
学研「小論文を書くために読んでおき
たい本２０１６年度入試版」 
（国際系）292-ﾉ アジアの歩き方  
野村進著  講談社新書 

食、危険回避の方法、常識の違い、日本

との関わりなど、アジアの「真実」が見え

てくる! 19 歳のときの初めてのインド旅行

から 4 半世紀、折りに触れアジアを旅し、

アジアについて書いてきた著者の極私的な

旅の手記。 

 

（社会学系） 

361-ﾖ 差別の現在 ヘイトスピーチのあ
る日常から考える  
好井裕明著 平凡社新書 

「人はだれでも差別する可能性をもって

いる」という視点から、ヘイトスピーチ、

ジェンダー、障害者の描かれ方、当事者研

究などを切り口に、多様な差異をもつ他者

と繫がる道を指し示す。 

 

【００７  情報科学】 
007-ﾆ ネット社会の「正義」とは何か 
集合知と新しい民主主義    
西垣通著 KADOKAWA 
オンライン上の「アマチュアの知」を、政

策決定や社会正義をめぐる難問に応用する

にはどうすればよいのか? 公共哲学や政治

思想における近年の議論を再検証し、思考

実験を交えながら新たな「集合知民主主義」

を打ち立てる。 

 

007-ﾐ 情報科学の基礎知識 
宮内ミナミ著 森本喜一郎著 朝倉書店  

コンピュータを使って情報を扱うことの

基礎を解説する入門書。基礎や原理を学ぶ

ことで、コンピュータに特有な性質や方法

を理解し、主体的にコンピュータを使い、

情報を活用できるようになる。 

 

【心理】141-ｴ<自分らしさ>って何だろう? 
自分と向き合う心理学  
榎本博明著 筑摩書房 
第二の誕生、鏡としての他者をもつこと、

自己物語という視点…。心理学者である著

者が、自分らしさと格闘してきた経験と、

自分をめぐる心理学の知見を交えながら、

「自分らしさ」をつかむためのヒントとは。 

 

【国際問題】 
319-ﾗ 戦争するってどんなこと?  
C.ダグラス・ラミス著 平凡社  

軍隊は国や人々を守れるの? それともか

えって危険な存在? 日本はどんな戦争をす

ることになるの? 戦争をすること、しない

ことについて元米国海兵隊員の著者と考え

る。沖縄戦を生き延びた元県知事のインタ

ビューも収録。 

 

【法律】325-ｺ わかる!会社法  
小林英明著 PHP 研究所 

会社の設立から、取締役会の権限、役員

の義務、資本金、決算の流れ、事業の再編

まで。「実際に役立つ」という観点から、実

務に精通した著者が会社法についてわかり

やすくコンパクトに解説する。2014 年の

改正に対応。 

 

 

 

【３３経済】 

330-ｲ 「世界標準」のお金の教養講座 
泉正人著  KADOKAWA 
「お金のことを考えることは人生(自分のキ

ャリア)に向き合うこと」をコンセプトに、

「信用」「価値を見極める能力」「両面思考」

という 3 つを軸にして、将来に渡り通用す

るお金との付き合い方をわかりやすく伝え

る。 

 

331-ﾌ 図説世界を変えた 50 の経済  
マシュー・フォーステイター著 アンナ・パル
マー著  原書房  

この 400 年、経済成長に貢献した 50 の

革新的思想をコンパクトにまとめて解説。

ケインズ、フリードマン、ミルなど、世界

屈指の経済学者をあざやかに描きだし、ま

れにみる聡明な見識と偉大な功績をわかり

やすく紹介する。 

 

332-ﾆ-2015 日経キーワード 
 2015〜2016 日経を読みこなす!  
日経 HR 編集部編著 日経 HR 

日本経済、世界経済、国際情勢、産業・

流通、バイオ・新技術、文化・スポーツな

ど、社会の動きを 16 のトレンドに分類し、

それぞれの傾向を読み解くキーワードと、

その解説を掲載。巻末には索引と資料を収

録する。 

 

 

335-ﾘ 図説世界を変えた 50 のビジネス 
ジョン・リプチンスキ著 原書房  

ビジネス界の瞠目すべき 50 の躍進をコ

ンパクトにまとめ、ていねいに分析・評価。

ロックフェラー、ディズニーなど、世界最

高の実業家たちを人間の歴史の中に位置づ

けながら、そのすぐれたアイディアと偉業

を紹介する。 

 

【３６６ 仕事・働くこと】 
366-ｶ しごととわたし  
梶山ひろみ著 イースト・プレス  

しごと、結婚、家事、子育て…。「世間の

ものさし」や「無言の重圧」から一歩離れ

て、のびやかに人生を謳歌する 12 人の女

性たちの「しごと」や「人生」を紹介。 

 

366-ｶ 真夜中のディズニーで考えた働
く幸せ 鎌田洋著  河出書房新社  

平凡な青年であった著者が、憧れのディ

ズニーの世界で働くことを目指して思い悩

み行動し、働きながら奮闘するエピソード

を通して、仕事と人生、夢と幸せを考える

ためのヒントを紹介する。 

 

366-ｷ 働く!「これで生きる」50 人 

共同通信社編 共同通信社 
人はなぜその仕事を始め、何を思って

日々働いているのだろう。共同通信社の記

者が、普段は目に見えない働く人々の姿を

描いた連載「これで生きる」。 

366-ﾆ 日本の雇用が危ない  
安倍政権「労働規制緩和」批判 

西谷敏著 ほか 旬報社  

解雇特区の創設、有期労働契約の規制緩

和、ジョブ型正社員の制度化…。労働の規

制緩和は、働く人びとに何をもたらすのか? 

安倍政権が強行する雇用・労働における規

制緩和の全体像を解説する。規制改革関連

資料も収録。 

 

【367 家族問題 369 児童福祉】 
367-ﾕ データで読む平成期の家族問
題 四半世紀で昭和とどう変わったか  
湯沢雍彦著 朝日新聞出版 

平成の 25 年間で、日本人の「家族」の

あり方はどう変わったか? 詳細な統計デー

タ、身の上相談、家裁事例などから、家族

をめぐるあらゆる変化を欧米と比較しなが

ら読み解き、平成の家族像を描き出す。 

 

369-ﾆ 子ども白書 2014 
 「子どもを大切にする国」をめざして 発
信する子ども・若者たち 出会いで子どもが
変わる  

日本子どもを守る会編 本の泉社 

いのちと健康・医療・家庭・福祉・司法・

学校・地域・文化など、日本の子どもをめ

ぐる現状を詳細に分析し、全国各地の取り

組みを紹介する。特集では「子ども・若者

フォーラム 2014」の内容と成果をまとめ

る。 

図書館だより
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平成 2７年 10 月 29 日発行 
三刀屋高校図書館 

 
今月は「地域産業研究」の実習や研修旅行があり、いろんなことを経験し、多くの

ことを感じ、考えたとおもいます。その経験や知識を深めるために、関連する職業のこ

とや課題になっている事についての本を読んでみませんか？きっと記憶に残る一冊に

なるでしょう。図書館には職業に関する本がたくさんあり、コーナーにしています。な

るにはシリーズだけでなく、親しみやすい小説で、仕事への理解を深めるコーナーもあ

ります。いろんな職業に関心を持って、自分の未来を想像して下さいね。 

さて、２７日から読書週間が始まりました。今年の標語のように、本はあなたのそば

にあります。世界をめぐって、本に親しんでもらえるとうれしいです。ｂｙ司書 
 

＊＊新着図書案内 ＊＊分類、書名、著者名、出版社、内容の順  

     

今年も読書週間がやってきた！ 

10 月 27 日～11 月 9 日 

今年の標語は  
『いつだって、読書日和」 

 読書週間は戦後まもない 1947 年に「読書

の力によって、平和な文化国家を創ろう」と、

出版社・取次会社・書店と図書館、新聞や放

送のマスコミも一緒になり、アメリカの「チルドレ

ンズ・ブック・ウィーク」にならって始まった。翌

年から今の期間（文化の日をはさんで 2 週間）

となり、講演会や本に関する展示会などイベン

トが行われるようになった。現在、「読書週間」

は日本中に広がり、日本は世界でも特に「本を

読む国民」の国となった。【読書推進運動協議

会 HP より】 

❤ 図書委員会が企画した読書週間イベント ❤ 

その 1 恒例の手づくり POP コンテスト 

その 2 初企画の読んだ本のページ数で勝負！「読書マラソン」 

その 3 恒例の古雑誌市は １１月１１日(水曜日)昼休みと放課後 

詳しくは各クラスの掲示されたポスターを見たり、図書委員にお尋ねください。 

POP コンテストと読書マラソン大会は 11 月末までの企画ですので、焦らず 

どうぞ気長に参加してください。 

古雑誌市に出る雑誌は、  

オレンジぺージ、Number、What’sIN、MOE、ナショナルジオグラフィック、non-no 

の H26 年７月から２７年６月までに出版された号が対象です。 

 

手づくり POP コンテスト応募票 

№       

 

 年  組氏名            

（応募は１１/３０まで） 

 

２７年古雑誌市 引き換え券 

１１月１１日(水) 

昼休み＆放課後 

1 枚で３冊まで 

 
 

 



 

手づくり POP コンテスト応募票 

 

 

２７年古雑誌市 引き換え券 

 

 

 

 

【37 教育】 

375-ｱ タブレットは紙に勝てるのか タブ
レット時代の教育  
赤堀侃司著 ジャムハウス  

紙とパソコンとタブレットは、どこが異

なるのか、どんな効果があり、どこが劣っ

ているのか、どのような影響を与えるのか。

認知研究や実証的・実践的研究を通じ、タ

ブレット時代の教育について考える。 

 

376-ｶ 0 歳〜6 歳子どもの発達と保育
の本  
河原紀子監修・執筆 港区保育を学ぶ会
執筆 学研教育出版  

0 歳〜6 歳を 8 期に分け、生理的機能・

全身運動・手指の操作などの項目別に発達

の特徴を詳しく解説。発達を促す保育実践

やかかわりのポイントもイラスト・写真を

使って説明する。切り取り式の発達表付き。 
 

376-ﾜ 「絶対基礎力」をつける勉強法  
和田秀樹著 瀬谷出版  

大学受験に勝つ「絶対基礎力」を身につ

けるには、目的に合ったベストの参考書で

効率よく勉強すること。より確実に力がつ

く英語・数学の参考書を紹介し、それぞれ

に沿った勉強法を伝授する。 

 

379-ﾑ 図 解 超 記 憶 ! 色 分 け 勉 強 法 
「分ける」だけで「時短」「効率」「理解度」が
アップする   椋木修三著 経済界  

色に「意味」と「役割」を与えると、「復

習力」が格段に身に付き頭の中が整理され

る。1 つのペン先で 2 色が使える「ビート

ルティップデュアルカラー」付き。 

 

【49 医学】 
490-ｲ 医療・福祉に携わる人のための
医療用語辞典  
伊藤典子編 オーム社 

基本的な知識の習得に主眼を置いた医療

用語辞典。医療(解剖・生理、疾患、検査、

治療)、調剤、介護の必須用語をまとめ、わ

かりやすく解説。付録として病院でよく使

う用語や病名略語、カルテによく出る用語

なども収録する。 

 

 
 
 
 
 
 
 

490-ｵ 図説世界を変えた 50 の医学  
スーザン・オールドリッジ著 原書房  

医学において最も影響力のあった 50 の

展開を、コンパクトにまとめて解説。パス

トゥール、ジェラッシ、フレミングなど、

医学史における世界の最重要人物を生き生

きと描きだし、医学の発展をわかりやすく

紹介する。 

 

492-ｶ 生き抜くための整体 カラダとコ
コロのゆるめ方  
片山洋次郎著  河出書房新社  

力を発揮したい時こそ、深い呼吸で身体

の力を抜こう-。独自の整体法の技術を創り

上げてきた著者が、癖やしぐさを観察し、

心のコンディションを整える方法を解説す

る。自分をほぐす 16 のメソッドも紹介。 

 

498-ﾋ 栄養がわかる体によく効く食材
事典 最新版  
廣田孝子監修 学研パブリッシング  

身近な食材を幅広くとりあげ、栄養成分

とその働きを解説。新鮮な食材を選ぶポイ

ント、保存法や食べ合わせ、調理のコツな

ど食材を活かすためのヒントが満載。体の

不調などの症状改善に役立つ栄養素とおす

すめメニューも紹介。 

 

【５工学・技術 519 環境問題】 
509-ｹ-2014 ものづくり白書 2014 年版
経済産業省編 厚生労働省編 文部科学
省編 経済産業調査会  

製造業の発展を支える日本のものづくり

基盤技術の現状と課題のほか、平成 25 年

度のものづくり基盤技術の振興に関して講

じた施策に関する報告をまとめる。 

 

519-ｸ 地球環境の教科書 10 講 
九里徳泰編著 左巻健男編著 平山明彦
編著 東京書籍  

地球環境問題の全体像をつかもう。公害、

温暖化、酸性化、オゾン層破壊、生態系の

危機…。基本的なデータや知識、考え方を

中心に簡潔で丁寧に解説する。環境経営の

章や新しいコラムも追加した新訂版。見返

しに情報あり。 

 

519-ﾆ 地球環境がわかる 自然の一員
としてどう生きていくか エコを考える現代人
必携の入門書  
西岡秀三著 宮崎忠國著 村野健太郎著 
技術評論社 

環境問題が起きる仕組み、自然改変と汚

染の現状、自然を保全してよい環境を作る

ための政策まで、大きくてつかみ所のない

環境問題の全体像を見渡す。エコを考える

現代人のための入門書。 

 

【原発事故】543-ﾀ 全電源喪失の記憶 
 証言・福島第 1 原発-1000 日の真実  
高橋秀樹編著 祥伝社  

福島第一原発事故が最も過酷な経過をた

どった発生からの 5 日間に焦点を当て、関

係者が「何を見て」「何を思ったのか」を、

実名証言により事実に沿って再現する。共

同通信社配信の連載記事に加筆修正し単行

本化。 

 

【６ 産業】602-ﾆ ニッポン産業遺産の旅 
二村悟監修 平凡社  

ようこそ、「産業遺産」をめぐる旅へ! 炭

鉱、製鉄所、巨大ダム、造船所…。日本の

ものづくりの原点をめぐる遺産を紹介する

ほか、日本の産業遺産リスト 100、エッセ

イ「産業遺産の楽しみ方」も掲載。 

 

【61 農業】 
611-ｵ ホームレス農園 命をつなぐ「農」
を作る!若き女性起業家の挑戦 
小島希世子著 河出書房新社  

「ホームレスをファーマーに」を合い言葉

に、貧困問題の解決と農業の再生を目指す! 

若き女性起業家がつづるチャレンジの軌跡。

これまでやってきた“職と農をつなげる”

取り組みについて、活動がもたらす未来像

について語る。 

 

611-ｵ プロフェッショナル農業人 
 “儲かる農業”をどうつくるか  

大澤信一著 東洋経済新報社 
不耕起移植栽培による環境再生農業、有

機栽培の高付加価値な米づくり、首都圏の

平野部で展開する専業農業…。7 人の「農

業の達人」たちのケーススタディから、世

界に負けない高収益農業実現のための指針

を示す。 

 

611-ｶ 儲かる農業論 エネルギー兼業
農家のすすめ  
金子勝著 武本俊彦著 集英社新書 

「農業+小規模発電=エネルギー兼業農家」

が本当の地方創生! 経済学者と、食と農の政

策アナリストが、「儲かる産業」としての農

業のあり方を提言。各地の事例を挙げなが

ら、食料自給率の低下なども解決する道筋

を探る。 

 

615-ｺ 図解でよくわかる植物工場のき
ほん 設備投資・生産コストから、養液栽
培の技術、流通、販売、経営まで 
古在豊樹監修 誠文堂新光社 

新たな農業ビジネスとして注目される植

物工場。その設備投資、養液栽培の技術、

流通、経営など様々な面を、図や写真を用

いてわかりやすく解説。植物工場の歴史や

事例も紹介。 

 

【81 日本語 83 英語】 
813-ｵ 日本語オノマトペ辞典 擬音語・
擬態語 4500  
小野正弘編 小学館  

日本語に特徴的といわれるオノマトペ(擬

音・擬態語)約 4500 語を収録した決定版。

古代から現代までに至る用例を豊富に紹介

し、意味・用法について解説。自然、人間、

事物に大別した「意味分類別さくいん」を

収載。 

 
814-ﾔ 話したい、使いたい心ときめくこと
ばの 12 か月  
山根基世監修 KADOKAWA  

花明り、風薫る、星飛ぶ、錦秋、風花…。

元 NHK アナウンス室長・山根基世さん監修

の、ことば歳時記。毎日の暮らしのなかで

話したい、使いたい、心ときめく全 394 語

を紹介します。 

 
837-ｾ ネイティブが絶句!その英語危な
いです。 「そんなつもりじゃなかった」は通
用しない!  
デイビッド・セイン著 古正佳緒里著    河
出書房新社  

セクハラ・パワハラになること間違いな

し、人種・宗教・文化の違いに無頓着、一

語違いでひどい誤解をさせる…。日本人が

知らずに使っている「危ない英語」を網羅。

気になる用法がひと目でわかる、実践フレ

ーズ集。 

 

【９１３ 日本の小説】 
913-ｼ 名探偵に薔薇を  
城平京著  東京創元文庫 

童話『メルヘン小人地獄』になぞらえて

事件が起きていき･･････。行き詰まる捜査

を後目に招請された名探偵の推理は？ 

913-ﾂ 冷たい校舎の時は止まる 上・下 
辻村深月著 講談社文庫 

雪降るある日、いつも通りに登校したは

ずの学校に閉じ込められた 8 人の高校生。

開かない扉、無人の教室、５時５３分で止

まった時計。凍り付く校舎の中、2 ヶ月前

の学園祭の最中に死んだ同級生のことを思

い出す。でもその名前と顔がわからない。

どうして忘れてしまったんだろう。 

白い雪が降り積もる校舎にチャイムが鳴

ったそのとき、止まったはずの時計が動き

出した。薄れていった記憶、その理由は？ 

 

【ルポ】916-ｱ 手のひらから広がる未来  
ヘレン・ケラーになった女子大生  

荒美有紀著 朝日新聞出版 
大学 4 年生の春、病気がもとで聴力と視

力を失った著者。絶望して泣いてばかりい

た少女は、どうやって一歩を踏み出し、大

学に復学し、「自分にも役割がある」「人の

役に立ちたい」と思えるようになったか。

壮絶な魂の軌跡。 

 

916-ｸ ひとりではじめたアフリカボランテ
ィア 渋谷ギャル店員  
栗山さやか著 金の星社  

渋谷 109 の元ギャル店員が世界を旅し、

アフリカでNPOを立ち上げた! アフリカで

目をそむけたくなるような現実に直面し、

女性や子どもを支援する協会「アシャンテ

ママ」をたったひとりで設立した著者の奮

闘記。 

 

933-ﾍ リフカの旅  
カレン・ヘス作  理論社 

1919 年、12 歳のユダヤ人の少女リフ

カは、家族とともに内戦のロシア・ウクラ

イナから脱出し、アメリカを目指すが…。

アメリカ入国までの困難と不安や夢を、リ

フカから大好きな従姉への手紙の形式で綴

った物語。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


