
展示コーナーのご案内 

○図書館入口ではお正月絵本を展示中 
司書イチオシは『こんこんさまにさしあげそう

ろう』。寒い季節に心がほっこりする絵本です。 

 
○ガラスケースでは、「自分の夢に近づこう」

をテーマにいろんな人の夢やモチベーション

の持ち方、勉強法やノートの工夫などの本を展
示中。きっと参考になりますよ。 

 

○館内では、引き続き「水木しげる追悼」コー
ナー。新聞の追悼特集も一緒に並べています。 

もう一つは1年生現社とタイアップして、「集

団的自衛権」についてのコーナーがあります。
安全保障の問題は皆さんにとって大切なこと。

しっかり考えよう！ 

図書委員会より クリスマス会の報告 

昨年 12 月 17 日（木）に行った図書委員会のクリスマス会は、図書委

員による絵本の読み聞かせ、吹奏楽部による演奏、思いがけない雪によ

り、予定していたビンゴ大会は中止しましたが、楽しい時間を過ごしま

した。参加者も当日参加の 3 年生も多く、５0 名近い参加がありました。 

皆さんの感想も「楽しかった」 

「参加して良かった」 

「来年も参加したい」 

という嬉しい声が多く、 

担当者一同喜んでいます。 

今回参加できなかった人も 

今年のクリスマス会をどうぞ 

お楽しみに！ 

ありがとうございました。    ↑絵本の読み聞かせの様子 
 

どんな生き方がしたい？ 

【情報】007-ｼ 目指せプログラマー! 

プログラミング超入門 プログラミング的な

考え方をしっかり身につけよう  

Visual Studio ommunity・C#編   

掌田津耶乃 著 マイナビ  

プログラミングの基本からゲームの開発

まで、初歩の初歩から手取り足取りじっく

り解説！単にプログラムが作れるというこ

とでなく、「プログラミング的な考え方」が

身についていれば、さまざまなシーンで役

立つ。これまで何度も挫折経験がある人で

も本書ならきっと最後まで読める！ 

 

【郷土】096-ｱ 日本一の清流で見つけた

未来の種 

天野礼子 著 中央公論新社 

自然を相手に、地域を相手に、本気でが

んばっている人たち。日本一の清流・高津

川の流域に、Ｉ・Ｕターンの人たちが入っ

てきた時、彼らが「食べていける社会シス

テム」をつくりたい。それは衰亡の予感に

おびえる日本の各地域のモデルになるはず

だ。藻谷浩介氏との対談を収録。 

 

【159 生き方・考え方】 

159-ｺ 屈折万歳!  

小島慶子 著 岩波ジュニア新書 

人との距離がつかめず、家族との関係も

うまくいかず、学校でも家でも、就職した

テレビ局でも空回りしては落ち込む日々を

送っていた著者。そんな自らの屈折体験を

ふまえ、「いろいろあるけど人生はそう捨て

たもんじゃないよ」と悩める１０代にエー

ルを送る。「どこにも居場所がない」「自分

を好きになれない」と感じているあなたへ 

 

159-ﾆ 運命を変えた 33 の言葉 プロフ

ェッショナル仕事の流儀  

NHK「プロフェッショナル」制作班 著  

NHK 出版 

本田圭佑、高倉健、栗原はるみ、若田光

一、岡田武史、天野篤…プロフェッショナ

ル３３人が一つの道を究めるうえで指針と

している言葉とは何か？信念や口ぐせ、思

わず発した本質的な一言など、彼らの生き

方を大きく変えた言葉を紹介し、その背景

をインタビューをもとに再構成。指針なき

時代を生きぬく上で必携の、珠玉の言葉と

感動のエピソード！ 

 

159-ﾐ 人生はもっとニャンとかなる! 

Once Again,Life Works Itself Out. : 

 明日にもっと幸福をまねく 68 の方法  

水野敬也, 長沼直樹 著 文響社  

大ベストセラー「人生はニャンとかな

る！」が「もっと」パワーアップして帰っ

てきた。可愛い猫、面白い猫、憎らしい猫

…「ニャンとかなる！」には入れられなか

った猫たちの写真を全力投入！偉人エピソ

ードも前回にも増してユニークなものが多

数採用されている。前作を知らない方も楽

しめる内容になっている！ 

 

【伝記】 

280-ｻ 平和をつくった世界の 20 人 

ケン・ベラー, ヘザー・チェイス ほか著 

岩波ジュニア新書 

「森の博士」のソロー、『沈黙の春』のカ

ーソン、ＭＯＴＴＡＩＮＡＩのマータイ、

非暴力のガンディー、子どもと動物を守っ

たリンドグレーンをはじめ、キング牧師、

ダライ・ラマ、マザーテレサなど、世界各

地で独自な方法により平和を築いた２０人

を紹介。それぞれが残した言葉を通してそ

の生き方をたどります 

 

【地域振興】 

318-ﾔ ふるさとを元気にする仕事 

山崎 亮 著 筑摩書房  

さびれた商店街、荒れた森林、失われた

伝統…。転換期にあるふるさとのために、

できることは何か。人と人とがつながり、

元気を取り戻すために、 

どうするか。これからの 

「ふるさとの担い手」に 

贈る再生のヒント。 

【366 労働】 

366-ﾅ 働く。なぜ?  

中澤二朗 著 講談社 

「仕事っておもしろい？」「グローバル人材

ってどんな人？」……長年採用面接に携わ

る著者が、働くことの仕組みを鮮やかに解

き明かす。どうして仕事に前向きになれな

いのか？ 企業が求める人材像ってなぜ抽

象的なのか？ グローバル人材とはどんな

人か？ 「やりたいことをやりなさい」と

言うけれど、それが見つからない場合に

は？・・・。簡単には答えられない、「働く

仕組み」がわかっていないと答えられない

ものを現場で考えに考え抜いて作り上げた

「仕事の窓」という概念ツールを使いなが

ら、日本企業の働く仕組みを鮮やかに明か

し、職場に渦巻く働くことにまつわる疑問

を解く一冊。 

 

366-ﾆ 人生に迷わない 36 の極意 

 プロフェッショナル仕事の流儀  

NHK「プロフェッショナル」制作班 著  

NHK 出版  

イチロー、遠藤保仁、井山裕太、藤子・

Ｆ・不二雄、宮崎駿…彼らは何を大切にし

て頑張り一流になれたのか？挫けそうにな

ったときに必ず頭に浮かぶフレーズ、若き

日に師から言われた忘れられない一言など、

自らを奮い立たせてきた珠玉の言葉を感動

のエピソードとともに紹介。もがきながら

懸命に生きるすべての現代人に向けて、プ

ロフェッショナル３６人が贈る、人生を切

り拓くための「極意」！ 

 

366-ﾆ 壁を打ち破る 34 の生き方  

プロフェッショナル仕事の流儀  

NHK「プロフェッショナル」制作班 著  

NHK 出版 

横綱白鵬、上原浩治、五嶋みどり、山本

昌、北島康介…。人生や仕事への向き合い

方から日常生活で役に立つ発想法やヒント

まで、プロフェッショナル３４人の珠玉の

言葉から学ぶ、シリーズ第４弾！ 

 

【福祉士】 

369-ｱ 3 福祉士の仕事がわかる本  

これから目指す人・働く人のための The 

guide to work of welfare  

赤羽克子 編著 日本実業出版社  

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉

士の資格の取得方法から、職場ごと（高齢

者福祉施設、児童福祉施設、地域活動支援

センターなど）の仕事内容までを丁寧にま

とめました。キャリアアップのために取得

可能な資格である認定社会福祉士、認定介

護福祉士、認定精神保健福祉士などの活動

も紹介します。これから目指す人・働く人

にピッタリの１冊です。 
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三刀屋高校図書館 

3 学期をどう過ごすか。それが肝心です！ 
いよいよ学年のしめくくりとなる３学期が始まりました。３年生はまもなく特別授業期

間に入ります。１、２年生も他人事ではありません。自分の将来をしっかり見つめ、必要

なことは何かを確認し、今、しなければならないことを一つずつやっていきましょう。 

３学期で差がでますよ。迷っている人は図書館で、たくさん人の人生に 

触れてみませんか。人の人生や考えが書かれている伝記（２８９）も 

おすすめですが、興味のある分野の本を手に取って、いろんな人の 

人生を体験するのもおすすめです。 

君の人生応援本を一緒に探しますよ。ｂｙ司書 
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【高齢者 終末期 介護】 

369-ｼ 生と死をつなぐケア  

宅老所よりあいの仕事  

下村恵美子 著 雲母書房  

親にできる最後の仕事は、子や孫に自分

の死に際を見せること。胃ろうなし、最小

限の点滴、家族の手はその背をさする。―

介護のあり方と死生観の転換を迫る、より

あい２０年の看取りケアの実践。 

 

498-ｵ ナラティブ・ホスピタル  

患者と紡ぐ医療・看護・介護  

乙野隆彦 著 幻冬舎 

慢性期病院・介護の現場では治療や介護

をなんのためにするのか。それは「生きて

いてよかった」「生きていてくれてよかった」

そう感じるためではないか。本人の生きる

楽しさや家族の絆を感じられるケアが求め

られている。埼玉県ふじみ野市の富家病院

がたどりついたナラティブ(物語)は慢性期

医療の希望の光、患者と家族とスタッフを

救う。介護甲子園最優秀賞受賞。 

 

【53 機械 ５９料理 】 

536-ﾌ 新幹線をデザインする仕事 

 「スケッチ」で語る仕事の流儀 : 

Advanced Design;Towards the Future 

Communication,Teamwork,Action 

福田哲夫 著 SB クリエイティブ 

Ｎ７００系デザイナーが“スケッチ”で

語る仕事の流儀。乗客が目にするその“カ

タチ”には、多くの性能向上を実現すべく

智慧と工夫が詰まっている。どこを走るの

か、誰が乗るのか。そうした条件に対し最

善を尽くすべく、多くの技術者たちが集ま

るプロジェクトチーム。その一員として、

デザイナーは、いったいどのような仕事を

しているのか―。 

 

596-ﾉ 野田シェフのドイツ料理 

野田浩資 著 里文出版  

ドイツ料理のトリビアと秘蔵のレシピ。

第一人者のシェフが教えてくれる家でも作

れる本格ドイツ料理の本。日常の定番、ハ

ンバーグの原点に迫る料理も加わりさらに

充実の内容です！ 

【６８観光】 

689-ﾔ 箱根富士屋ホテル物語 

山口由美 著 小学館 

クラシックホテルの代名詞ともいえる箱

根富士屋ホテル。一八七八年（明治十一年）

の創業以来、一世紀以上の長きにわたり内

外の観光客に愛され続けるこのホテルの歴

史には、山口仙之助、正造、堅吉という、「創

り」「育て」「守った」三人の男の、壮大な

野望と波乱万丈の生き様があった―。明治

から昭和という激動の時代を、ホテルと共

に生きた男たち。箱根の山で繰り広げられ

た“夢の軌跡”を鮮やかに描ききったノン

フィクションの傑作。 

 

【726 マンガ】 

726-ｼ  ナースをねらえ! 看護学生奮闘記 

シバキヨ 著 イースト・プレス 

看護師になるための授業や寮生活、実習や

失敗談や裏話など･･････。患者さんの命と

向き合うことっで成長する看護学生たちの

姿を描く看護学校ライフ、笑いと感動の 3

年間を凝縮したコミックエッセイ 

 

お仕事小説  
913-ｵ オロロ畑でつかまえて 

荻原浩 著 集英社文庫  

人口わずか三百人。主な産物はカンピョ

ウ、ヘラチョンペ、オロロ豆。超過疎化に

あえぐ日本の秘境・大牛郡牛穴村が、村の

起死回生を賭けて立ち上がった！ところが

手を組んだ相手は倒産寸前のプロダクショ

ン、ユニバーサル広告社。この最弱タッグ

による、やぶれかぶれの村おこし大作戦『牛

穴村 新発売キャンペーン』が、今始まる

―。第十回小説すばる新人賞受賞、ユーモ

ア小説の傑作。 

 

913-ｵ なかよし小鳩組  

荻原浩 著 集英社文庫  

倒産寸前の零細代理店・ユニバーサル広

告社に大仕事が舞いこんだ。ところが、そ

の中身はヤクザ小鳩組のイメージアップ戦

略、というとんでもない代物。担当するハ

メになった、アル中でバツイチのコピーラ

イター杉山のもとには、さらに別居中の娘

まで転がりこんでくる。社の未来と父親と

しての意地を賭けて、杉山は走りだすが―。

気持ちよく笑えて泣ける、痛快ユーモア小

説。ユニバーサル広告社シリーズ第 2 弾。 

 

913-ｵ 花のさくら通り  

荻原浩 著 集英社文庫 

倒産寸前のユニバーサル広告社。コピー

ライターの杉山を始め個性豊かな面々で乗

り切ってきたが、ついにオフィスを都心か

ら、“さくら通り商店街”に移転。ここは、

少子化やスーパー進出で寂れたシャッター

通りだ。「さくら祭り」のチラシを頼まれた

杉山たちは、商店街活性化に力を注ぐが…。

年代も事情も違う店主たちを相手に奮闘す

る涙と笑いのまちづくり＆お仕事小説。ユ

ニバーサル広告社シリーズ第３弾。 

 

913-ｷ かみさま新聞、恋結び? 

霧友正規 著 角川文庫 

新米記者の悠馬が勤める出雲新聞編集局

は、八百万の神様のための地方紙“かみさ

ま新聞”を発行する新聞社。天然な先輩の

恭平と、猫神様たる“にゃんこ局長”の無

茶振りにも慣れてきたある日のこと。編集

部に意外な珍客―小学生の少女が訪れた。

その少女あかりは、神様の力で父と母を仲

直りさせたいと口にする。困惑する悠馬だ

ったが、局長の鶴の一声で“尋ね人欄”の

担当と取材をすることになり…！？神様に、

猫に、そして少女にまで振り回される、て

んてこ舞いのかみさま新聞記者第２弾。 

 

主人公はｷﾐだ！青春＆部活系 

726-ｳ-11 3 月のライオン 11 

羽海野チカ 著 白泉社  

川本家に自分勝手な提案をする彼女たち

の父親・誠二郎に、一歩も引かずに渡り合

った零。あかり、ひなた、美咲、相米二、

川本家の皆が彼の存在の大きさを感じてい

た…。 

 

726-ｺ あさひなぐ 10～１６  

こざき亜衣 著 小学館  

二ツ坂薙刀部が全国をめざし、日々努力

する姿を描く。 

【913 日本の小説】 

913-ｱ 恋よりブタカン! 池谷美咲の演

劇部日誌  

青柳碧人 著 新潮文庫 

文化祭公演を終えて引退する予定だった

先輩たちと演劇地区大会出場を決意した都

立駒川台高校演劇部。一丸となって脇目も

ふらず―のはずが、次々起こる脚本見立て

盗難事件、密室ケチャップ汚れ事件に作品

パクリ疑惑事件。他校ライバルも出現、イ

ケメンの西野先輩とも急接近！舞台監督の

毎日は謎と刺激がありすぎる！！地区大会

は突破できるの？ドキドキ楽しい青春ミス

テリ第２弾。 

 

913-ｲ ぼくたちのアリウープ  

五十嵐貴久 著 PHP 文庫 

憧れのバスケ部に入部届を出したジュン

ペー。ところが、三年生が不祥事を起こし

て一年間対外試合禁止、とばっちりを食っ

た二年生はジュンペーら一年生の練習参加

を拒否する。諦め切れないジュンペーは、

「勝てば練習参加、負ければ退部」を賭け

て、二年生に試合を申し込む。しかし試合

に必要なメンバーが足りない！？女子との

練習試合でボロ負け！？いったいどうなる

の？？高校バスケを舞台にした、 

青春スポーツ小説。 

 

913-ﾇ ヒトリコ 

額賀澪 著  小学館  

クラスで飼っていた金魚殺しの濡れ衣か

ら壮絶ないじめの対象となった日都子（ひ

とこ）。小５のその日から、彼女は「みんな」

には属さない「ヒトリコ」として生きる決

心をする。ヒトリコとして生きる彼女の心

の支えはピアノとピアノ教師の偏屈なキュ

ー婆ちゃんだけ。時は経ち、高校に進学し

た彼女たちのもとにいじめの原因となった

金魚を置いて転校した冬希が戻ってくる。

癒えることのない深い深い心の傷を抱えて

…。つらくて、痛くて、理不尽で。でも心

がじんわり温まる物語。第１６回小学館文

庫小説賞受賞。 

 

 

913-ﾌ-1 ハイキュー!!ショーセツバン!! １ 

烏野強化合宿  

古館 春一 著 星 希代子 著 集英社 

練習・料理・お使い!?インターハイ予選

前に行われた烏野高校バレー部 GW 強化合

宿！激戦を勝ち抜くため猛特訓＆共同生活

に励む日向たち。本編では明かされなかっ

た〝もう一つの合宿の景色"を小説版で。 

 

913-ﾌ-2 ハイキュー!!ショーセツバン!! ２ 

ＩＨ（インターハイ）前“壮行式”  
古館 春一 著 星 希代子 著 集英社 

主将挨拶―。インターハイ予選前、大会

にかける意気込みを全校生徒の前で決意表

明する〝壮行式″。その一大イベント（?）

を前に田中＆西谷率いる烏野高校 2 年生た

ちが、とある〝計画"を実行に移そうと暗躍

する……!? 

 

913-ﾌ-3  ハイキュー!!ショーセツバン!! ３ 

トーキョー遠征!!  

古館 春一 著 星 希代子 著 集英社

東京遠征―。音駒、梟谷、森然、生川た

の強豪相手に、初の遠征合宿に挑む烏野。

そんな彼らを待ち受けていたのは、ライ

バル校との様々な〝交流＂だった!?本編

未公開の合宿の裏側が小説で明かされる。 

 

913-ﾌ-4  ハイキュー!!ショーセツバン!! 4 

それぞれの夏休み 

古舘春一, 星希代子 著 集英社  

宿題、買い物、秘密特訓！？高校生のビ

ッグイベント「夏休み」を、練習三昧で過

ごす烏野高校バレー部の面々。そんな彼ら

が部活の合間に見せた意外な一面とは！？

音駒高校や伊達高校のエピソードも収録。 

 

913-ﾌ-5 ハイキュー!!ショーセツバン!! ５ 

俺たちの代表決定戦前  

古館 春一 著 星 希代子 著 集英社 

春高バレー一次予選から代表決定戦まで

の 2 か月―。さらなる強敵との戦いを前に

合宿、偵察、秘密特訓に励む烏野バレー部。

本編で描かれなかった〝景色"が小説で明ら

かに！ほか音駒や梟谷のエピソードも収録。 

 

 


