
 

【０９ 郷土資料】 
093.5-ｼ 島根県勢要覧 平成２７年版 
島根県企画振興部統計課編集 
島根県統計協会  
    

095.2-ｻ  国宝松江城 美しき天守 
山陰中央新報社出版部企画・編集 西尾
克己監修 山陰中央新報社  

研究者の知見を結集した、松江城の全容

ガイド。松江城の築城や各建物群、石垣の

あれこれや曲輪、門、橋などを写真満載で

解説し、松江城の歴史、江戸時代以降のゆ

かりの人々にも触れる。松江城山や堀川を

案内する紀行文も収録。 

 
096.8-ﾆ 山陰駅旅 001-180 
西日本旅客鉄道株式会社米子支社監修 
今井印刷  
この時が、特別。この場所が、特別。そう

思えた旅が、思い出になる-。山陰の汽車旅

のガイドブック。偉大なローカル線・山陰

本線をはじめ、山陰を走る鉄道の各駅を、

駅の基本情報や写真とともに紹介。駅旅レ

ポートなども収録。 

     

【210 日本史  219 沖縄の歴史】 
210-ｻﾞ-1 the Chronicle 1 ザ・クロニク
ル戦後日本の 70 年 1945-49 廃墟か
らの出発 昭和 20-24 年 
共同通信社  

共同通信社と全国の新聞社が所蔵する報

道写真から発掘、厳選してつづる戦後ニッ

ポン年代記。1 は、本土大空襲、東京裁判、

新憲法施行、ヘレン・ケラー来日、下山事

件など、1945〜49 年を取り上げる。 

   

 
 

219-ｲ フォト・ストーリー沖縄の 70 年 

石川 文洋著 岩波新書 
1938 年、沖縄に生まれ、幼い頃に本土

に移住。沖縄米軍基地の取材をきっかけに、

自らのルーツとも向き合いながら沖縄につ

いて考え続け、撮り続けてきた著者が、70

年の歴史を戦争と基地を軸に描き出す。 
 
【３社会科科学 318 地域振興】 
304-ｲ 池上彰の世界の見方  
15 歳に語る現代世界の最前線 
池上 彰著 小学館  

池上彰が選んだ 6 つのテーマ(地図、お金、

宗教、資源、文化、情報)で、多様な世界の

ことを、これからを生きる若者たちに伝え

る。東京の九段中等教育学校で行った授業

をもとに、その後のニュースを加筆。 

 
318-ｼ-1  series田園回帰 1 田園回帰
1%戦略 地元に人と仕事を取り戻す 
藤山 浩 著 農山漁村文化協会 

1 年に 1%の人と仕事を取り戻していけ

ば、地域は、安定的に持続し得る。若い世

代の U ターンや I ターンといった「田園回

帰」を広げていくビジョンと戦略を、循環

型社会への進化を展望し、大胆に提案する。 

     

318-ｼ-2  series田園回帰 2 総力取材
人口減少に立ち向かう市町村 
『季刊地域』編集部編  
農山漁村文化協会 
全国の自治体の課題である人口減少対策。

I・U ターンを多く受け入れる市町村、他地

域に住む地元出身者との関係を強めて活力

を維持する市町村は何が違うのか。自治体

の政策のみならず、住民の動きまで分け入

って取材する。 

 
 

【366 職業紹介】 
366-ﾅ-26 鉄道員になるには  
土屋 武之著 ぺりかん社 

新幹線運転士、車掌など、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、鉄道員の世界を、歴史や仕事の実際、

生活と収入、将来性も含めながら解説。鉄

道員になるための適性や心構え、採用試験

等も紹介する。 

 
【小論 第一/教育】 
375-ｻ 「わかる」ということの意味 
佐伯 胖著  岩波書店  

「できる」から「わかる」へ、さらに「な

っとくする」にいたる子どもの理解と認識

の深まりをダイナミックにとらえ、生活実

感と知的な学びを結びつけるわかり方を実

践にそくして具体的に解明します。新版。 

 
【38 風俗・習慣】 
383-ﾊ にっぽんのおにぎり  

写真絵本おにぎり風土記  
白央 篤司著 理論社  

鮭やおかか、つくだ煮、漬け物…。47 都

道府県のそれぞれの地方で愛されているお

にぎり、その地域の食べ物でアレンジした

おにぎりを写真とともに紹介する。日本の

地域食の基本がわかる、おにぎり風土記。 

 

384-ｱ モノと子どもの昭和史 
天野 正子著 石谷 二郎著 木村 涼子
著  平凡社  

オムツ、学習机、制服、バリカン、おや

つ、給食…。子どもたちをとりまき、こど

もらの思考や欲望、様々な<モノ>の姿から、

戦中・戦後の日本社会の変遷をたどる。 

 

 

 

＊＊新着図書案内 ＊＊  分類、書名、著者名、出版社、内容の順  ☆リクエスト 

10 月末からの 11 月末まで読書週間に３つのイベントを実施しました。 

11 日に行った古雑誌市では 35 人が 86 冊の雑誌を持ち帰りました。 

POP コンテストは 18 作品の応募がありました。 

投票が少なくて残念でしたが、結果は昇降口に掲示していますので、 

見て下さい。作品の応募と投票、ありがとうございました。 

読書マラソンは残念ながら参加者がありませんでした。 

次の企画への参加をぜひよろしくお願いします。 
 

図書館だより 
H27-№９ 

平成 27 年 12 月８日発行 

三刀屋高校図書館 

  

2015 年を締めくくろう！ 
今年も残り一か月を切りました。今年を振り返り、片付ける時期です。 

忘れていることを思い出してみましょう。返し忘れている本はありませんか？ 
ある人は、すぐに返しましょう。読みたかった本や続きが気になる本を思い出 
した人は、すぐに図書館へ行こう！ 
冬休みの長期貸出は１６日からです。読みたい本は早めにゲットしよう！ 
図書委員会のクリスマス会は企画中です。まもなくお知らせしますので、 
お楽しみに！ 
 

展示コーナのご案内 

ガラスケースで「人を思う心を育てよう」  

～人の痛みや苦しみを自分のこととして考えてみませんか～ 

12 月 1 日の世界エイズデー 

世界レベルでのエイズのまん延防止と患者・感染者に対する差別・偏見の

解消を目的に、WHO（世界保健機関）が 1988 年に制定したもので、毎年

12 月 1 日を中心に、世界各国でエイズに関する啓発活動が行われています。

（厚生労働省 HP より）に合わせて、薬害や輸血での感染など、エイズ関連の

本でコーナーを作っています。 

１２月 4 日～10 日は人権週間です。様々な人権について考えてもらいたく

て、いろんな本を用意しました。 

どちらのテーマも決して他人事と思わず、正しく理解するために、手に取

って、見て、読んで、考えてくれるとうれしいです。 

 
＊展示本よりおすすめの本 
498-ヤ 知っていますか？AIDS と人権一問一答【第 3 版】 屋敷恭一ほか著 

まだ完全に撲滅されていない病気ではあるが、一問一答形式で私たちの疑問に答
えてくれる。 
 
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、ちりぢりに広がっていく。理不尽なうわさ 
を断つことはできるのか？ 

日常でよく見かける情景から噂が広がっていく過程の 
恐さを感じることができ、また、「本当にそうなのか」と 
その噂に問いかけることの大切さを感じることができる 
大人になる皆さんにこそ読んでほしい絵本。 
 
 
館内では 

11 月 30 日に亡くなられた漫画家の水木しげる先生の追悼コーナー
を作っています。たくさんの著書がありますので、手に取って下さい。 
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【天文】443-ｹﾞ  星空の図鑑 
Will Gater 著 Giles Sparrow 著 藤井 旭
監修 誠文堂新光社  

日本はもちろん、世界各地で使える図を

使って星空を案内。2014 年〜2022 年の

各月に見られる星空や天文現象のあらまし

を紹介し、その月に見られる明るい恒星や

星座、星雲・星団、流星群についても説明

する。 

 

【４５気象】 
451-ﾑ 空の図鑑  

雲と空の光の観察ガイド  
村井 昭夫著 学研教育出版  

雲や虹など、空の様々な現象を、美しい

写真でわかりやすく解説する。「手で雲の大

きさを測る」「彩雲・光環をつくる」「雲の

模型をつくる」など、雲を楽しむヒントも

掲載。 

 

451-ｷ 異常気象と地球温暖化  
未来に何が待っているか  

鬼頭 昭雄著 岩波新書  
将来、温暖化の進行とともに極端な気象の

頻度が増し、今日の「異常」が普通になる

世界がやってくる。IPCC 報告書の執筆者が、

異常気象と温暖化の関係を解きほぐし、変

動する気候の過去・現在・未来を語る。 

 

【４９ 医学】 
493-ｵ B 型肝炎  

なぜここまで拡がったのか  
奥泉 尚洋著 久野 華代著 
岩波ブックレット 

1953 年、WHO は予防接種での注射器

使い回しによる B 型肝炎伝染を警告したが、

日本では 1980 年代まで使い回しが続けら

れ、40 万人以上が感染した。空前の行政犯

罪の全貌と、補償をもとめる患者のたたか

いを報告する。 

     

498-ﾅ 体を壊す食品「ゼロ」表示の罠
永田 孝行著 SB クリエイティブ 

ゼロ、ノン、オフ、ハーフ…。食品表示

を見て安心してはいけない! ちまたで人気

の「ゼロ食品」にどう向き合えばいいのか、

さらには、体重

コ ン ト ロ ー ル

も含めて、健康

的 に 食 事 を す

る に は ど う す

れ ば よ い の か

を掘り下げる。 

 

【５９３ 衣服  ５９６料理】 

593-ｷ きくちいまの大人かわいい着物読本 

木綿の着物と半幅帯のいま風スタイル 
きくち いま著 主婦と生活社  

「ふだん着物」伝道師の著者が綴る、大人

の木綿着物コーディネート本。木綿の着物

に半幅帯というカジュアルな組み合わせの、

色を 3 色にまとめたコーディネートを紹介

します。切り取って使う「わたしの着物寸

法表」つき。 

 

593-ｸ はじめての着付けと帯結び 
 DVD 付き着物レッスン  
着物屋くるり編 朝日新聞出版  

「自分で着物を着るのははじめて」という

人でもすんなり着られるように、着付けの

ポイントやコツなどを、写真や絵、付属

DVD の映像で丁寧に解説。お太鼓結びのわ

かりやすい結び方も紹介。 

 

596-ｶ 家庭で作る本格和菓子の教科
書 季節と定番の60品をコツや豆知識とと
もにわかりやすく解説  
梶山 浩司著 誠文堂新光社  

自分で和菓子を作り、お客様をおもてな

しする。これに勝るおもてなしはありませ

ん。春夏秋冬の和菓子と、栗まんじゅうや

どら焼きといったなじみのある定番の和菓

子を、家庭でも簡単に作れるようにアレン

ジして紹介。 

 

596-ｺ 新・世界三大料理 和食はなぜ
世界料理たりうるのか  
神山 典士著 中村 勝宏監修 
山本 豊監修 辻 芳樹監修 PHP 研究所 

大宅壮一賞を受賞したノンフィクション

作家が、仏・中・和それぞれの歴史と魅力

を叙述し、日本料理の世界性を考える。ま

た、現在世界に広がっている日本料理の実

態とそこにある問題についても語る。 

 

596-ﾉ ひとくち和菓子  
かんたん!かわいい!低カロリー!  

のむら ゆかり著 日東書院本社 
米粉や粉寒天、くず粉、水まんじゅうの

素を使って、おいしい「プチ和菓子」がか

んたんに作れます! 季節を楽しむ「ひとくち

サイズ」の和菓子のレシピを紹介するほか、

和菓子に合う日本茶の入れ方も解説。 

 

596-ﾊ 世界の六大料理基本事典 
服部 幸應著 東京堂出版 

各地の食文化を理解して、食材と調理技

術の基本を把握しよう! 日本、中国、イタリ

ア、フランス、スペイン、イスラムなど、

世界の主な料理の基本的な材料から、調理

器具、調理方法まで紹介。料理用語・6 カ

国語対訳表付き。 

 

【６２ 園芸 ６６水産業】 
626-ｳ もっと知りたい京野菜 
上田 耕司著 淡交社  

条葱、聖護院大根、海老芋、賀茂茄子、

鷹峯とうがらし…。京都・錦の老舗八百屋

「かね松」の主人が、京野菜の魅力につい

て語る。家庭で簡単にできる、野菜が主役

のおばんざいの作り方も紹介。 

 

666-ﾖ サバからマグロが産まれる!?  
吉崎 悟朗著 岩波書店  

サバを代理の親にしてマグロを増やそう

という研究が進んでいる。この研究を応用

し、凍結細胞から生きた魚をつくることに

成功、国内外の魚類の保全に実用化されて

いる。魚をこよなく愛する著者が試練と発

見に満ちた挑戦を紹介。 

 

【726 漫画】 
726-ｱ この音とまれ! 1～６ 
アミュー著  集英社  

先輩が卒業して箏曲部ただ一人の部員に

なってしまった武蔵。四月になり新入部員

の勧誘に励むのだが、部の存在自体を知ら

ない人もいる状態。そんな彼の前に現れた、

見るからに琴とは無縁そうな新入生が入部

したいと言い出して!? 

  

726-ｽ ちはやふる 29  
末次 由紀 著 講談社 

全国大会東京都予選決勝リーグ。各チー

ム横一線に並ぶ中、千早たち瑞沢高校かる

た部は宿敵・北央学園との最終戦に臨む。

かるたを通じて仲間になったヒョロ率いる

北央の団結力は瑞沢のそれをはるかに凌駕

し！？ 一方、太一は名人・周防久志のもと

を訪れていた。かつて自分を打ちのめした

はずの“才能“のそばで、太一が初めて掴

んだ思いとは？ チームの意味を知り、仲間

の思いを知る団体戦。近江行きの切符をも

ぎ取るのは!? 実写映画も間もなく公開！ 

     

726-ﾐ-36 水木しげる漫画大全集 036 
ゲゲゲの鬼太郎 8 鬼太郎の世界お化け
旅行全他 
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。036 は、『少年アクション』

連載の「世界お化け旅行」、『ぼくら』デラ

ックス別冊テレビコミックス版「ゲゲゲの

鬼太郎」と、カラーイラスト、森山未來に

よる解説を収載。 

  

【７５工芸 ７６ 音楽 ７８スポーツ】 
756-ｸ 世界の甲冑・武具歴史図鑑 
ペトル・クルチナ著 パヴォル・ペヴニー画 
岡本 千晶訳 原書房 

世界の甲冑と武具の変化・発展の歴史を、

細密イラストとともに解説。国や地域、時

代ごとに異なる甲冑・武具の素材、形、製

造技術に加え、軍隊の組織や戦術の変化が

甲冑や武具の発展に与えた影響についても

言及する。 

 

762-ｼﾞ 世界の音楽大図鑑  
ロバート・ジーグラー監修 スミソニアン協会
監修 金澤正剛日本語版監修 秋吉康晴
ほか訳 河出書房新社  

先史から現代まで、クラシックからジャ

ズ、ポップスまで。あらゆる国と地域の音

楽、楽器、人物などすべてを網羅した音楽

図鑑。楽器数 363 点、図版数約 1200 点、

用語集 306 項目、索引数 3332 項目掲載。 

 

780-ｲ スポーツ選手のための食事 400
レシピ 最新版 小学生・中高生・大学生
〜プロスポーツ選手まで  
石川 三知著 阿部 菜奈子料理制作・栄養

計算 学研パブリッシング  
「勝つカラダ」に変わる 400 レシピ! ア

スリートの体を作る「食事」と「運動」の

関連性を説明し、トレーニング別に選べる

ようメニューを紹介。各レシピにアイコン

をつけ、トレーニングに必要な栄養素がひ

と目でわかる。 

 

783-ｳ 錦織圭リターンゲーム  
世界に挑む 9387 日の軌跡  
内田 暁著  学研プラス 

8 年以上にわたって錦織圭を取材し続け

ている著者が、彼のテニスの足跡をたどっ

た渾身のノンフィクション。錦織本人はじ

め数十人の関係者のインタビューが、1 人

の若者のみずみずしい心情を映し出す。 

 

【９１３ 日本の小説】 
913-ｲ-2  下町ロケット 2 ガウディ計画 
池井戸 潤著 小学館  

ロケットのエンジン部品開発で倒産の危

機を切り抜けてから数年。町工場・佃製作

所は、またしてもピンチに陥っていた。そ

んな時、多くの心臓病患者を救う医療機器

「ガウディ」の開発依頼が持ち込まれ…。 

☆913-ﾆ 掟上今日子の挑戦状 
西尾 維新著 講談社  

完璧なアリバイ、衆人環視の密室、死者

からの暗号。眠るたびに記憶を失う名探

偵・掟上今日子が、不可解な 3 つの殺人事

件に挑戦する。忘却探偵シリーズ第 3 弾。 

 

☆913-ﾆ 掟上今日子の遺言書 
西尾 維新著 講談社  

冤罪体質の青年・隠館厄介。あらゆる災

いが降りかかる彼に、今度は少女が降って

きた! 眠るたびに記憶を失う名探偵・掟上今

日子の、タイムリミットミステリー。忘却

探偵シリーズ第 4 弾。 

 
913-ﾎ ファイト!木津西高校生徒会 
本田 有明著 河出書房新社 

三流高校に入学した失意の「特待生」が、

なぜか生徒会会長に担がれて、コワモテ応

援団員とともに甲子園へ GO! 生徒会選挙、

夏の選手権大会、初恋と失恋-。汗と涙と笑

いに彩られた甘酸っぱい青春物語。 

（読書感想画指定図書） 

 

913-ﾎﾞ-8 冒険の森へ 8  
傑作小説大全 歪んだ時間  

吉行 淳之介 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。8 は、長編は浅田次郎「地

下鉄に乗って」、山田正紀の「竜の眠る浜辺」、

短編やショートショート&ショートストー

リーは芥川龍之介、北杜夫、安部公房、筒

井康隆、清水義範、半村良、吉行淳之介、

星新一の作品を収録する。清水義範の解説、

大森望の解題も掲載。 

 
913-ﾎﾞ-12 冒険の森へ 12  
傑作小説大全 法の代行者  

谷川 俊太郎[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。12 は長編は大沢在昌「毒

猿」、逢坂剛「百舌の叫ぶ夜」、短編とショ

ートストーリーは宮部みゆき、横山秀夫、

谷川俊太郎、嵐山光三郎、結城昌治、景山

民夫、阿刀田高を収録する。真保裕一の解

説、西上心太の解題も掲載。 

 

 

冬はやっぱり、 
コタツで読書！ 
ココロもカラダも 
ほっこりするよ！ 

 


