
 
図書委員会企画 
読書週間イベントの 

ご案内 
 

その１．手作りＯＰコンテスト 
本の魅力を紹介するＰＯＰのコンテストです。 

応募作品は昇降口に掲示していますので、  

「コレ！」と思った作品に 
ぜひ票してください。 

(投票は 12 日まで) 
投票で上位 3 位を表彰します。and 

投票してくれた皆さんの中から１０名に 

「何か素敵なもの」をプレゼントします。 

みなさんの参加をお待ちしています！ 

 

その２．古雑誌市  

11 月１２日(水)昼休みと放課後 

図書館にある雑誌の保存期間がすぎた 

ものを無料で差し上げます。 

引換券１枚で３冊と交換します!!  

対象は昨年 8 月～今年 7 月まで出た雑誌 

・Nummber ・スクリーン ・Moe  

・ナショナルジオグラフィック・Non・no  

・オレンジページ ・What’s  IN 

 

１１/１２ 
古雑誌市 

雑誌引換券 
1 枚で雑誌 

３冊と交換 

 

 
 
弁護士  『猫弁』 大山淳子著 

天才弁護士・百瀬太郎は猫だらけの事

務所で人と猫の幸せを考えている。持ち込ま

れるのは、身近な出来事なのに難題ばかり。

笑って泣けて、頼りになる弁護士の物語。 

 
理髪師 『床屋さんへちょっと』 

 山本幸久著 
 誠実に働き続けてきた男の人生を中心に、

娘や家族との関係を歴史さかのぼりながら

描く。節目で床屋がいい仕事をする。 

 

イルカの飼育員 

『水族館ガール』 木宮条太郎著 

 市役所から異動で水族館イルカ課へ出向

した由香。イルカはかわいいけど働くのは大

変！水族館の舞台裏がわかる物語。 

 

清掃 『モップガール』 加藤実秋著 
 求人広告に誘われ、就職した先は、事

件・事故現場の後始末が専門の清掃会社

だった。わけあり現場をプロの力で掃除する。 

 

 

 

警察官  『警官の貌』  今野敏  

誉田哲也 福田和代 貫井徳郎著 

個人の尊厳と社会秩序のため、働く警察

官の姿を ４人の作家が描く。 

 
先生  『青い鳥』 重松 清著 

村内先生は中学の非常勤講師。国語教

師なのに吃音を持つ先生の、一番大切な

仕事は、ただ「そばにいること」。いじめ、自

殺、学級崩壊、児童虐待……子どもたちの

孤独にそっと寄り添う姿を描く。 

 

冠婚葬祭 

『本日は大安なり』 辻村深月著 
 １１月２２日、大安。４組の結婚式を控える

式場で、プランナーの多香子。次々に起こる

ハプニングに結婚式は大混乱！結婚式場

の仕事がわかります。 

 

『おくりびと』 小山薫堂著 
 映画『おくりびと』で知られるようになった納

棺という職業を紹介。  

「紙上お仕事体験」特集 その３ 

 いろんな職業が舞台の小説を読んで「仕事」を体験しよう！ 

【読書】 019-ﾃﾞ 本の「使い方」  

1 万冊を血肉にした方法  
出口治明著 KADOKAWA 

本を読むときは、1 行たりとも読

み飛ばしてはいけない。何かを学ぶ

なら、厚い本→薄い本の順。「自分

の頭で考える力」をつけるための読

書法を、超一流の読書家が具体的に

説き明かす。 

 

【論文】041-ｲ この思いを聞いて
ほしい! 10 代のメッセージ  
池田香代子編著 岩波ジュニア新書 

平和・核兵器の廃絶、災害ボラン

ティア、同性愛、子どもの貧困…。

オバマ大統領への手紙や手記、スピ

ーチなど、それぞれ困難な課題に向

きあう10代の若い人びとのことば

を紹介。 

 

【哲学】114-ｲ 特別授業“死”
について話そう  
伊沢正名ほか著 河出書房新社 

誰も死んだことはないけれど、正

面切って考えてみた。社会を知り、

自分自身を知り、この世の中で生き

て行くために-。生きることの難し

さに直面する 10 代におくる、全

18 教科、豪華教授陣の“死”につ

いての特別授業。 

 

【生き方】 
159-ｸ 明日は、どうしてくるの?  
栗田亘著  講談社 

勉強ができない、友達がいない、

死ぬのが怖い…。悩むのは、みな同

じ。著者が今まで読んできた古今東

西の名著の文章を手がかりに、人生

の悩みにどう向き合えばいいのか、

考え方の糸口を示す。 

 

【歴史】 
209-ｷ 二〇世紀の歴史 
木畑洋一著 岩波新書  

アフリカの分割、植民地の拡大、

二度の世界大戦、冷戦の激化、独立

抵抗運動の広がり。帝国世界の形成

から解体まで、「長い二〇世紀」と

いう視角から、現代につながる歴史

の大きな流れを描く、大胆果敢な世

界史の試み。 

 

210-ﾀ おどろきの東京縄文人 
瀧井宏臣著 講談社  

東京のどまんなかで大量の人骨

を発見。刑事や考古学者が集まって

調べたところ、正体は「縄文人骨」

だった! 東京縄文人のナゾに迫り、

「復顔プロジェクト」の様子を紹介。 

 

 

 

 
 
289-ﾗ ヘレン・ケラーのかぎりな
い夢 見る・聞く・話す・読む・書く・
学ぶ夢に挑戦した生涯 
ドリーン・ラパポート文   国土社 

目も見えず、耳も聞こえず、こと

ばも話せず、闇と沈黙の世界に暮ら

していたヘレン・ケラー。夢の実現

に向けて挑戦しつづけたその力づ

よい生涯を、ヘレンの希望に満ちた

ことばでつづる。見返しに点字アル

ファベット表あり。 
 

378-ﾋ 自閉症の僕が跳びはね
る理由 会話のできない中学生が
つづる内なる心  

東田直樹著 エスコアール出版部 
自閉症の人の独特の話し方はど

うして? すぐに返事をしないのは 

 

 

 

なぜ? 自閉症の子どもの多くは自

分の気持ちを表現する手段を持ち

ません。自閉の世界は、みんなから

見れば謎だらけ。自閉症の著者が綴

る、自閉症の人の心の中を明らかに。 

 

378-ﾋ-2  自閉症の僕が跳びは
ねる理由 続 会話のできない高
校生がたどる心の軌跡  
東田直樹著 エスコアール出版部 

こだわりはやめられませんか? 

どのような援助をして欲しいです

か? 2007 年刊「自閉症の僕が跳び

はねる理由」から 3 年、高校生にな

った著者が、自閉症について 60 以

上の質問に答える。 

 

 

 

 

 

916-ﾋ この地球(ほし)にすんで
いる僕の仲間たちへ 12 歳の僕が
知っている自閉の世界  
東田直樹著 東田美紀著  
エスコアール出版部  

自閉という障がいを持つ著者が

一般の人に向けて書いたばかりで

なく、同じ障がいを持つ仲間たちへ

のメッセージでもある。本文では、

障がいを持つ本人でなければ分か

らないようなことについても書い

ている。 

後半は、母親が子育ての記録や、

障がいを持つ子どもの親としての

思いをつづる。本人のパソコンでの

執筆風景や、本人が自閉という障が

いがよく分かるような映像を収録

した DVD も付属。 

 

 

493-ﾎ まさか発達障害だったな
んて 「困った人」と呼ばれつづけて 
星野仁彦著 さかもと未明著 
PHP 研究所  

「変わった子」といじめられて育

ち、その原因に気づかないまま職場

や家庭の「困った人」に。さかもと

氏もそうだった。家族に否認されて

きた彼女は、最近、発達障害の専門

医である星野氏と出会い、ＡＤＨＤ

を合併したアスペルガーと診断さ

れた。悩み抜いた者にとって、それ

は驚きであり福音だった。本書では、

宣告された本人による幼少期から

今日までの独白、それを聞いて病名

を下した医師の見立てを紙上で再

現した。発達障害は「治せる」。心

の病をタブー視する社会の空気を

変え、苦しむ人たちの救いとなるべ

くつづる。 

H2６ - №9 
平成 26 年 11 月 7 日 

三刀屋高校図書館 

読書週間終盤！読書を楽しんでますか？ 

 まわりの山々も紅葉が始まってきました。秋色にそまったら、 

人の温かさが伝わってくる本が特に恋しくなります。あなたの心をほっこ

りさせてくれる本に出会えたでしょうか？図書委員会では皆さんにもっ

と本に親しんでもらいたくて、読書週間のイベントを実施中です。 

手作り POP を展示しています。投票にぜひ参加してくださいね。 

読書週間は 9 日までですが、読書の習慣はずっと続けましょうね。 

夜更かしはおすすめしませんが、風邪をひかないように暖かくして、 

本を読む時間を持ってもらえたらうれしいです。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  ●学研小論文対策必読 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊障がいを持つ人が自分の障がいを語る＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 



 

 
 
 
 
 
 

【３１ 政治 ３３ 経済 ３４ 財政】 
310-ﾖ  政治のキホン 100 
吉田文和著 岩波ジュニア新書 

政治の基本的な考え方から、政治

家や官僚、国会と政党、内閣や財政、

地方政治に選挙まで、16 テーマを

見開き 1 話の読み切りで解説する

全 100 話。 

 

●316-ｴ  監視カメラ社会  
もうプライバシーは存在しない 

江下雅之著 講談社  

銀行、コンビニ、エレベータ、駅、

道路…。街はカメラであふれている。

国家レベルで構成されている監視

システムの全貌を解説！そのなか

で個人はどう対処すべきか。 

 

319-ﾐ 奇跡はつばさに乗って 
源和子著  講談社  

60 年以上前、ひとりの少女が自

分の死と向き合いながら折った千

羽鶴は、国境や時代をこえて羽ばた

き続ける。1945 年 8 月 6 日の広

島と、2001 年 9 月 11 日のニュ

ーヨークの悲劇をいのりでつなぐ、

千羽鶴をめぐる物語。 

 

334-ﾏ 地方消滅  
東京一極集中が招く人口急減 

増田寛也編著 中公新書  

このままでは 896 の自治体が消

滅しかねない。若者が子育て環境の

悪い東京圏へ移動し続け、人口減少

社会に突入。日本の未来図を描き出

し、地方に人々が留まり、希望どお

りに子どもを持てる社会へ変わる

ための戦略を考える。 

 

345-ｻ ちゃんとわかる消費税 
斎藤貴男著 河出書房新社  

政治家はウソをつき、マスコミは

黙りこむ。国民が騙され続ける「悪

魔の税制」の問題点とは? ジャーナ

リストの著者が、なぜ今、消費税を

増税するのか、本当の理由を教える。 

 

 

【36４ 社会保障 366 職業案内】 
364-ｺ 日本の年金  
駒村康平著 岩波新書  

少子高齢化が急激に進んでいる

日本で、年金制度はどうなっていく

のだろうか。国民・基礎年金、厚生

年金の現状、近年の年金見直しを解

説し、喫緊の課題を明らかにすると

同時に、年金の役割や社会保障制度

のこれからを考える。 

 

366-ﾌ 農業者という生き方 
藤井久子著 ぺりかん社 

二宮金次郎、青木昆陽、船津伝次

平…。自然と向き合い土とともに生

きた10人の偉人たちの青春時代の

エピソードを中心に、志望のきっか

け、夢見たこと、乗りこえた壁など

を取り上げ、職業人の資質やライフ

コースをさぐる。 

 

【幼児教育】 
379-ｸ 智頭町森のようちえんま
るたんぼう 空と大地と太陽と 
熊谷京子ほか写真 西村早栄子
文章 森のようちえんまるたんぼう 

鳥取県南東部に位置する智頭の

美しい自然のなかで、子どもたちの

興味や関心を尊重した保育を行う

「智頭町森のようちえんまるたん

ぼう」の様子を収めた写真集。 

 

【49 医学】 
490-ﾄ 野の花ホスピスだより 
徳永進著    新潮文庫  

死に向かう人生の最終章で、人は

何を思い、どのような言葉を口にす

るのか? 鳥取市にある、わずか 19

床の小さなホスピス「野の花診療所」

のカントリー・ドクター(田舎医者)

が、日々の診療風景から生きる哲学

を導き出す。 

 

498-ﾔ 泥だらけのカルテ  
家族のもとに遺体を帰しつづけ

る歯科医が見たものは?  
柳原三佳著 講談社  

すべてを奪い去った 3・11 の津

波。みずからも被災しながら、泥だ

らけのカルテを必死でひろい集め、

多くの犠牲者の身元確認作業に取

り組み、地域の復興のために汗を流

してきた歯科医師の 3 年間を追う。 

 

【５ 工学 技術 59 家政】 
507-ﾅ 考える力、やり抜く力私
の方法 中村修二著 三笠書房 

ノーベル賞を受賞した中村氏の

自伝。20 世紀中には絶対無理、と

言われた夢の「高輝度青色発光ダイ

オード」を開発、世界の常識を破っ

た「ナカムラ・マジック」。夢を実

現する人生哲学を語る。 

 

588-ﾜ 田舎のパン屋が見つけ
た「腐る経済」  
渡邉格著  講談社 

お金中心の「腐らない」経済から、

発酵を繰り返す「腐る」経済へ。「不

思議なパン屋」が起こす、静かな革

命とは。祖父と父の教え、田舎の自

然の恵み、古民家に棲みつく天然菌

…。すべてが一つになった奇跡のパ

ンの物語。 

 

590-ｻ 5 アンペア生活をやって
みた   斎藤健一郎著  
岩波ジュニア新書  

電力会社がつくる電気に極力頼

らない生活をしたい-。東日本大震

災をきっかけに、エアコンや電子レ

ンジなど身の回りにあふれる家電

製品と決別して始めた節電生活と、

創意と工夫で手に入れた豊かで人

間らしい生き方を伝える。 

 

【林業】 ●654-ｲ 世 界 の 森 林
破壊を追う 緑と人の歴史と未来 
石弘之著  朝日新聞社  

もはや全地表の 3 割ほどに減っ

た森林。破壊の一方で、惨状から立

ち直り見事な森林再生に成功した

国もある。世界中の森を自分の目で

見てまわった著者が、世界 11 カ国

の森林破壊の歴史を追い、再生への

道筋をさぐる。 

 

726-ｽ-26 ちはやふる 26  
末次由紀著 講談社  

５連覇して引退を公言してきた

周防に新は自分が来年倒しに来る

と宣言。どよめきに包まれる会場で、

周防は新に 1 年の猶予を与えたの

だった。そんな二人の姿に立ち尽く

す太一は、翌日開催の高松宮杯大会

で新と対戦し……。揺るぎない決意、

果てしなき挑戦を誓った者たちが、

新しい一年が始まる！ 

【78 スポーツ  81 日本語】 
●780-ﾋ  スポーツマンシップを
考える 広瀬一郎著 小学館 

誰もが知っているようで意味を

知らない、スポーツの本質を物語る

言葉「スポーツマンシップ」。この

キーワードを解明し、スポーツを通

して「生きる力」を身につけよう。 

 

815-ﾔ 敬語サクッとノート  
すぐに使えて、きちんと伝わる  
山岸弘子監修 永岡書店  

例文を読むだけで“大人の敬語”

がサクッと身につく! 日常生活やビ

ジネスシーンで遭遇するさまざま

な場面ごとに、間違った言葉づかい

と、正しい敬語フレーズを紹介。敬

語を使いこなすためのポイントも

解説。 

 

●816-ｺ ワークで覚える小論文頻
出テーマジャンル別キーワード 93 
近藤千洋編著 桐原書店  
 
【911 詩歌  913 日本の小説】 

911-ﾎ 回転ドアは、順番に 
穂村弘著  東直子著 筑摩文庫 

ある春の日に出会って、ある春の

日に別れるまでの、恋愛問答歌。短

歌と、そこに添えられた詩のような

断章で、男と女、ふたりの想いがつ

づられる。紡ぎ出された言葉のひと

つひとつが、絡み合い、濃密な時間

を作り上げていく。短歌界注目のふ

たりによる、かつてないほどスリリ

ングで熱い言葉の恋愛。 

 

913-ｱ この部屋で君と  
朝井リョウほか著 新潮文庫 

腐れ縁の恋人たち、趣味の似た女

の子同士、傷心の青年と少女、出張

先の先輩と後輩、住みついた妖怪と

僕…。気鋭の作家 8 人がさまざまな

シチュエーションを詰め込んだ、ひ

とつ屋根の下アンソロジー。 

 

913-ｲ 都会のアリス  
石井睦美作 岩崎書店 

商社勤めで海外出張の多い母、父

は家で芝居の稽古ばかり。わたしは

「おうちの人」と将来の相談をした

いのに…。13 歳の少女が人生の選

択にむきあう姿を「不思議の国のア

リス」に重ねた応援メッセージ。 

913-ｸ 私立霊界高校 1 
NOBUNAGA 降臨 
楠木誠一郎著 講談社  

20XX 年、私立霊界高校に突如現

れたのは、バサラ姿に身を包んだ織

田信長だった。セレブで、かつ「視

える」能力者ばかりの学園を舞台に、

肉食 BL 系の信長が美少女 JK と草

食男子を巻き込み、「本能寺の変」

の首謀者を探す! 

 

913-ｺ 青の調査ファイル  
今野敏著  講談社文庫 

心霊テレビ番組の収録中、スタッ

フが首を骨折して死亡した。密室で

の出来事は事故死と処理されかけ

たが、警視庁科学特捜班は殺人の可

能性を追う。スタッフ間の反目、霊

能者、タレントらの人間関係が入り

組む事件の真相は―。警察小説の名

手が放つ、ＳＴ文書担当の青山翔が

活躍する「色」シリーズ第１弾。 

 

913-ｼﾞ 坂東蛍子、日常に飽き
飽き 神西亜樹著 新潮文庫 

容姿端麗、学業優秀、運動万能な

がら、道を歩けば事件に当たる女子

高生、坂東蛍子。だが彼女自身は、

無邪気に暢気に黄金の青春を謳歌

し、人生という大海原を自由気まま

に航海する。天上天下唯我独尊、疾

風怒涛の女子高生譚。 

 

913-ﾀ 四人組がいた。  
高村薫著  文藝春秋 

村の老人 4 人組の元には不思議

な来客ばかり。タヌキのアイドルに、

はたまたキャベツの大行進。最後に

は閻魔様まで-。ニッポンの偉大な

田舎から今を風刺する著者初めて

のユーモア小説。 

 

913-ﾂ 太陽の坐る場所  
辻村深月著 文春文庫  

高校卒業から十年。元同級生たち

の話題は、人気女優となったキョウ

コのこと。クラス会に欠席を続ける

彼女を呼び出そうと、それぞれの思

惑を胸に画策する男女たちだが、一

人また一人と連絡を絶ってゆく。あ

の頃の出来事が原因なのか…？教

室内の悪意や痛み、十年後の葛藤、

挫折そして希望を鮮やかに描く。 

 

913-ﾋ 風のささやき  
介護する人への 13 の話  

姫野カオルコ著 角川文庫 
著者が遭遇した実話をもとに綴

る、介護する人のささやき。心に沁

みる愛と哀しみの全１３話。介護す

る人の言葉にできない心の叫びが

あふれている。 

 

913-ﾐ 子どもに語る日本の神
話  三浦佑之訳 茨木啓子再話 
山崎香文子挿絵  こぐま社 

古事記研究の第一人者とベテラ

ンの語り手が、子どもが耳で聞いて

楽しめるように「古事記」を再話。

「国のはじまり」「天の岩屋」「稲羽

の白ウサギ」など、全 10 篇を収録

する。読み聞かせに最適な書。 

 

【914 エッセイ】 
914-ﾑ 曲り角のその先に  

村岡花子エッセイ集  
村岡花子著 河出書房新社 

「赤毛のアン」の翻訳者として今

なお日本の少女たちの心に力強い

メッセージを送りつづける村岡花

子。今を生きる私たちに寄り添う、

明日への勇気と希望にみちたエッ

セイ集。 

 

【936 英米のルポルタージュ】 
936-ﾌﾟ ホット・ゾーン 「エボラ
出血熱」制圧に命を懸けた人々 
リチャード・プレストン著 高見浩訳
飛鳥新社  

そのウイルスに感染した人間は、

目、鼻、口、体中のあらゆる孔から

出血し「崩壊」する-。エボラ出血

熱とは何か。1967〜93 年にかけ

て起きた、恐怖のウイルスとの闘い

を描いたノンフィクション。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

館内の展示より 
「小泉八雲 没後１１０年」 

 明治の文豪・小泉八雲（ラフカデ
ィオ・ハーン、1950～1904）はギ
リシャで生まれ、アイルランドで育
った。1890 年に来日。約１年を松
江市で英語教師として過ごし、松江
での生活で感じたことを『日本の面
影』に書いている。また小泉セツと
出会い、結婚。セツから聞いた、昔
話に興味を持ち、まとめたのが『怪
談』。ほかにも曾孫の凡さんの『怪談
四代記』と合わせてどうぞ❤❤ 


