
★課題研究キーワード調べの   

最初の一歩を助ける百科事典などの

関連本がブックトラックにまとめて、カウンタ

ー前にあります。利用してね。 

キーワードをつかんだら、関連分類の書架へも

行ってみよう。 

 

★郷土資料コーナーのパンフレット、リーフ

レットが充実しました。 

 島根のこと、雲南のことを知るきっかけにし

てほしくて集めました。面白い情報が満載！ 

 

●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…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’ｓ IN？…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 

２４１２３冊 

０総記 1198 

１哲学 741 

２歴史 2547 

３社会科学 3455 

４自然科学 2282 

５技術 1041 

６産業 360 

７芸術 2560 

８言語 857 

９文学 9082 

H26 年度に 

入った本    ７３３冊 

除籍した本   ４７６冊 

 
★置いてある新聞★ 

朝日新聞、山陰中央新報、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 
 

「図書館からのお知らせ」を出します
ので、カウンターで見せて下さい。 
有効期限は７日。お早目に！ 

 図    書   館   案   内  

 
    

H２7－№１ 

三刀屋高校図書館 

平成２７年４月１７日発行 

 
 

図書館は学校生活の応援団！使いたおしてください！ 
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、自分の目指すところに向かって毎日の勉強や活動に

積極的に取り組んでいるところだと思います。そんな皆さんを図書館は応援していきます。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・渡部 

 
★「朝の読書」始まります。 

２、３年生は４月２０日(月)から、 

１年生は３０日(木)からです。 

読む「本」を用意してください。 

（マンガや雑誌は除く） 

学級文庫も設置しますので、教室内

で利用してください。 

朝、登校したら、席について静か

に本の世界を味わってください。 

 

図書館からのお知らせ 
 

裏面に新しく入った本の紹介があります。本選びの参考にしてね♡ 

 



＊新着図書紹介＊ ラベルの番号  書名  著者名  出版社 内容 の順で書いてあります。 

 
019-ｵ 「処方せん」的読書術  
心を強くする読み方、選び方、使い方  

奥野 宜之著 角川one テーマ 21  
「読書」とは、鎮静剤であり、気付け薬だ! ス

トレスフルな現代を乗り越えるため、これまで

のような「速読」でも「多読」でもない、全く

新しい「メンタルに効かせる」読書術を紹介。 

 
019-ﾋ 差がつく読書  
樋口 裕一著 角川one テーマ 21 

最後まで読み終えなくてもいい、わからない

漢字や単語があってもいい。「文章のプロ」が初

めて明かす、最小限の手間で教養が高まる効率

的な読書法。 

 

１59-ﾀ あえて、つながらない生き方 
高野 登著 ポプラ新書 

SNSなどを通じて接点をもちやすいが、つな

がっているという実感を得にくい時代。「選択す

る勇気」「断ち切る勇気」をもってこそ真の人間

関係を築くことができるという著者が、その具

体的な方法を提案する。 

 

210-ﾀ 私が伝えたい日本現代史 １934-1960 

210-ﾀ 私が伝えたい日本現代史 １960-2014 

田原聡一朗著 ポプラ新書  

満州事変、日中戦争、真珠湾攻撃、ポツダム

宣言受諾、吉田茂の真実、岸信介のねらい。沖

縄返還、ロッキード事件、リクルート事件、バ

ブル崩壊、未曾有の大不況、安倍政権の今後…。

小学校5 年生の時に終戦を迎えたジャーナリス

ト・田原総一朗が、自らの体験や調査・取材を

もとに、日本の現代史を説く。 

 

337-ｲ お金で世界が見えてくる！ 
池上 彰著 ちくま新書  

お金を見れば、世界の動きは一目でわかる! ド

ルの秘密、ユーロの本質、円と社会の関わり…。

仮想通貨ビットコインなど、世界のお金を徹底

解説。 

 

361-ﾓ 友だちは永遠じゃない  
社会学でつながりを考える   

森 真一著 ちくまプリマー新書 
凝り固まって息苦しいように感じられる人間

関係や社会も、「一時的協力理論」というフィル

ターを通すとちょっと違った成立の姿が見えて

くる。そんな社会の像や、そこに見いだせる可

能性を考える。 

 

365-ﾅ 「空き家」が蝕む日本  
長嶋 修著 ポプラ新書 

戦後、長きにわたって続けられた新築偏重の

住宅政策の矛盾が、全国的な「空き家問題」と

なって噴出した。人口問題、エネルギー問題な

どからむ住宅問題から日本の未来を考える。 

 

366-ｱ これだけは知っておきたい働き方
の教科書   
安藤 至大著 ちくま新書  

私たちはなぜこんな働き方をしているのか、

いつまでこんな働き方を続けるのか。働くこと

の構造・現状・未来・対策を具体的に解説。 

 

369-ｲ 日本の大課題子どもの貧困 
社会的養護の現場から考える   

池上 彰編 ちくま新書  
社会が大きく変化するなかで、「家庭」で育つ

ことができない子どもが増えている。「子どもの

貧困」の本質を映しだす児童養護施設の現場か

ら、問題の実態をレポートし、その課題と展望

を明快に描く。 

 

369-ｼ 貧困の中の子ども 希望って何ですか？  
下野新聞子どもの希望取材班著 ポプラ新書 

「トイレのない家」に暮らすきょうだい、母

親に捨てられた少女、父親を亡くした高校生…。

弱い立場の子どもたちに光を当て、可視化され

にくい貧困の現状をあぶり出し、解決策を探る。 

 

 

402-ｶ 「研究室」に行ってみた。 
川端 裕人著 ちくまプリマー新書 

砂漠のリアルムシキングから宇宙輸送の巨大

なアイディアまで。研究者たちにインタビュー

し、研究の内容や研究のエピソードを伝える。 

 

404-ﾑ 科学は未来をひらく  
村上陽一郎ほか著 ちくまプリマー新書 

生き物や人間はどうして生きているんだろ

う? 科学は長い時間をかけて、それらの疑問を

考え続けている。第一線で活躍する著者たちが、

科学の奥深い世界に誘う。読書案内も掲載。 

 

495-ﾆ 出生前診断  
西山 深雪著 ちくま新書  

出生前診断とはどういう検査か、何がわかる

のか。どのような考え方・心構えで検査にのぞ

めばいいのか。出生前診断にまつわる事実を客

観的に解説し、診断を受けるかを迷う人々に、

考え方に応じた指針を与える。 

 

501-ﾀ ご当地電力はじめました！ 
高橋 真樹著 岩波ジュニア新書 

地域の電力は自分たちでつくる! 長野県飯田

市のソーラーなど各地でさまざまな工夫をこら

した、市民主導の「ご当地電力」を紹介する。 

 

526-ｱ 駅をデザインする  
赤瀬 達三著 ちくま新書  
案内表示のデザイン思想とはいかなるものか、

日本の空間・サイン整備の歴史をたどりつつ論

じ、現在の日本と海外の駅を比較。混迷を深め

る日本の公共空間を批判的に検討し、利用者本

位の、交通システムのあるべき姿を展望する。 

 

591-ﾐ シアワセなお金の使い方 
南野 忠晴著 岩波ジュニア新書  

家庭科に軸足をおきながら、南野流「シアワ

セなお金の使い方」を、10 代の日常にそって講

義する。賢い消費者になる知恵、経済的自立に

必要な力も身につく。 

601-ﾀ 「ご当地もの」と日本人  
田村 秀著 祥伝社新書  

B 級グルメ、ゆるキャラ、ローカルアイドル

…。日本人はなぜ「ご当地もの」にこれほどま

で魅力を感じるのか。その理由を探るとともに、

ご当地ものの魅力を世界に向けて発信する方法

を考える。 

 

674-ｱ キャラクター・パワー 
ゆるキャラから国家ブランディングまで 
青木 貞茂著 ＮＨＫ出版新書 

いまや日本社会全体に浸透しているキャラク

ター文化。その秘密はどこにあるのか? 自身も

「キャラクター依存」を告白する著者が、空前

のブームから日本文化の深層に分け入り、キャ

ラクターが持つ本質的な力を浮き彫りにする。 

 

816-ｶ 伝えるための教科書  
川井 龍介著 岩波ジュニア新書  

実用的な文書で大切なのは、なにより相手に

伝わること。伝わる文書を書くための心得とし

て6 つの要点を挙げたうえで、その心得をもと

に、依頼や謝罪などの具体的なケースごとに例

文を示して、文書のつくり方を考える。 

 

816-ﾋ 型で習得！中高生からの文章術 
樋口 裕一著 ちくまプリマー新書 

型どおりに書くのが、文章を上手に書く最大

の秘訣! 小論文・作文・読書感想文・自己PR書

など、学校や受験で必要なあらゆる種類の文章

を簡単に上手に書くコツを、「小論文の神様」が

伝授。 

 

816-ﾓ 「私」を伝える文章作法 
森下 育彦著 ちくまプリマー新書 

答えは自分の中にしかない。記憶の引き出し

から「私」を形作っているものを見つけ出そう-。

ちょっとした工夫と準備で誰でも身に付く、自

分らしく、自分の言葉で「書く」方法を伝授。 

 

❤春休み前に借りた本の返却期限は 

過ぎています。 

まだ返していない人は早く返しましょう。 
  

 

さあ、 
新書を 
読もう！ 


