国民皆保険制度、超

高齢社会、薬剤、治療法など、さま

ざまな角度から論点を示し、その選

択の道を考察する。 

 

【工業】 585-ｻ 紙つなげ! 
彼らが本の紙を造っている  
再生・日本製紙石巻工場  

佐々涼子著 早川書房  

東日本大震災で被災した日本製

紙・石巻工場。機能は全停止し、従

業員でさえ復旧は無理だと考えた。

しかし工場長は半年での復興を宣

言。その日から、彼らの闘いは始ま

った…。奇跡の工場再生を描いたノ

ンフィクション。 

 

【61 農業  64 畜産 67 商業】 
612-ｼ 食と農でつなぐ 福島から 
塩谷弘康著 岩崎由美子著  
岩波新書 

避難の疲弊、帰還への希望と絶望、

賠償や除染の迷走が生活を繰り返

し分断する中で、福島の女性農業者

たちが取り戻そうと挑み続けるの

は、食と農がつなぐ信頼の関係。手

探りの 3 年間をふりかえり、3・11

後の社会を照らす。 

 

645-ｵ ぶた にく  
大西暢夫写真・文 幻冬舎エデュ
ケーション  

お米や野菜は、どうやって育つか

を知っている。でも、ぶた肉がどう

やって食卓へあがるのかは知らな

い。鹿児島のある豚舎を追った、ド

キュメンタリー写真絵本。 

 

645-ﾑ いのちの花 捨てられた
犬と猫の魂を花に変えた私たちの
物語 向井愛実著 WAVE 出版 

知っていますか? 年間 10 万頭

以上の犬や猫が、人間の身勝手な理

由で殺処分され、その犬や猫の骨は、

ゴミとして扱われ捨てられている

ことを-。そんな不幸な動物を救い

たいと願い、立ち上がった女子高生

たちの真実のお話です。 

 

675-ﾏ 日本発!世界のヒット商品
毎日新聞経済部編 毎日新聞社 

サリーを洗える全自動洗濯機、聖

地メッカを指し示す腕時計…。日本

企業が世界の暮らしに合わせて開

発した商品の数々。柔軟な発想と

“おもてなしの心”で、新たな市場

を切り開いた成功例を満載!  

 

【７芸術 726 絵本】 
713-ﾀ 思い通りにできる!根付の
彫り方 道具の使い方から、多くの
作例を使いわかりやすく根付彫刻
の楽しさを伝授  
田中俊キ著 誠文堂新光社  

石見根付の伝統を守る著者の根

付作品の写真を掲載するとともに、

根付の彫り方を初心者にもわかり

やすく基本から解説。根付の歴史や、

名工・清水巌を紹介した資料も収録。 

 

726-ﾏ ちいさなあなたへ  
アリスン・マギーぶん ピーター・レ
イノルズえ  主婦の友社  

親でいることの幸福、喜び、不安、

痛み、そして子どもへの思い-。普

遍の真実がシンプルな言葉で語り

つくされる。すべてのおかあさんと

その子どもたちに贈る、母であるこ

とのすべてがつまった絵本。 

 

726-ﾖ ぼくのニセモノをつくるには 
ヨシタケシンスケ作 ブロンズ新社 

自分のニセモノになってもらお

うと、ロボットに自分について教え

始めたぼくは…。 

自分を知るってめ

んどうだけど、おも

しろい!ヨシタケシ

ンスケの発想えほ

ん第 2 弾。 

見返しに絵あり。 

 

【913 日本の小説】 
913-ｱ キャロリング  

有川浩著 幻冬舎  

倒産が決まった会社で働く、元恋

人たち。両親が離婚しそうな小学生

男子。心優しい、チンピラたち。ク

リスマスにもたらされる、ささやか

な奇跡の連鎖。有川浩最新刊。 

 
913-ｲ 株価暴落  
池井戸潤著 文春文庫 

巨大スーパー・一風堂を襲った連

続爆破事件。企業テロを示唆する犯

行声明に株価は暴落、一風堂の巨額

支援要請をめぐって、銀行内部で対

立が起こる。一方、警察の捜査で、

一風堂の強引な経営が事件のカギ

に……。傑作金融エンタテイメント。 
 

913-ｲ 死神うどんカフェ 1 号店  
1 杯目  2 杯目 

石川宏千花著 講談社 
ガール・ミーツ・死神!? 体は蘇

生したけれど、心は死んだまま。そ

んな希子が出会ったのは、死神がは

じめたうどんカフェだった-。そこ

で働く訳あり店員たちと希子の青

春グラフィティ。 

 

913-ｳ 鹿の王 上・下 
上橋菜穂子著 KADOKAWA 

帝国から故郷を守るため、絶望的

な戦いを繰り広げた戦士団の頭ヴ

ァンは岩塩鉱に囚われていた。ある

夜、不思議な犬たちが岩塩鉱を襲い、

謎の病が発生する。その隙に逃げ出

したヴァンは幼子を拾い、ユナと名

付け、育てるが…。 

 

913-ｶ ぼくの守る星  
神田茜著 集英社  

ディスレクシア(読み書き困難症)

を抱える中 2 の翔。クラスで一番勉

強ができないけれど、翔には大切な

友だちがいて…。命が愛おしくなる、

成長と再生の物語を全 6 編収録し

た連作短編集。 

 

913-ﾂ 家族シアター  
辻村深月著 講談社  

ぶつかり合うのは、近いから。家

族は、ややこしくも愛おしい-。7

つの「わが家」でおきた、忘れられ

ない 7 つの物語。 

913-ﾅ 僕は小説が書けない 
中村航著 中田永一著 
KADOKAWA  

生まれながらに不幸を引き寄せ

てしまう光太郎。高校で文芸部に入

った彼は、個性的なメンバーにもま

れながら、小説の書き方、自分の生

き方を模索していく。2 人の人気作

家による合作青春小説。 

 

913-ﾆ 掟上今日子の備忘録 
西尾維新著 講談社  

掟上今日子、またの名を忘却探偵。

すべてを 1 日で忘れる彼女は、事件

を(ほぼ)即日解決。あらゆる事件に

巻き込まれ、常に犯人として疑われ

てしまう不遇の青年・隠館厄介は今

日も探偵を呼ぶ-。忘却探偵シリー

ズ第 1 弾。 

 

913-ﾊ 帰宅部ボーイズ  
はらだみずき著 幻冬舎  

真っすぐ家に帰って何が悪い! サ

ッカー部でも野球部でも不良でも

ないオレたちにだって、汗と涙の青

春はあるのだ…。ケンカ、初恋、友

情、そして別れ。帰宅部ボーイズた

ちのちょっぴり切ないきらめきの

日々を綴る青春小説。 

 

913-ﾊ 退出ゲーム  
初野晴著 角川書店  

穂村チカ、廃部寸前の弱小吹奏楽

部のフルート奏者。上条ハルタ、チ

カの幼なじみのホルン奏者。音楽教

師・草壁先生の指導のもと、吹奏楽

の“甲子園”普門館を夢見る２人に、

難題がふりかかる。化学部から盗ま

れた劇薬の行方、六面全部が白いル

ービックキューブの謎、演劇部との

即興劇対決…。２人の推理が冴える、

青春ミステリの決定版、“ハルチカ”

シリーズ第１弾。 

 

913-ﾐ 物語のおわり  
湊かなえ著  朝日新聞出版 

妊娠 3 か月で癌が発覚した智子、

娘のアメリカ行きを反対する木水

…。迷いを抱えた人々が向かった先

は、北海道。旅の途中で手渡された

のは、未完の小説だった。そして本

当の結末とは……。 

 

 

【914 日本のエッセイ】 
914-ｶ 1%の力  
鎌田實著  河出書房新社  

自分、自分、自分、の時代。今こそ

誰かのための「1%の力」が必要だ。

みんなが 1%生き方を変えるだけ

で、個人も社会も幸福になる-。1%

が人生を変えた、本当にあった話を

集めて紹介する。 

 

914-ﾋ 跳びはねる思考 会話
のできない自閉症の僕が考えてい
ること  
東田直樹著 イースト・プレス  

たとえ、うまく話せなくても、心

には、言葉を持っているのです-。

重度自閉症の著者が「生きる」こと

の本質を鋭く、清冽な言葉でとらえ

た珠玉の一冊。 

 

 

 

 

 

2014 年を思い出そう！ 

本を読んで振り返ってみましょう。 

 

★エボラ出血熱拡大 ６千人が死亡 

936-ﾌﾟ 『ホット・ゾーン』 

「エボラ出血熱」制圧に命を懸け人々 

1967 年～1993 年に起きた出来事を

書いたノンフィクション。出版されて

から 20 年。今回の流行で、復刊。 

 

★ノーベル賞・物理学賞を青色 LED 

の研究で日本人 3 人が受賞！ 

507-ﾅ『考える力、やり抜く力  

私の方法』 中村修二著 

20 世紀中には絶対無理といわれた

夢の高輝度青色発光ダイオード”を開

発。この発明は世界の照明やディスプ

レイに革新をもたらした。徳島県の中

小企業の研究者から米国大学教授へ

転身をした中村先生の頑張れる方法。 

 

★ノーベル平和賞を 17 歳のマララ

さんが受賞 

289-ﾕ 『わたしはマララ』  

 女性が教育を受ける権利を訴えて、

イスラム武装勢力に銃撃された 16 歳

の少女も手記。国連でのスピーチ「一

人の子ども、ひとりの教師、一冊の本、

そして一本のペンが世界を変える」も

全文掲載  

 


