
図書委員会より 
 学園祭の古本市の収益は２３５０円でした。
JRC 部を通して東日本大震災の復興募金に
寄付します。ご協力ありがとうございました。 

 
カブト虫観察日記より 

今年のカブトムシはオス 3 匹、メス 9 匹。 
夏の間たくさん昆虫ゼリーを食べ、元気に過
ごしていたが、夏の終わりとともに数が減っ
ていった。学園祭ごろには最後のメスが逝き、
9 月 11 日現在、最後のオスが頑張って生きて
いる。1 年間楽しませてくれて、ありがとう。
これからは 2 世の誕生を祈りながら空っぽに
なったケースをしばらく眺めようと思う。 

 

 
 
【第一/情報・メディア】 
007-ｼ IT は人を幸せにしない 21 世紀
の幸福論     志村史夫著 ワニ・プラス 

ほんとうにITって必要なのですか? 真の

幸せとは何か、豊かさとは何かを考えさせ

る現代の幸福論。半導体研究の第一人者で

あった著者が、自らの人生観を交えながら、

IT 社会の弊害を説く。 

 

【学研/人文】291-ｶ ニッポン景観論  
アレックス・カー著  集英社新書 

日本の伝統的な景観が壊されて行く様子

を、国際的な目線で見続けてきた著者によ

るヴィジュアル文明批評。醜悪な建築、過

剰な看板などの写真を掲載して景観が破壊

される構造を論じ、美しい景観を取り戻す

ための提言を行う。 

 

【第一/日本語・日本人】 
361-ｶ 日本人とは何か  
加藤周一著 講談社学術文庫 

日本人とは何か。われわれはいったい何

を望み、何でありたいのか。長い西欧体験

に磨き抜かれた知性が、鋭い洞察力を駆使

して日本人の有り様に迫り、将来のあるべ

き方向を模索した日本人論 8 篇。 

 

【学研/社会学】367-ﾔ 「家族」難民  
生涯未婚率 25%社会の衝撃  

山田昌弘著 朝日新聞出版 
このままでは、年間 20 万人以上が孤立

死する!? 「パラサイト・シングル」「婚活」

などの言葉で社会動向を先取りしてきた社

会学者が、未婚化・単身化が進む日本の未

来に警鐘をならす。久保田裕之との対談も

収録。 

 

【学研/福祉】369-ｼ 認知症と長寿社会  
信濃毎日新聞取材班著講談社 

介護する家族、自宅介護と施設の受け入

れ、研究と臨床の最前線、高齢者を包み込

むまちづくり-。「認知症と社会」の問題を

克明に取材。 

 

【学研/教育】 
377-ｶ イギリスの大学・ニッポンの大学 
カレッジ、チュートリアル、エリート教育 
苅谷剛彦著 中央公論新社 

ワールドクラスの大学の中で、オックス

フォード大学がその先頭集団を走る秘訣は

何か? 同大で教壇に立つ元東大教授が、中

世以来の伝統的教育を報告し、日本の大学

が抱える課題を検証する。 

 

【学研/医療】490-ｲ 話を聞かない医師 
思いが言えない患者  
磯部光章著 集英社新書 

医療現場でのトラブルは患者と医師のコ

ミュニケーション不全に起因するものが多

い。患者は医師にどう心配事を伝えたらよ

いか、医師は患者の思いをどう汲み取るか。

長年、臨床と医学教育に携わってきた医師

が具体的に提言する。 

 

【第一/心理・思想・哲学】 
493-ﾀ 「こころ」の本質とは何か  

統合失調症・自閉症・不登校のふしぎ 
滝川一広著 筑摩新書 

「こころ」の病気はけっして異常ではな

く、人間の「こころ」の本質のある現れと

して把握する。こうした立場から統合失調

症、自閉症、不登校という 3 つの不思議を

取り上げ、「個性」でありながら「共同的」

でもある「こころ」の本質に迫る。 

 

【学研/ノンジャンル】 
914-ｱ 学生時代にやらなくてもいい 20
のこと  朝井リョウ著 文藝春秋 

理解不能の授業、つぶれるバイト先、迫

り来る就活…。大学生作家だった朝井リョ

ウの、華やかな看板の裏で繰り広げられた

東奔西走の日々を綴る。 

 
【学研/福祉】  916-ﾋ  風になる  

自閉症の僕が生きていく風景 
東田直樹著 ビッグイシュー日本 
通常の会話はほとんどできないという重

度の自閉症者である作家・東田直樹が、自

閉症として生きるなかで、見えている風景

を綴る。 

【３ 社会科学 
304-ｲ-6  知らないと恥をかく世界の大問
題 6 21 世紀の曲がり角。世界はどこへ
向かうのか?  池上彰著  角川新書 

宗教、経済、資源…世界は大きな転換期

を迎えている。深まる混沌と対立。解決の

糸口を見いだせるのか? 戦後 70 年、阪神・

淡路大震災、地下鉄サリン事件から 20 年

の節目に、21 世紀のあるべき世界の姿を考

える。 

 

【318 行政】 
318-ｵ 集落再生 「限界集落」のゆくえ 
大西隆ほか共著  ぎょうせい  

人口減少や高齢化などで、中山間地域の

多くの集落が「限界集落」になっている。

一筋縄ではいかない集落問題を様々な角度

から分析し、問題解決の糸口を見出す。 

 

318-ﾀ ローマ法王に米を食べさせた男 
過疎の村を救ったスーパー公務員は何を
したか? 高野誠鮮著 講談社+α新書  

ローマ法王御用達米に認定、エルメスの

書道家に米袋のデザインを依頼、自然栽培

米で新時代の農家を育成…。過疎の村を限

界集落から脱却させた市役所職員のアイデ

ィアを紹介する。放映中 TV ドラマ『ナポ

レオンの村』原案本。 

 

【366 職業案内】 
366-ﾏ 工場で働く人たち  しごとの現
場としくみがわかる!  
松井大助著 ぺりかん社 

食品工場の充塡・包装、自動車工場の部

品取り付け、自動車工場の購買、トイレ工

場の製品成形など、工場で働くいろいろな

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。 

 

366-ﾅ-142  観光ガイドになるには     
中村正人著 ぺりかん社 

現役の添乗員や通訳ガイドの生きた仕事

現場を取材するほか、通訳案内士、添乗員

の成り立ちや社会での役割、将来性を解説。

適性や心構え、資格や進路なども紹介する。 

 

366-ﾅ-25 自動車整備士になるには    
広田民郎著 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、自動車整備士の世界を、

歴史や仕事の実際、生活と収入、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する。 

 
【367 高齢者問題、家族問題】 
367-ｶ 老人に冷たい国・日本 「貧困と
社会的孤立」の現実  
河合克義著 光文社新書 

貧困と孤立問題について研究してきた著

者が、全国各地で実施した地域調査の中で

明らかになった事実に基づいて、高齢者、

とりわけひとり暮らし高齢者の貧困と孤立

の実態を分析し、問題解決の方向を考える。 

 

367-ｻ 大学で大人気の先生が語る 
<恋愛>と<結婚>の人間学  

佐藤剛史著 岩波ジュニア新書  
「婚学」の授業が大学で人気の著者による、

若い世代に向けた結婚の本。結婚にまつわ

る現状と問題、パートナーを選ぶ際に考え 

 

ておくべきこと、子どもが欲しい

のであれば知っておくべきこと、離婚の現

実などについて語る。 

 

【軍事】392-ｵ 日本人が知らない集団
的自衛権    小川和久著 文春新書 

日本は集団的自衛権で国を守れるのか? 

「自衛隊が戦争に巻き込まれる」といった

批判は本当なのか? 国防をめぐる素朴な疑

問について、安全保障のスペシャリストが

わかりやすく解説する。 

 

【４自然科学 42 物理 46 生物】 
404-ﾖ 文系の壁  

理系の対話で人間社会をとらえ直す 
養老孟司著 PHP 新書 

理系は言葉ではなく、論理で通じ合う。

解剖学者・養老孟司が、言葉、現実、社会、

科学研究において、多くの文系の意識外に

あるような概念を理系の知性と語り合う。 

 

426-ｶ 暮らしを支える「熱」の科学 ヒー
トテックやチルド冷蔵、ヒートパイプを生んだ
熱の技術を総まとめ!  
梶川武信著 SB クリエイティブ 

なぜ体温が必要なのか? 備長炭で焼くと

おいしくなる理由は? 富士山山頂でごはん

は炊けるの? あらゆる分野で「縁の下の力

もち」の働きをしている熱について、分野

別に素朴な疑問をわかりやすく解き明かす。 

 

460-ﾌ 遺伝子はダメなあなたを愛してる 
福岡伸一著 朝日新聞出版 

生活のふとした場面でわきおこるささや

かな疑問や、職場や家庭で遭遇するさまざ

まな悩みに、生物学者の福岡伸一が答える。 

秋の夜空を楽しもう  

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。

今年の中秋の名月（旧暦の 8 月 15 日）は 9 月 27 日です。翌日の 28 日は月がとても大

きく見えるスーパームーンです。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。温かくして夜空を眺めてみませんか。夜

空観測の参考になる本を図書館入口に展示しています。他にも「芸術の秋」を意識して、

「芸術的な○○な本」と題した展示をガラスケースにしています。見てくださいね。ｂｙ司書 

図書館だより 
H27－№6 

平成 2７年 9 月 1４日発行 
三刀屋高校図書館 

 

小論文コーナの新入り本 ～学研、第一小論 Net おすすめの本～ 

＊＊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 

9 月 10 日の人権・同和教育 SHR
で紹介された絵本 

 
369-ﾌ えほん障害者権利条約 
ふじい かつのり作 里 圭絵 
汐文社 
 2006 年に国連で生まれ、世界中で

広がり、時を経て 2014 年に日本へや

ってきた障害者権利条約。条約の内容

や日本に受け入れられるまでのいきさ

つなども、描かれています。条約がき

ちんと守られたら世の中はどうなるの

でしょうか。障害者権利条約の大切

さ・めざす社会をやさしく紹介します。 

  



【話題の芥川賞・直木賞受賞作】 
913-ﾊ スクラップ・アンド・ビルド 
羽田圭介著 文藝春秋  

「早う死にたか」 毎日のようにぼや

く祖父の願いをかなえてあげようと、と

もに暮らす孫の健斗は、ある計画を思い

つく…。閉塞感の中に可笑しみ漂う、新

しい家族小説。 

『火花』は図書館にあります。 

 

913-ﾋ 流（りゅう）  
東山彰良著 講談社  

1975 年、偉大なる総統の死の直後、

愛すべき祖父は何者かに殺された。17

歳。無軌道に生きるわたしには、まだそ

の意味はわからなかった。大陸から台

湾、そして日本へ。歴史に刻まれた、一

家の流浪と決断の軌跡。 
 

【48 昆虫 49 医学】 
484-ﾉ カタツムリの謎 日本になんと 800
種!コンクリートをかじって栄養補給!? 
野島智司著 誠文堂新光社 

誰もがなんとなく知っている生き物であ

りながら、じつに謎の多いカタツムリにつ

いて、基本的な生態から、最新の研究によ

って明らかになった新事実までを紹介。 

 

490-ﾄ 在宅ホスピスノート 
徳永進著 講談社  

鳥取市内にホスピスケアのある有床診療

所「野の花診療所」を開設し、病棟と在宅

の両方でホスピスケアを実践している著者

が、診療所の日々の記録を綴る。 

 

490-ﾄ 野の花あったか話 
徳永進著 岩波書店  

生きている。ここで、そこで、一人ひと

りがあったかい-。人の老いと病い、死に向

かう姿を見つめ続けて 40 年の医師が診た、

見た、聴いた、生きるあったかエピソード

120 話を収録。『朝日新聞』中国地方版連

載を単行本化。 

 

【5 工業 技術 環境問題 596 料理】 
504-ﾏ ヤモリの指から不思議なテープ 
自然に学んだすごい!技術  
松田素子文 江口絵理文 石田秀輝監修 
西澤真樹子絵 アリス館  

ヤモリはなぜ、壁や天井を歩き回れるの

か? なぜだろうと考え、諦めずに問い続け

た結果、粘着テープやロボットが開発され

た。自然に学ぶ技術、ネイチャーテクノロ

ジーを紹介。 

 

517-ｷ 「流域地図」の作り方 川から地
球を考える 岸由二著  筑摩書房 

近所の川の水の流れを追って「流域地図」

を作ってみよう。すると、大地の連なりか

ら、都市と自然の共存まで見えてくる。流

域地図を手がかりとして、地域の自然の保

全や、災害への対策、地球的規模の環境問

題などを考える。 

 
519-ｲ 里海資本論  
日本社会は「共生の原理」で動く  
井上恭介著 NHK「里海」取材班著 
角川 one テーマ新書  

一集落、一都市、一地域を超え、山と海

をつなげて社会・経済圏を構築する力を提

供する「里海資本論」。瀬戸内海生まれ日本

発の概念を紹介する。日本の未来を明るく

変える一冊。 

596-ﾊ はじめてのキャラ弁 忙しい朝で
も、かわいいお弁当がスグ作れる!  学研 

冷凍保存テクを使って、手間も食材もム

ダなくラクに作ろう! 動物、お人形、乗り物、

季節をテーマにしたキャラクター弁当 45

品と、手作り冷凍おかず 82 品を紹介。 

 

596-ﾜ 461 個の弁当は、親父と息子の
男の約束。  
渡辺俊美著 マガジンハウス  

二日酔いの朝も、早出の朝も…。弁当慣

れしない父が、毎朝高校生の息子につくっ

た弁当 461 食。著者と息子が過ごした弁当

にまつわる日々のことを綴る。秘伝の調味

料、特製おかずのレシピなど、弁当作りの

極意も満載。 

 

【観光】689-ｽ 稼げる観光  
地方が生き残り潤うための知恵  

鈴木俊博著 ポプラ社  

地方創生の鍵は「観光」にある。「葉っぱ

ビジネス」草創期に「いろどりコミュニテ

ィ」を提案するなど、地方や企業を蘇らせ

てきた著者が、地方が生き残る観光を育て

る具体策を紹介する。 

 

【726 漫画 絵本】 
726-ｼ ライフタイム  

いきものたちの一生と数字  
ローラ・M.シェーファーぶん クリストファー・
サイラス・ニールえ 福岡伸一やくポプラ社 

一生の間に、トナカイの角は 10 回生え

かわる…。生きものたちの一生に隠された

数字の不思議を、グラフィカルなイラスト

で紹介する科学絵本 

 

726-ｽ-28 ちはやふる 28 
末次由紀著 講談社  

太一の退部後、自らもかるたから離れて

いた千早に新から届いた 1 通のメール。そ

こには千早と太一、二人と同じ場所で会う

ためにチームを作るという決意が込められ

ていた。思いに突き動かされ、千早が向か

った先は……。 

 

726-ﾋ かくかくしかじか 全 5 巻 
東村アキコ著 集英社  

少女まんが家の自伝。夢みたあの頃を描

くドラマチック・メモリーズ。絵を描くこ

とのすさまじさを描く。 

 

726-ﾋ あの子  
ひぐちともこさく・え 解放出版社  
「あの子といっしょにおらんほうがええで」 

あの子をめぐるうわさは広がっていく。理

不尽なうわさを断つための一言が言えます

か? 「それって、ほんまにほんまやの? な

ー、あの子と話してみたらいいやん」。 

 
726-ﾐ-35 水木しげる漫画大全集 035 
ゲゲゲの鬼太郎 7 死神大戦記他 
水木しげる著 講談社  

水木しげるの全時代の漫画作品を完全網

羅した全集。035 は、1970 年〜1974 年

発表の異色展開の後日譚「その後のゲゲゲ

の鬼太郎」と、続く長編「死神大戦記」を

収録。デーモン閣下による解説も収載。 

 
【７８スポーツ】 
783-ｺ  野球ノートに書いた甲子園 1 
高校野球ドットコム編集部著 ベストセラーズ 

激戦・神奈川県を勝ち抜いた辞書より厚

い野球ノート、日本一練習時間が短い高校

の「日本一、心をもった日誌」…。全国各

地の高校野球部を取材し、球児たちの野球

ノートと成長の足跡を紹介。 

 
【913 日本の小説】 

913-ｱ 海に降る  
朱野帰子著 幻冬舎  

潜水調査船パイロットを目指す天谷深雪。

深海に棲む未確認巨大生物を追い求める高

峰浩二。わけありのふたりを待ち受けてい

たのは…。海洋研究開発機構全面協力によ

る長編小説。2015 年 10 月スタートの連

続ドラマの原作。 

 

913-ｲ 死神うどんカフェ 1 号店 5 杯目 
石川宏千花著 講談社  

須磨さんが秘める死神への初恋、目黒先

輩がいざなう「男女ペア」のパーティー、

そして月太朗の魂が見せる最後の輝き…。

生と死に翻弄される、訳あり店員たちと希

子の青春グラフィティ第 5 弾。 

 

913-ｵ 虫のお知らせ  
おのりえん作 秋山あゆ子絵 理論社 

都会から、緑濃く虫の多い田舎に引っ越

してきた、よりさん 6 人家族。二十四節気

の「芒種」から「白露」にかけて、豊かな

自然との付き合い方を不思議な虫との交流

を通して学んでいく。素敵な虫と人とのフ

ァンタジー。 

 

913-ｷ ちょっと今から仕事やめてくる  
北川恵海著 メディアワークス文庫 

ブラック企業でこき使われる隆を事故か

ら救った男、ヤマモト。なぜか親切な彼の

名前で検索したら、激務で鬱になり自殺し

た男のニュースが。スカッとできて最後は

泣ける、すべての働く人たちに贈る人生応

援ストーリー。 

 

913-ﾀ 海街 diary 映画ノベライズ版 
吉田秋生原作 是枝裕和監督・脚本  
高瀬ゆのか著 小学館文庫 

家を捨て出ていった父の葬式で、三姉妹

は腹違いの妹に出会う。おとな以上に気丈

な異母妹すずに、長女の幸は一緒に暮らそ

うと声をかけ…。人気コミックスを実写化

した 2015 年 6 月公開映画のノベライズ。 

 

913-ﾅ 世界の果てのこどもたち 
中脇初枝著 講談社  

戦時中、親とともに満洲にやってきた珠

子は、朝鮮人の美子と、恵まれた家庭で育

った茉莉と出会い、友情で結ばれる。しか

し終戦が訪れ、3 人は日本と中国で、別々

の人生を歩むことに…。 

 

913-ﾆ 漁港の肉子ちゃん  
西加奈子著 幻冬舎文庫  

男にだまされた母・肉子ちゃんと一緒に

流れ着いた北の町。太っていて不細工で、

明るい肉子ちゃん。キクりんは、そんなお

母さんが最近少し恥ずかしい…。港町に生

きる肉子ちゃん母娘と人々の息づかいを活

き活きと描く。ピース・又吉さんオススメ！ 

 

913-ﾆ 黄泉坂案内人  
仁木英之著 角川文庫 

タクシー運転手の速人は、現世とあの世

の狭間に漂うという「入日村」に迷い込む。

現世に戻れなくなった速人は、村で出会っ

た少女・彩葉と共に魂の「未練」を解く仕

事を始める羽目に…。 

 

☆913-ﾆ  猫物語 黒  
西尾維新著 講談社  

完全無欠の委員長、羽川翼。阿良々木暦

の命の恩人である彼女は、ゴールデンウィ

ーク初日、1 匹の猫に魅せられた…。封印

された「悪夢の 9 日間」が今、その姿をあ

らわにする! 人が獣に変化する、怪異の物語。 

 

☆913-ﾆ  猫物語 白  
西尾維新著 講談社  

「君がため、産み落とされたバケモノだ」 

完全無欠の委員長、羽川翼は 2 学期の初日、

1 頭の虎に、睨まれた。それは空しい独白

で、届く宛のない告白…。予測不能の「化

物語」シリーズ新章。 

 

913-ﾎﾞ 冒険の森へ 傑作小説大全 
集英社  

ジャンルを越え、小説の面白さを追求す

るアンソロジー。 

17 私がふたり  

17 は、東野圭吾「分身」、船戸与一「メ

ビウスの時の刻」ほか、短編やショートシ

ョート&ショートストーリーを収録する。 

5 極限の彼方  

5 は、新田次郎「八甲田山死の彷徨」な

ど長編 2 編、ショートストーリー4 編、短

編 6 編を収録する。夢枕獏の解説、 

 

913-ﾏ-1 探偵の探偵 1  
松岡圭祐著 講談社文庫 

現在放映中のドラマの原作。探偵の紗崎

玲奈。探偵のすべてを知りたい、しかし探

偵にはなりたくないという彼女の希望を汲

んだ調査会社社長・須磨は、彼女を探偵を

追う“対探偵課”の探偵として抜擢し…。 

 

913-ﾕ あまからカルテット  
柚木麻子著 文春文庫 

恋の悩みも仕事のストレスも、女の友情

でおいしく解決! ピアノ講師の咲子、編集者

の薫子、美容部員の満里子、料理上手な由

香子。仲良し女子のコミカル・ミステリー。 

 

【エッセイ】 914-ﾑ  村上さんのところ  
村上春樹答えるひと フジモトマサル絵 
新潮社  

相談サイト『村上さんのところ』で、村

上春樹が答えた中から名問答を厳選。日常

のお悩みから、生き方まで、迷ったら何度

でも読み返したい「人生の常備薬」。 


