
カブト虫観察日記より 
9 月の連休前に最後の 1 匹を中庭に放

した。そして 2 世の誕生を楽しみにして
いたところ、2 匹の幼虫を確認した。昨
年は 11 匹いたにもかかわらず、今年度
はかなり少なめ。 
飼育と繁殖のむずかしさを感じている。 
 3 年目もこの２匹を大事に育てるの
で、見守ってね。 

 

【第一/情報】 
007-ｵ ネット社会を賢く生きよう!最新情
報モラル 高校版 積極的にネットを活用
するための基礎知識と実践スタディ 
大橋真也ほか著  日経 BP 社  

高校生に向けて、「情報モラル」の基本と

実践について、学生生活の中で遭遇するさ

まざまな場面を想定し、見開き 1 テーマで

具体的な学びを紹介。情報を正しく取り扱

うためのスキルや、情報に対する正しいモ

ラルが身に付く。 

 

【第一/生活・社会】 
104-ﾜ 「聴く」ことの力 臨床哲学試論 
鷲田清一著 阪急コミュニケーションズ 

聴く、届く、遇う、迎え入れる、触わる、

享ける、応える…哲学を社会につなげる新

しい試み。「聴く」こととしての『臨床哲学』

の可能性を追求する 

 

【第一/政治】311-ｼ 市民の政治学  
討議デモクラシーとは何か  

篠原一著 岩波新書 
「第二の近代」に入りつつある二一世紀

において、私たち市民はどんな課題に取り

組まねばならないのか。欧米で議論されて

いる最新の市民社会論やデモクラシー論を

紹介しつつ、現在の政治社会の変容を歴史

的文脈の中で分析する。そのうえで、デモ

クラシーを深化させる新しい社会の像、政

治の形を展望していく、市民のための政治

学講議。 

 

【第一/国際】 

319-ﾓ いま平和とは 人権と人道をめぐ
る 9 話 最上敏樹著 岩波書店 
21 世紀に入っても武力紛争や大規模な人

権侵害は止むことがなく、暴力と憎悪の連

鎖が続いている。そして世界には、新たな

分断線が引かれ始めた。いかにすれば、人

間は対立を超えて真に和解できるのかを探

る。 

【学研/経済】335-ｵ 小倉昌男 経営学 
小倉昌男著 日経 BP 社 

1976 年 2 月にスタートした宅急便で、

日本の生活を変えたヤマト運輸元社長、小

倉昌男。自ら筆を執り、その経営をケース

スタディで書き下ろす。宅急便の開発で運

輸省や郵政省と闘い、宅急便市場を創った

男の論理を展開。 

 

【第一/福祉】364-ﾄ  社会変動の中の福
祉国家 家族の失敗と国家の新しい機能 
富永健一著 中公新書  

高齢化、少子化、そして女性の社会進出

によって、家族に揺らぎが生じている。失

われた家族の機能を代行しうるものとして

は、地域社会やＮＰＯとともに、やはり国

家が不可欠である。本書は社会構造の多元

性を確認しつつ、福祉、環境、社会資本を

統合的にとらえる「総合的福祉国家政策」

を提唱。社会的市場経済のドイツやコーポ

ラティズムのスウェーデンなどの事例を参

照しながら、日本の伝統を生かした福祉政

策を考察する。 

 

【学研/経済】 
364-ﾋ 人口減少社会という希望  
コミュニティ経済の生成と地球倫理  
広井良典著 朝日新聞出版 
 日本が直面しつつある「人口減少」

問題は、悲観すべき事態ではなく、希望あ

る転換点、真に幸せを感じられる社会への

入り口ではないか-。日本が実現していくべ

き社会像とその具体的イメージを大胆に提

示する。 

 

【第一/教育】 
379-ｶ 子育ての倫理学 

 少年犯罪の深層から考える  
加藤尚武著 丸善 

少年犯罪の根本的原因を「乳幼児期の子

育て」に求め、実際に起きた少年犯罪事件

を例に挙げながらそのことを明らかにする

とともに、倫理学的視点から、解決への明

快な指針を提示する。 

 

【第一/科学】 
401-ﾑ 人間にとって科学とは何か 
村上陽一郎著 新潮社 

近代科学は社会を根底から変え、科学も

また権力や利潤の原理に歪められた。地球

環境、エネルギー問題、生命倫理-。転換点

に立ついま、科学にとって「正しいクライ

アント」になるために、社会と科学の新た

な関係を示す。 

 

【学研/理系】 
404-ﾌ 生命と記憶のパラドクス  
福岡ハカセ、66 の小さな発見  
福岡伸一著 文藝春秋 

生命と記憶の秘密を探る福岡ハカセの長

い旅は、刺激的な脱線の連続。地球上で最

も成功している生物とは? 実は進化に目的

はない? コンピューターはクイズで人間に

勝てるか? 知的好奇心を心地よく刺激する

66 の冒険譚。 

 

【第一/環境】 
468-ﾋ  生物多様性はなぜ大切か? 
日高敏隆編 昭和堂  

環境破壊が進んで、生物多様性が失われ

ようとしている。なぜ生物多様性は必要な

のか? それが失われたらなぜ問題なのか? 

「雑食動物」人間、遺伝子からみた多様性

と人間の特徴、文化の多様性などの切り口

から考える。 

 

480-ﾀ 野生動物と共存できるか  
保全生態学入門 

高槻成紀著 岩波ジュニア新書 
20 世紀後半から、多くの野生動物が人間

のために生きる場所を失ったり、数が減少

したり、最悪の場合は絶滅してしまったり

している。新しい学問・保全生態学を通じ

て、人間と野生動物がどう関わればいいか

を考える。 

 

501-ｷ バイオマスは地球環境を救える
か  木谷収著  岩波ジュニア新書  

エネルギー資源と地球環境の問題への寄

与が期待されるバイオマス。しかし、いま

は逆に熱帯林の伐採や穀物の高騰という問

題を生んでいる。バイオマスの基礎知識か

ら現段階の技術までを解説し、最善の利用

方法を考える。 

 

519-ﾀ 暴走する「地球温暖化」論 洗
脳・煽動・歪曲の数々   
武田邦彦ほか著 文藝春秋  

地球温暖化、遺伝子組換食品、添加物等々

が環境や健康を破壊しているというのは本

当か。頭を冷やして「環境危機」の真贋を

見極めよ! 各界の専門家が「最大のタブー」

に挑戦する。   

 

【学研/その他】 
377-ﾂ 大学選びより 100 倍大切なこと 
筒井美紀著 ジャパンマシニスト社 

ノートの取り方、本の読み方、食事の心

得、教員や友人とのコミュ力…。おとなに

なることの中心にある、本物のリテラシー

の獲得ということを軸にして、大学という

世界で学生たちがどんな学びをしているの

かを伝える。 

 
916-ｳ こころが折れそうになったとき 
上原隆著 NHK 出版 

苦難に直面した人たちを取材し続けてき

た著者が考える、よるべない時代を生きる

すべとは? 「私」を見つめ、「手放さない」

ことの大切さを綴る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小論文の書き方・ネタ本】 
816-ｲ 看護・医療系の小論文 短大・
専門学校受験用  
石関直子著 学研教育出版 

看護・医療系の短大・専門学校受験者の

ための小論文の参考書。ていねいな解説で

基礎から学べて、豊富な演習問題で実戦力

がつく。書き込み式。 
 

816-ﾐ 書くべきネタが思いつく看護医療
系小論文頻出テーマ 15  
箕曲在弘著 KADOKAWA  

看護医療系入試に出まくるテーマを 15 に

厳選し、詳しいテーマ解説を展開。さらに

は、1 つの問題に対して解答例を 2 つ提示

し、ていねいな添削例も掲載。テーマの理

解と書き方テクの習得を両立したお得な対

策書。 

 

816-ﾑ 小論文<作文>・面接のスーパ
ー基礎 看護・医療技術・福祉系専門学
校短大受験専科  
村本正紀著 文英堂  

 

816-ﾓ 大学受験小論文・面接の時事
ネタ本 医・歯・薬・福祉系編  
森崇子著   学研教育出版  

忙しくても大丈夫!面接・小論文でよく問

われるテーマを基本から解説。すべてのテ

ーマにそのまま使える段落の構成案つき。 

 

816-ﾓ 大学受験小論文・面接の時事
ネタ本 看護・医療・介護系編  
森崇子著  学研教育出版  

忙しくても大丈夫!面接・小論文でよく問

われる時事ネタを基本から解説。すべての

テーマにそのまま使える段落の構成案つき。 

 

816-ﾜ 大学受験小論文・面接の時事
ネタ本 保育士・幼稚園教諭系編 
渡辺研著  学研教育出版  

 

 

秋の夜長は読書を楽しもう  

道端のススキが秋を感じさせてくれます。お月さんが美しいと感じている人は多いでしょ

う。「天高く馬肥ゆる秋」と言われるほど、空は澄みわたる良い気候です。運動会や地域の

お祭りも盛んな季節です。みなさんも参加して地域の人と触れ合いましょう。 

さて、来週は、一年生は地域産業研究実習、2 年生は研修旅行と三刀屋高校の特色で

ある行事に参加しますね。この行事でしか体験できないことも多くあります。この体験が 3 年

生になったときに自分を助けてくれます。いろんなことを学んできてください。 

そして日が短くなり、夜が長くなりました。読書の秋の到来です。小説だけでなく、少しずつ

自分の将来への蓄積にいろんな本を読んでほしいと思います。図書館にはみなさんを応援

する本がたくさんありますので、ぜひ来て、見て、手にしてくださいね。ｂｙ司書 
 

図書館だより 
H27－№７ 

平成 2７年 10 月７日発行 
三刀屋高校図書館 

 

小論文コーナの新入り本 ～学研「小論文を書くために読んでおきたい本」、 
第一小論 Net 小論文上達への道「参考図書」、小論文対策本～ 

小論文対策は 3 年生だけにあらず！ 
課題研究や地域産業研究、職業に関す

ることに大きく関係しています。早いう

ちから目的意識を持って読むことをお

おすすめします。 

そして読んだら読書記録をつけてお

きましょう。そうすれば、立派ネタ帳と

なってきっとあなたを助けます。 

読書記録の要旨は図書館にあります。 



＊＊新着図書案内 ＊＊ 分類、書名、著者名、出版社、内容の順  

 

031-ｸﾞ  ギネス世界記録 2016 
クレイグ・グレンディ編 [大木哲ほか訳] 
角川アスキー総合研究所  

宇宙から、冒険、エンタテインメント、

スポーツまで、あらゆるジャンルのギネス

世界記録を網羅。日本各地で生まれた世界

一の記録も収録。サイトにアクセスすると

記録の舞台裏映像など限定公開のコンテン

ツが見られる。 

 

【０９ 郷土資料】 
092.1-ｲ-2 出雲大社の造営遷宮と地域
社会 下  いずも財団 今井出版  
 

093.5-ｻ-2015 山陰の民力 2015 
山陰経済経営研究所  

山陰経済経営研究所 今井出版 (発売)  

 

093.6-ﾀ  地域ではたらく「風の人」という
新しい選択 田中輝美著 法政大
学社会学部メディア社会学科藤代裕之研
究室著 岩本悠[ほか著] ハーベスト出版 

地方と都会をまたいで活動し、風を運び、

風を起こし、去っていく-。島根で活動して

いる、地域に新しい視点をもたらす「風の

人」8 人を取材し、彼らの歩みと、それを

通して新しい働き方を紹介する。 

 

093.7-ﾔ  未来を変えた島の学校  
隠岐島前発ふるさと再興への挑戦 

山内道雄著 岩本悠著 田中輝美著 
岩波書店 

過疎で廃校寸前の高校が、なぜ全国や海

外からも志願者が集まる学校へ生まれ変わ

ることができたのか。「ヒトツナギ」「地域

学」といった独自の取り組みの原動力は何

か。海士町、西ノ島町、知夫村における人

づくりの物語。 

 

092.91-ｼ 島根「地理・地名・地図」の謎 
意外と知らない島根県の歴史を読み解く! 
島根県観光連盟監修 実業之日本社 

小さな神様が住んでいる駅がある? 地域

によって県民性がまったくちがう? 出雲大

社が全国屈指の「縁結びの神社」になった

理由は? 島根県の地理や地名、地図に隠さ

れた意外な歴史のエピソードを紹介する。 

 
 
 

【3 社会 】 
307-ﾑ 「なぜ?」がわかる政治・経済  
村尾英俊著 学研教育出版 

物語を読むようにスラスラ読めて、「なぜ、

そうなるのか?」がわかるから、記憶に残る。

政経参考書の決定版! 

 

319-ｲ 世界を平和にするためのささや
かな提案  

池澤春菜 ほか著   河出書房新社  

世界を平和にするために、わたしたちが

できることは-。黒柳徹子(女優・ユニセフ親

善大使)、木村草太(憲法学者)、春香クリス

ティーン(タレント)など 22 人が、今日から

できる平和のためのアイデアを提案する。 

 

334-ﾔ-1 ヤマザキマリのアジアで花咲け!
なでしこたち [1]    ヤマザキマリ著  
NHK 取材班著 メディアファクトリー 

人生を変える仕事を見つけた女性たちに

会ってきました! 世界を旅する漫画家ヤマ

ザキマリの、トルコ・カンボジア・香港・

フィリピン弾丸周遊レポート。描きおろし

漫画&取材裏話も満載。NHK BS-1 の同名

番組を書籍化。 

 
334-ﾔ-2  ヤマザキマリのアジアで花咲
け!なでしこたち(2) ヤマザキマリ著 NHK
取材班著 KADOKAWA タイ、ベト

ナム、フィリピン、インドネシアで働く日

本人女性たちを現地取材。一筋縄ではいか

ない海外での仕事模様、それでも困難に負

けず不屈の精神で奮闘するたくましい姿を

ルポする。NHK BS-1 の同名番組を書籍化。 

 

350-ﾔ 世界国勢図会 2015-16  
世界がわかるデータブック  
矢野恒太記念会編集 矢野恒太記念会 

各国政府や公的機関あるいは業界が公表

した原数値、修正値、推計値などをもとに、

世界の社会・経済状況を表とグラフでわか

りやすく解説したデータブック。現代社会

の実像をうつし出す。折り込み地図あり。 

 

【職業紹介】 
366-ﾅ-20 国家公務員になるには 
井上繁編著 ぺりかん社 

現役の国家公務員の生きた仕事現場を取

材するほか、国家公務員の特殊性や生活・

収入、役所の機構と業務等を解説。なるた

めの適性や心構え、国家公務員試験の概要

なども紹介する。 

 

366-ﾔ ダム・浄水場・下水処理場で働く
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 

ダムの設備係、浄水場の水質係、下水処

理場の保全管理係など、ダム・浄水場・下

水処理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。 

 

778-ｵ メカニックデザイナーの仕事論 
ヤッターマン、ガンダムを描いた職人 
大河原邦男著 光文社 
心掛けているのは、たとえアニメの世界で

あったとしても「噓のないデザイン」をす

ること-。「ヤッターマン」「ガンダム」など

を手がけたメカニックデザイナー・大河原

邦男が語るデザイン論、職人論、営業論。 

 

【366 労働問題】 
366-ｵ 君の働き方に未来はあるか? 
労働法の限界と、これからの雇用社会 
大内伸哉著 光文社  

「雇われて働く」とは本来どういうことか。
正社員のメリットとデメリット、労働法、IT 社
会に向けての準備、プロとして働くことなどを
多角的に論じ、「これからの働き方」に迷っ
ている人のための指針を示す。 
 
376-ｾ これまで誰も教えてくれなかった 
受験勉強をしなければいけない本当の理
由  
関正生著  伊藤賀一著 秀英予備校  

外の世界に出るために「学歴」は大事。

そのための「受験勉強」はムダじゃない! 圧

倒的人気を誇る 2 人のカリスマ講師が、受

験生の悩みに答え、視野を広げるためのヒ

ントを紹介する。 

 

499-ﾌ 薬学教室へようこそ  
いのちを守るクスリを知る旅  

二井將光編著 講談社  

クスリはどう創られ、どうからだに作用

するのか。医学、生物学、生化学と、あら

ゆる分野にかかわる薬学が高齢化社会に果

たす役割とは。クスリについての正しい理

解を深める、薬学の入門書。 

 

549-ｱ 天野先生の「青色 LED の世界」 
光る原理から最先端応用技術まで 
天野浩著 福田大展著 講談社 

1500 回を超える実験の末に生まれた青

色 LED の本体、窒化ガリウム結晶。その多

様な可能性に世界が注目している。青色

LED はなぜ夢のある技術なのか、その原理

と研究の最前線を分かりやすく紹介する。 

 

601-ﾁ まちづくりのレシピ  
地域再生大賞から  

共同通信社著 共同通信社 

 深刻化する地方の疲弊に挑む団

体を支援するために始まった、共同通信社

と加盟する地方新聞社による「地域再生大

賞」。2010〜2014 年度に受賞した全国各

地の団体の多彩な取り組みを紹介する。団

体データ集も収録。 

 

726-ﾐ 水木しげるの日本霊異記 

水木しげる著  KADOKAWA 

日本最古級のゴーストハント譚「がごぜ」

をはじめ、平安時代前期に書かれた仏教説

話集「日本霊異記」から、水木しげるが厳

選した 7 話を漫画化。諸国を跋扈するモノ

ノケたちを鮮やかに描く。 

 

726-ﾐ-33 水木しげる漫画大全集 033 
ゲゲゲの鬼太郎 5  
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。033 は、『少年マガジン』版

「ゲゲゲの鬼太郎」に加え、朝日ソノラマ

版「ゲゲゲの鬼太郎 吸血木」を収録。カラ

ーイラストや、竹中直人による解説も収載

する。 

 

757-ﾊ 和の色のものがたり  
歴史を彩る 390 色  

早坂優子著 視覚デザイン研究所 

和の色には、日本人がたどってきた色々

な時代の自然との繫がりや、暮らしから生

まれたユーモアや皮肉、願いが込められて

います。歴史を彩る 390 色を、イラストや

写真を交えてわかりやすく紹介します。 

 

757-ﾊ 和の色のものがたり  
季節と暮らす 365 色  

早坂優子著 視覚デザイン研究所 
春の萌黄色、涼やかな浅葱色…。和の色

365 色とともに、古来より伝わる日本の文

化や年中行事、色名の由来について、二十

四節気・七十二候などを添えて解説する。

CMYK 値付きのカラー見本も掲載。 

 

913-ｺ ヒロイン失格 映画ノベライズ 
幸田もも子原作 吉田恵里香脚本 せひら
あやみ著 集英社  

幼なじみに恋する女子高生のはとり。い

つか 2 人は結ばれるはず、と夢見る毎日を

過ごしていたが、ある日、超絶イケメンに

ファーストキスを奪われて…!? 2015 年 9

月公開、人気コミックス原作の実写映画の

ノベライズ。 

 
913-ﾀ 心星ひとつ  
高田郁著  角川春樹事務所  

酷暑を過ぎた葉月のある午後、翁屋の楼

主伝右衛門がつる家を訪れた。伝右衛門の

口から語られたのは、手を貸すので吉原に

て天満一兆庵を再建しないか、との話だっ

た。一方、登龍楼の采女宗馬からも、神田

須田町の登龍楼を、居抜きで売るのでつる

家として移って来ないか、との話が届いて

いた。登龍楼で奉公をしている、ふきの弟

健坊もその店に移して構わないとの事に、

それぞれが思い揺れていた。つる家の料理

人として岐路に立たされた澪は、決断を迫

られる事に――（第二話「天つ瑞風」より）。

野江との再会、小松原との恋の行方は！？ 

「みをつくし料理帖」シリーズ史上もっと

も大きな転機となる、待望の第六弾！！ 

 

913-ﾆ ナポレオンの村  
仁志光佑原作・脚本 佐野晶ノベライズ
 宝島社  

消滅寸前の“限界集落”を救うためにや

ってきたスーパー公務員・浅井栄治。彼は

奇抜なアイディアと飛び抜けた行動力で、

市役所の面々や村人たちの心を動かしてい

く-。TBS 系列日曜劇場の同名ドラマのシ

ナリオを元に小説化。 

 

913-ﾋ ラプラスの魔女  
東野圭吾著 KADOKAWA  

円華という女性のボディガードを依頼さ

れた元警官の武尾は、彼女の不思議な<力>

を疑いはじめる。同じ頃、2 つの温泉地で

硫化水素による死亡事故が起きていた。検

証に赴いた研究者・青江は、双方の現場で

円華を目撃し…。 

 

913-ﾎﾞ-20 冒険の森へ 20 傑作小説
大全 疾走する刻  
船戸与一[ほか]著 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。20 は、福井晴敏「川の深

さは」、宮部みゆき「スナーク狩り」ほか、

短編やショートストーリーを収録する。志

水辰夫の解説、吉田伸子の解題も掲載。 

 

914-ﾖ おとなになるってどんなこと?吉
本ばなな著 筑摩書房 



勉強のこと、友だちとのこと、死、そし

て生きること…。若者たちが抱える、人生

の根幹に関わる 8 つの問いに、吉本ばなな

がやさしく答えます。大人も考えさせられ

る珠玉の言葉が満載。 

 


