
夏休み前に 
借りた本は 
返却期限が 
かなり過ぎて 
いますよ。 
早く返しましょう。 

 

 

366-ﾔ  

新聞社・出版社で働く人たち 

しごとの現場としくみがわかる!   

山下久猛著 ぺりかん社 

スポーツ記者、校閲記者、販売局

員、書籍編集者、出版社の営業など、

新聞社・出版社で働くいろいろな職

種を紹介。新聞社・出版社の現場と

しくみ、実際に働く人たちのインタ

ビューも掲載。 

 

402-ﾅ 南極日和 

 極地を「仕事」にする人たち 

「南極日和」制作班著  

実業之日本社  

あなたにとって南極とは? 南極

で観測する人たちや、観測を支える

人たちからのメッセージを紹介。 

南極観測についても解説。 

 

651-ﾔ 林業男子  

いまの森、100 年先の森  

山崎真由子著 山と溪谷社 

木を育て伐る、木を加工し売る、伝

統の技を受け継ぐなど、木の世界には

魅力あふれる人々がいっぱい! 革新す

る林業業界を担うヒトたちを通して、

林業の「いま」と「これから」を紹介。 

 

601-ﾐ 21 歳男子、過疎の 

山村に住むことにしました  

水柿大地著 岩波ジュニア新書 

8300 枚の棚田の里に輝きが

よみがえってきた。都会から入り

込んだ若者たちが地元の人に学

びながら、棚田の再生、米作りや

炭焼きに取り組む様子を綴る。 

 

仕事の本 

686-ｻ またあなたから買いたい!  

カリスマ新幹線アテンダントの一瞬で心を

つかむ技術   齋藤泉著 徳間書店  

時給払い、2 カ月更新のパートなのに、

なぜ自ら商品開発を提案、実売 14 倍増の

人気商品を生み出せたのか? カリスマ新

幹線アテンダントが、客の潜在的ニーズを

先回りして把握する極意を公開する。 

 

28 伝記 

289-ｱ 熱く生きる  

天野篤著   セブン&アイ出版 

日大医学部を卒業後、どこの医局

にも属さずに腕を磨いてきた心臓

外科医が、天皇陛下の心臓バイパス

手術を執刀した。あえて厳しい道を

歩んだプロフェッショナルが「思い

と情熱の磨き方」「人生の切り拓き

方」を語る。 

 

289-ﾏ 理系アナ桝太一の 

生物部な毎日  

桝太一著  岩波ジュニア新書 

筋トレと登山合宿が必須の「体育

会系」生物部の過酷な日々、デート

とムシ取りの究極の選択、アサリ掘

りで砂にまみれた大学での研究生

活、そして、未知のテレビ業界へ。

人気 No.1 生物オタクアナの「ムシ

熱い」青春記。 

 

3 社会科学 

304-ｳ 街場の共同体論  

内田樹著   潮出版社  

「父親の没落と母親の呪縛」に凍

りつく家族、いじめとモンスターが

跳梁跋扈する学校、一億総こども化

する日本社会…。現代日本の難題を、

人気の論客が歯に衣着せずに論じ

る超楽観的日本絶望論。 

 

 

 

 

 

304-ﾖ 「自分」の壁  

養老孟司著 新潮新書 

「自分探し」なんてムダなこと。

「本当の自分」を探すよりも、「本

物の自信」を育てたほうがいい-。

「バカの壁」から 11 年、養老孟司

が脳、人生、医療、死、情報化社会

等、多様なテーマを語る。 

 

323 憲法 

323-ｳ 憲法主義  

条文には書かれていない本質 

内山奈月著 南野森著   

PHP 新書 

憲法とは何か? 政治を動かして

いるのは誰か? 気鋭の憲法学者・南

野森が、憲法を暗記しているアイド

ル・内山奈月に憲法学を講義。2 日

間の講義のやりとりと、内山が書い

たメモやレポートを収録。 

 

323-ｼ 憲法への招待  

渋谷秀樹著 岩波新書 

24 の問いに答えながら、日本国

憲法の思想と骨格を平明に解説。社

会問題となっている事象と憲法と

の関係をときほぐす、市民のための

憲法入門。 

323-ｽ 憲法読本  

杉原泰雄著 岩波ジュニア新書 

人権保障、権力の民主化、平和主

義など、世界に誇れる現憲法を、基

本から解説。 

 

323-ﾆ 憲法改正の論点  

西修著 文春新書  

戦後の国論を二分してきた憲法

改正議論。世界の憲法動向に精通し

た著者が、国際比較を踏まえ、様々

な新しい権利に対処しうる、この国

の憲法の姿を提起する。 

 

 

367 青少年・家族問題 

367-ｴ ひとりじゃない 自分の

心とからだを大切にするって?  

遠見才希子著 デ ィ ス カ ヴ ァ

ー・トゥエンティワン  

ただ大人の代わりに正しい知識

を説明するだけでは、聞く人の心は

動かせない…。300 校以上の中

学・高校で講演してきた女子医大生

の著者が、自分や友人の体験談など

を本音で語る「性の授業」。 

 

 

 

 

 

367-ｶ 変わる家族と介護  

春日キスヨ著 講談社現代新書 

さまざまな問題を抱えた家族と

の現場での出会い、そこでの出来事

や当事者の語りを通して、また、著

者が日常生活で見聞きした事実を

読み解くかたちで、「無縁社会」時

代の介護を考える。 

 

37 教育 

371-ﾜ 子どもの「10 歳の壁」と

は何か? 乗りこえるための発達心

理学   

渡辺弥生著 光文社新書 

10 歳前後の子どもにおこる大き

な変化を「飛躍の時」として受けと

め、楽しんで見守るために、これま

で明らかにされてきた発達心理学

の様々な知見を、ソーシャル・スキ

ル・トレーニングの手法などを交え

ながら紹介。 

 

379-ｼ 七田式フィンランド・メソ

ッドで「仕事脳」が強くなる本 

七田眞著 イースト・プレス 

OECD の国際学力テストで世界

一になったフィンランドの学習法

を、ビジネスに即効性のあるトレー

ニング法にアレンジ。「七田式マッ

プ思考法」など、大人が自分で考え

る力をつける方法を紹介。 

 

 

 

４自然科学 

410-ﾌ教科書を飛び出した数学  

藤川大祐著  丸善出版 

身近な音楽や鉄道などには数学

があふれている。中学や高校で学ん

だ数学が、私たちの生活や社会とつ

ながっている、なくてはならないも

のであることを解説。 

 

59 手芸・食品 

593-ﾀ 手ぬいで作る! 

おとな可愛いおしゃれ服  

高橋恵美子著 日東書院本社 

フレアーワンピース、スカーフ風

ベスト、V ネックチュニック、ロン

グカーディガン…。はじめての人で

も手ぬいで簡単に作れるように工

夫した、シンプルでやさしい表情の

おとなの定番服を紹介。 

 

596-ｽ 日本全国ご当地スーパ

ー隠れた絶品、見〜つけた!  

菅原佳己著 講談社  

魅惑の沖縄から素朴な東北まで、

主婦兼スーパーマーケット研究家

の著者が、自腹で行脚。各地のスー

パーで実際に購入し、納得した商品

を、購入地別に分類して紹介。 

６ 地域 農業 林業 商業 

611-ﾜ 里山を食いものにしよう 

原価 0 円の暮らし  

和田芳治著  

阪急コミュニケーションズ  

お金よりも大切な“本物の豊かさ”

とは? 広島の山奥に暮らし、里山暮

らしを真の「豊かな暮らし」として

広める活動を行っている著者が、原

価 0 円生活、我が傍流人生がくれた

もの、まちづくり奮戦記、里人の信

条などを綴る。 

 

726 マンガ 

726-ｱ  銀の匙 VOLUME12 

荒川弘著 小学館  

 

726-ｽ-25 ちはやふる 25  

末次由紀著 講談社  

 

726-ﾐ 水木しげる漫画大全集 

 101 神秘家水木しげる伝 

022 貸本版墓場鬼太郎 1 

059 ぽけっとまん他 

084 木槌の誘い 

水木しげる著 講談社 

 

726-ﾖ-6  海街 diary６ 

四月になれば彼女は 

吉田秋生著 小学館  

 

図書館だより 
H26－№6 

平成 26 年 9 月 1２日発行 
三刀屋高校図書館 

秋の夜、自然からの贈り物を楽しみませんか～あかりと音を感じて～ 

学園祭の熱気を落ち着かせるように、暑さも和らぎ、秋らしいさわやかな風が吹くようになりました。 

秋といえば、お月見の季節。9 月 8 日の夜の月を見ましたか？今年の中秋の名月（旧暦の 8 月 15 日,芋名月）でしたよ。 

時間が経つにつれ、月の光が増し、深夜には天上で輝いていました。見逃した人は 10 月 8 日の月（旧暦の 9 月 13 日、栗名

月）をお楽しみに。中秋の名月に負けないくらい美しい月といわれています。 

この季節、月や星空を眺めたり、虫の声に耳をすましてみると、夏バテ気味のカラダやココロがちょっと落ち着きますよ。 

風邪をひかないよう気をつけて試してみてください。ｂｙ司書 
 

 

＊＊新着図書案内 ＊＊分類、書名、著者名、出版社、内容の順 ☆はリクエスト 

       

 



6 月 23 日 

蛹室が縮小。恐る恐る土をどけてみ

た。  ↓オス 2 匹を確認！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 日、オス 1 匹確認。 

7 月 1 日、メス 2 匹確認。 

育てていた 5 匹の幼虫が全部成虫

になった。かわいくて名前をつけた。 

長男 カブ太郎 次男 カブ助 

三男 カブヤ 

長女 カブ子  次女 カブ美 

ベタなネーミングだったかな？ 

 

８月末に、土の中に卵を発見。 

次世代のふ化が期待できる。 

成虫たちは暑い夏をすごし、8 月 20

日ごろから次々と昇天していった。 

現在はカブ助だけ生き残って頑張っ

ている。 

卵がふ化してくれたら、また頑張

って育てるぞ！ 

 

78 スポーツ 

☆780-ｶ あの一瞬 アスリートは

なぜ「奇跡」を起こすのか  

門田隆将著 新潮社 

サッカー、野球、柔道、ボクシン

グ…。魂をふるわせる名勝負に隠さ

れていた人間ドラマとは? アスリ

ートたちの勝敗を分けた“あの一瞬”

にスポットライトをあて、彼らの心

の軌跡と葛藤を追う。 

 

絵本 

726-ｶ ほうれんそうはないてい

ます 鎌田實文 

長谷川義史絵 ポプラ社  

すくすく、すくすく。ほおら、ぼ

くら、こんなに大きくなったよ。で

も、ほうれんそうも、米も、かれい

も、食べてもらえません。あの日、

ナニカが降ってきたから…。原発事

故がもたらす大きな哀しみ、痛みを

伝える絵本。 

 

911-ｱ へいわってすてきだね 

安里有生詩 長谷川義史画 ブロ

ンズ新社  

みんなのこころから、へいわがう

まれるんだね-。2013 年 6 月 23

日、沖縄平和祈念公園での沖縄全戦

没者追悼式で、小学校 1 年生の安里

有生くんが朗読した詩と、長谷川義

史の絵で送る、平和へのメッセージ。 

81 日本語 

810-ﾅ 日本語のニュアンス練

習帳  

中村明著  岩波ジュニア新書 

ピザ vs ピッツァ、好意 vs 厚意、

それぞれどう違う? 発音・文字・こ

とばから文法・敬語・文学表現、そ

して、ことばを選ぶ発想まで、様々

なレベルにおける日本語のニュア

ンスの違いを、100 の Q&A で楽

しく解説する。 

 

☆911-ｽ-4 うた恋い。 4  

超訳百人一首 

杉田圭著  KADOKAWA 

大人気シリーズ第 4 弾！ 

 

９１３ 日本の小説 

913-ｱ 明日の子供たち  

有川浩著  幻冬舎  

想いがつらなり響く時、昨日と違

う明日が待っている! やる気は人一

倍の新任職員、理論派の熱血ベテラ

ン、“問題のない”16 歳、大人びた

17 歳…。児童養護施設を舞台に、

仕事の壁、将来の夢、恋の行方など

を描く。 

 

913-ﾊ 白蓮れんれん  

林真理子著 集英社文庫 

 NHK 朝ドラで話題の歌人・柳原白

蓮の生涯を描く伝記小説。 

 

 

913-ｷ 八月の六日間  

北村薫著  KADOKAWA 

40 歳目前、文芸誌の副編集長を

しているわたしは、人生の不調が重

なったとき、山歩きと出逢った。い

くつもの偶然の巡り合いを経て、心

は次第にほどけていく…。 

 

913-ﾊ 天に星 地に花  

帚木蓬生著 集英社 

幕府に翻弄される庄屋、圧政に苦

しむ百姓、身命を賭して民を守る名

君…。医師を志す大庄屋の次男・庄

十郎が成長していく姿を通して、筑

後平野に息づく、さまざまな人生の

哀歓を描く長編時代小説。 

 

913-ﾌ 初恋は坂道の先へ  

藤石波矢著 KADOKAWA 

一冊の本が届いたある夏の日、恋

人の品子が失踪した。本の贈り主は、

彼女が以前話していた「忘れられな

い初恋相手」なのか? 後半の仕掛け

にうなること間違いなしの、青春小

説×ミステリー。 

 

☆913-ﾑ  女のいない男たち  

村上春樹著 文藝春秋  

舞台俳優・家福は女性ドライバー

みさきを雇う。死んだ妻について、

彼はみさきに少しずつ語り始めた

…。全 6 編の短編を収録する。 

 

 

913-ﾑ 紫の結び 全 3 巻  

源氏物語  

紫式部著 荻原規子訳 理論社 

紫の上を中心に再構築した、新し

い源氏物語。 

 

913-ﾔ ナイト&シャドウ  

柳広司著  講談社  

デモに遭遇したエリート SP・首

藤は、突如暴れ出した男を瞬く間に

制圧し、人質の幼女を助ける。しか

しその現場には、大統領暗殺計画を

示唆する２枚の写真が残され…。 

 

913-ﾔ 修羅走る関ケ原  

山本兼一著 集英社  

慶長 5 年 9 月 15 日、一大決戦

に臨む石田三成と徳川家康。天下を

取る、友情に殉じる、生きて妻のも

とに帰る…。十数万の兵たちの欲が

激突する、血の一日が幕を開けた。 

 

915 紀行 

915-ｲ ニッポン周遊記  

町の見つけ方・歩き方・つくり方 

池内紀著 青土社  

開拓者精神、大利根のほとり、秘

境の発見、海賊志願…。ドイツ文学

者・エッセイストの著者が、独特の

観察眼と楽しみ方で、日本文化の重

層性を再確認する旅へと誘う紀行

エッセイ。 

 

 

916 ルポルタージュ 

916-ｵ シャバはつらいよ  

大野更紗著 ポプラ社 

「生存崖っぷち」の難病女子が、

病院から飛び出した。家族や友達を

頼らずに、どうやって生きる? 知性

とユーモアがほとばしる、命がけの

エンタメ闘病記第 2 弾。 

 

916-ﾌ 99%ありがとう  

ALS にも奪えないもの  

藤田正裕著 ポプラ社 

30 歳のある日、人生が狂った-。

ALS(筋萎縮性側索硬化症)と診断

され、左手指と顔しか動かせなくな

った広告プランナーが綴る喜怒哀

楽の極致、そして希望のメッセージ。 

 

 

 

 

93 英米文学 

930-ｺ 怪談四代記  

八雲のいたずら  

小泉凡著  講談社  

小泉八雲のひ孫で民俗学者の著

者が、カラスの因縁、如意輪観音の

呪い、三途の川、仏壇など、八雲没

後も一族に伝わる怪談、子孫の目の

前で起きる怪異を語り尽くす。 

 

933-ｽ ペナンブラ氏の 24 時間

書店  

ロビン・スローン著 東京創元社  

 奇妙な書店に再就職した青年は、

店内にある謎の本の解読に挑んだ

ことがきっかけで、五百年にも及ぶ

謎を解明する旅に出ることに……

すべての読書好きに贈る冒険と友

情の物語 

 

 

9 月 19 日初めての土の交換  

 
 

←フン 
幼虫は腐葉
土など 
栄養のあるも
のを食べて
大きくなる。 

カブト虫たちの 

一年 
昨年の夏休みに高木先生

からカブト虫の卵をいただ

き、育てていました。毎月、

土を替え、大きさを測った

り、図鑑や飼育の本を参考

初めての飼育に挑戦。 

その記録をまとめてみた。 

* * * * * * *  

卵は米粒くらいの大き

さ、色は白っぽいもの、黄

色っぽいものといろいろ。 

2 週間くらいでふ化して

幼虫になった。 

 

＊冬の間は、動きがにぶかった。 
土の交換と適度な湿り気を与え、乾燥
しないように気をつけた。 
ケースの中でモゴモゴ動く姿を観察。 
 

5 月中旬に 
土の交換時→ 

 
 
 
直後、幼虫の動きが少なくなり、茶色っ
ぽく変色。さなぎになったよう。 
この時期はさなぎの周りには少し空間
（蛹室）ができている。壊れると成虫に
はならないので、動かさないよう慎重に
見守った。 

11 月 19 日、土の交換    

  
一か月分のフン↓ 

 

新たな仲間 
7 月の終わりに高木先生のお

家からオス 2 匹メス 3 匹がやっ

てきた。寄せられた名前から 

大オスは トウヤ  

小オスは コウ  

大メスは サン 

中メスは まつり 

小メスは なつ とつけた。 

このオスの 2 匹は本来は土の

中でさなぎになるところ、土の

上でさなぎとなったが、無事成

虫になった強者(?)なのだ。↓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
こちらのケースでも卵を発見！ 
命をつないでいる❤❤ 

 

 

 

 


