
 

【情報】007-ﾆ ウェブ社会をどう生きるか 

西垣通 著 岩波新書  

大きな話題のウェブ２．０。いったい何

が新しいのか。どのようなことが可能なの

か。民主的平等主義という美名のもとで、

逆に、社会的な格差はますます広がってい

く懸念はないのか。情報やコンピュータの

本質を基礎から考え直し、社会全体として、

真のＩＴ革命実現にむけて、今どういう方

策をとるべきかを問う。【小論文コーナ】 

 

【マスコミ】070-ｻ ジャーナリストという仕事 

斎藤貴男 著 岩波ジュニア新書 

権力との癒着など、マスコミへの批判が

高まっているいま、ジャーナリストの役割

が改めて問われている。情報があふれるな

か、「真実」をどうつかむか。誰の視点に立

って、何を伝えるか。業界紙や週刊誌の記

者を経て、フリージャーナリストとして活

躍する著者が、自らの体験を振り返りなが

ら、ジャーナリズムの意義やメディアのゆ

くえを考える。 

 

【14心理学】 
140-ｻ 困ったココロ  

さくら剛 著 サンクチュアリ出版  

内気すぎる私がきっとうまくいく４４の

法則。「シロクマ効果」「自己開示の返報性」

「確証バイアス」などを学び、“人の心の正

体”に迫る爆笑！！！！！心理学エッセイ。 

 

141-ｲ 自分では気づかない、ココロの盲

点 本当の自分を知る練習問題 80 

池谷裕二 著 講談社ブルーバックス 

脳が私をそうさせる。「認知バイアス」の

不思議な世界を体感。たとえば買い物で、

得だと思って選んだものが、よく考えれば

そうでなかったことはありませんか。こう

した判断ミスをもたらす思考のクセはたく

さんあり、「認知バイアス」と呼ばれます。

古典例から最新例までクイズ形式で実感し

ながらあなた自身の持つ認知バイアスが分

かる。 

 

【宗教】198-ﾖ 長崎の教会  

平戸、長崎、五島、祈りの地を巡る  

吉田さらさ文 JTB パブリッシング 

世界遺産登録を目指す「長崎の教会群と

キリスト教関連遺産」を中心に、長崎県内

に点在する、教会を丁寧にわかりやすく紹

介。 

 

【21 日本史】 

210.1-ｽ 京大芸人式日本史  

菅広文 著  幻冬舎  

日本史は物語のように読めば絶対に忘れ

ない。累計２０万部の大ベストセラー『京

大芸人』シリーズ発。ロザン・菅が書く、

爆笑日本史物語！ 

 

210.6-ｶ ニュースがよくわかる教養として

の日本近現代史  

河合敦 著 祥伝社  

安保関連法案、普天間基地移設問題、慰

安婦問題、南京大虐殺、尖閣諸島・竹島…

なぜ不信と憎悪は続くのか？その答えは歴

史の中にあった。 

 

219-ｱ 日本にとって沖縄とは何か 

新崎盛暉 著 岩波新書 

いま、日本政府は沖縄・辺野古に新たな

巨大基地の建設を強行している。それは単

なる基地建設の問題ではなく、戦後７０年

の日本、米国、そして沖縄の関係史の“到

達点”として存在している。「構造的沖縄差

別」を克服するために、どうすればよいの

か―。沖縄現代史の第一人者が戦後の歩み

を振り返り、本質を厳しく問う。 

 

【伝記】289-ｲ PL 学園最強世代  

あるキャッチャーの人生を追って 

伊藤敬司, 矢崎良一 著 講談社  

１９８７年、「史上最強」と呼ばれたＰＬ

学園で、正捕手を務めた伊藤敬司の物語。

春夏連覇の舞台裏、ＰＬ学園ゆえの苦しみ

に迫った。 

＊「図書館報」で校長先生が紹介された本。 

 

【3 社会 選挙 行政 職業 福祉 教育】 

304-ｱ-2015-1 天声人語 2015 年 

1 月-6 月  

朝日新聞論説委員室著 朝日新聞出版 

『朝日新聞』の名物コラム「天声人語」

の 2013 年前半分を全収録。アベノミクス

で超金融緩和、震災 2 年、アルジェリア人

質事件、柔道界の不祥事など、幅広いトピ

ックス。時事年表・人名索引も収録。 

 

304-ﾀ ぼくらの民主主義なんだぜ 

高橋源一郎 著 朝日新書 

大きい声より小さな声に耳をすませる。

震災と原発、特定秘密保護法、若者の就活、

ヘイトスピーチ、従軍慰安婦、表現の自由

などを取りあげながら、壊れた日本を作り

直す、絶望しないための４８か条。著者の

前人未到の傑作。 

 

314-ｾﾞ 18 歳からの選挙 Q&A 政治に

新しい風を 18 歳選挙権  

全国民主主義教育研究会 編  同時代社 

教育現場に求められる主権者教育とは？

政治的中立とは？高校生も選挙運動をして

もいいの？メリット・デメリットは？未成

年者が選挙権を行使するために必要なこと

に答える！ 

 

318-ｱ 奇跡の村 地方は「人」で再生す

る  相川俊英 著  集英社新書  

長野県下伊那郡下條村は、全国の自治体

関係者から「奇跡の村」と呼ばれている。「陸

の孤島」と揶揄される人口約四千人の山村

が、一九九八～二〇〇二年の五年間平均出

生率で長野県トップを記録。現在でも、全

国平均を上回る一・八八人（二〇一三年）

と、トップクラスの高い出生率を誇る。そ

の秘密はどこにあるのか？この下條村を中

心に、独自の移住促進策で「消滅論」に抗

う各地の山村を取材。この先の社会に光を

ともす、希望のルポルタージュである。 

 

361-ﾀ 16 歳からの交渉力  

田村次朗 著 実務教育出版  

ハーバード流交渉術の創始者ロジャー・

フィッシュの愛弟子である著者が、高校生

の日常のトラブルを例に交渉学を分かりや

すく解説。 

 

366-ﾅ-143 理系学術研究者になるには 

佐藤成美 著 ぺりかん社 

理系学術研究者はみんな、宝探しのよう

に日々実験をくり返し、成果をまとめます。

本書では好奇心旺盛な研究者が多数登場し、

その仕事の魅力を語ります。学術論文や学

位の仕組み、研究分野の広がりについても

詳説した情報満載の１冊。 

 

369-ｵ 〈刑務所〉で盲導犬を育てる 

大塚敦子 著 岩波ジュニア新書 

犬は教えてくれた、人は生き直せること

を…。日本で初めて、刑務所で盲導犬候補

の子犬を育てる試みが始まった。犬との

日々は人々をどのように変えていったのか。

動物との絆に秘められた可能性とは。この

試みの立ち上げから７年以上にわたって取

材を重ねてきた著者が綴る、希望の書。 

 

369-ﾌﾟ PRAY FOR JAPAN  

3.11 世界中が祈りはじめた日 

prayforjapan.jp 編  講談社  

大丈夫、ひとりじゃない。「世界中が胸を

うたれた」写真と言葉を緊急出版。震災の

夜、避難所で 20 才の大学生が一晩で作っ

たサイトに は 184 ヶ国から 2 日で３００

万人がアクセスし、ニッポンへの心揺さぶ

られる PRAY＜祈り＞のメッセージが世

界中から届いた。それをまとめた一冊。 

 

379-ｺ 勉強の技術 すべての努力を成

果に変える科学的学習の極意  

児玉光雄 著 SB クリエイティブ  

高校受験、大学受験、ＴＯＥＩＣ、資格

試験、昇任試験などで「絶対に結果を出し

たい」人は多いでしょう。もちろん、勉強

には努力が不可欠で、努力せずに結果を出

すことはできません。しかし、正しい勉強

の仕方を知らず、やみくもに勉強しても効

率が良くありません。そこで本書では、確

実に結果を出せる、正しい「勉強の技術」

を解説。 

 

【民俗学】383-ﾉ 47 都道府県・汁物百科 

野﨑洋光, 成瀬宇平 著 丸善出版 

一汁三菜という言葉があるように、和食

にとって汁物は欠かすことができない。地

域的なバリエーションの豊富な汁物を、都

道府県別に切り分け、食文化と地産地消の

視点も盛り込んで興味深く紹介するウンチ

ク百科。各地の汁物の味の傾向を地元の特

色とともに紹介！付録には、著者による都

道府県別おすすめ汁物レシピも掲載！ 

 

【５ 技術・工学】 

501-ｵ 「水素社会」はなぜ問題か  

究極のエネルギーの現実  

小澤祥司 著 岩波ブックレット  

水素とは本当にクリーンなのだろうか？

「2015 年は水素社会元年」と打ち出した

政府。都もオリンピックのレジェンドと盛

り上げる。CO2 フリーでエネルギー自立、

かつ経済起爆剤との期待を集めるが、技術

課題は山積、導入は助成金・補助金頼み。

しかも水素精製には次世代原子炉のりよう

も位置づけられている……この道を選んで

よいのか？ 

 

509-ﾄ かっこいいぞ!職人本 

かっこいいぞ!職人本製作委員会 著 ; 寅

壱 監修 クロスメディア・パブリッシング 

建設業界に従事する職人を各職種詳しく

紹介します。いま話題のかっこいい職人さ

んのグラビアや、職人道具など写真やイラ

ストで見せ、建設業界について楽しみなが

ら知識を深めることができる。 

H27 - №1３ 
平成 28 年３月 1８日 

三刀屋高校図書館 

土手や野原でフキノトウを見つけました。春がやってきたことを実感しています。  

今学期も残すところ一週間となりました。今学年のしめくくりと次学年への準備は進ん

でいますか？自分の未来のため、手間を惜しまず、毎日過ごしましょう。春休みは心浮き

立つ日も多いけれど、心静かに読書もおすすめします。ｂｙ司書 

 

 

新着図書案内 ラベルの番号 書名 著者名 出版社の順 ☆はリクエスト  

図書館からおしらせ 

今日から春休みの長期貸出始めます。 

春休みの間にたくさん読んで心の栄養にし

てください。 

冊数制限はありません。 

返却期限は 4 月 8 日（金）始業式の日 

返却期限が過ぎている本を持っている人

は、返してから新しく借りてください。 



【都市計画】516-ﾄ 大江戸線建設物語  

地下鉄のつくり方-計画から開業まで  

東京都交通局 監修 ; 大江戸線建設物

語編纂委員会 編 成山堂書店  

首都・東京の地下をはしる「大江戸線」。

その建設は、２０世紀の掉尾を飾るビッグ

プロジェクト。大江戸線にみる、地下鉄建

設事業のすべてがここに。 

 

【５４電気  ５５海洋開発】 

545-ﾆ すごい家電  

いちばん身近な最先端技術 

西田宗千佳 著 講談社ブルーバックス 

０．０４秒ごとに沸騰と対流を制御し、

「土鍋よりも美味しい」ご飯を炊きあげる

炊飯器。水の透明度から汚れ具合を判断し、

槽の回転方向や速度を変える洗濯機。人の

動きを記憶・学習して効率的に冷暖房を効

かせるエアコンは、自ら掃除するロボット

まで内蔵する。「より省エネで、より快適」

を追求する現代の超技術＝家電。創意工夫

が生み出される現場を探訪する。 

 

547-ﾐ IoT まるわかり  

三菱総合研究所 編 日本経済新聞出版社 

さまざまなものがネットにつながり、こ

れまでのビジネスを革新する「ＩｏＴ」。そ

の全体像と各業界への影響を、コンパクト

に解説します。インダストリー4.0、O2O、

ウェアラブルなどの関連用語もざっくりわ

かります。 

 

547-ﾔ-2 インターネット術語集 2 

矢野直明 著 岩波新書 

インターネットをめぐる状況は日々変化

し、社会への影響力は増大する一方である。

セキュリティや著作権の問題、住基ネット

のスタートと個人情報保護法など、数年前

には予想すらされなかった新しい問題も

次々生じている。それに伴い、どのような

新しい用語が生まれているのか。ネット社

会を生きぬくための最新キーワード集、待

望の続編。 

 

558-ﾔ 深海 8000m に挑んだ町工場 

無人探査機「江戸っ子 1 号」プロジェクト 

山岡淳一郎 著 かんき出版 

「産官学金」の連携と男たちの夢が、世

界初の深海撮影を成功させた。 

 

【５９家政学】 

590-ﾏ すごい家事  

人生の「掃除の時間」をグッと縮める  

松橋周太呂 著 ワニブックス 

アイテムに頼った人から笑顔になれる！

驚異の主夫力・家事えもんが教える、掃除・

洗濯・料理術。最前線“家事アイテム”で、

あなた以上に、キレイをつくる。問い合わ

せ殺到！大人気「かけ算レシピ」も総まと

め！ 

 

596-ｻ 坂本廣子のだしの本  

つくって食べて未来に伝えていこう!  

坂本廣子 著 少年写真新聞社  

 

596-ﾏ 家庭で作れるスペイン・バスク料理

丸山久美 著 河出書房新社 

沿岸部を中心とする海バスクの魚介料理

と、内陸部の山バスクの野菜や肉料理を中

心に、美食の地の家庭で日々作られる絶品

メニューの数々を紹介 

 

596-ﾓ メキシコ料理大全:家庭料理、伝

統料理の調理技術から食材、食文化まで。

本場のレシピ 100  

森山光司 著 誠文堂新光社  

２０１０年にユネスコ世界無形文化遺産

に指定されたメキシコ料理を、作り方や食

材まで、またその背景となる歴史や食文化

についても詳しく紹介する本格本。メキシ

コ定番料理を再現できる特別レシピ 100。

食材から飲物、調理器具、食器や食関連行

事などメキシコの食文化や歴史も網羅。 

 

【産業】601-ｼ 地域おこし協力隊 日本を元気

にする 60 人の挑戦  

椎川忍, 小田切徳美, 平井太郎, 地域活性化

センター, 移住・交流推進機構 編著 

学芸出版社 

全国４４４の自治体で１５００人以上の

地域おこし協力隊が活動中！隊員の成長、

地域住民の変化、自治体職員の進化をおこ

す、実践者たちのリアルな現場報告。 

 

【交通】681-ﾊ 交通まちづくり  

地方都市からの挑戦  

原田昇 編著  鹿島出版会 

暮らしやすいまちの実現に貢献したいと

考える交通関係の研究者たちが、地方都市

の再生を目的に地方都市で積み重ねた経

験・知見を基に、交通と一体的に進めるま

ちづくりの理論と９都市の交通まちづくり

の実践例を紹介。 

 

【観光】689-ｼ 通訳ガイドというおしごと 

仕事の始め方から技術を磨くコツまで  

島崎秀定 著 アルク  

外国人観光客の増加に伴い、最近注目を

集める「通訳ガイド」。しかし、会社員並み

の収入を得ている人は、わずか四・七パー

セントという厳しい世界だ。通訳ガイドで

生きていくためには、何が必要なのか？仕

事の始め方から、生計を立てていくヒント、

通訳ガイドとしての技術を磨くコツまで、

現役通訳ガイドの著者が、その全てを公開

する。 

 

【マンガ】726-ｱこの音とまれ! ７～10  

アミュー 著 集英社  

筝曲部の全国一位となるため、地区予選

に挑む愛(ちか)達の奮闘を描く。 

 

【漫画家】726-ﾐ 戦争と読書 

 水木しげる出征前手記  

水木しげる, 荒俣宏 著 KADOKAWA 

水木しげるが徴兵される直前に人生の一

大事に臨んで綴った「覚悟の表明」。そこに

あったのは、今までのイメージが一変する、

悩み苦しむ水木しげるの姿。太平洋戦争下

の若者の苦悩と絶望、そして救いとは。 

 

【８１ 日本語】 

813-ｱ 朝日キーワード 2017  

朝日新聞出版 編 朝日新聞出版 

集団的自衛権と安保法制、「イスラム国」、

ＴＴＰ発効へ…朝日新聞の一線記者が現代

社会をわかりやすく解説。入試小論文、就

職試験、資格試験対策の決定版！ 

 

813-ｵ てにをは連想表現辞典 

小内一 編 三省堂  

日本を代表する作家四百人の名表現を類

語・類表現で分類。発想力、作家的表現力

を身につける「書く人のための辞典」。 

 

814-ｱ 朝日キーワード就職最新時事用

語&一般常識 2017  

朝日新聞出版 編 朝日新聞出版  

就活の定番！ 筆記試験や面接対策に必

須の現代用語解説集。最新ニュースがよく

わかる。政治や経済、国際情勢、環境や医

療、文化、スポーツなど、あらゆるジャン

ルを網羅。スピーディーに知識を身につけ

られる最新時事問題・一般常識ドリルも収

録。 

 

814-ﾏ 常識として知っておきたい正しい

日本語の練習  

前田安正 朝日新聞社  

三十路も半ば、小春日和、すべからく…

…。うっかり間違えやすい日本語の意味と

使い方を、朝日新聞社の校閲のプロがスッ

キリ解説。 

 

814-ﾔ にほんご歳時記  

山口謠司 著 PHP 新書 

季節の移り変わりも、言葉がなければ、

ただ目に映って消えていくばかりである。

一見、当たり前に見える四季それぞれのそ

れなりのことを、「歳時記」として、一つひ

とつの言葉にすることによって、我々の先

祖は、「季節」を意識していった。イギリス、

フランス、中国の言語や文化に明るく、比

較しながら日本独自の季節感を解説する。 

 

【文学】910-ｶ 姜尚中と読む夏目漱石 

姜尚中 著 岩波ジュニア新書  

『こころ』『吾輩は猫である』『三四郎』『そ

れから』『門』…広く知られた漱石の小説で

すが、じっくりと読んでみたことはありま

すか？鋭い社会へのまなざしや深い人間洞

察には、読み返すたびに新しい発見がある。

漱石作品を心の糧にしてきた著者と一緒に、

１００年以上読み継がれる奥深い魅力を味

わってみよう。 

 

【９１３ 日本の小説】 

913-ｲ 想像ラジオ  

いとうせいこう 著 河出書房新社  

深夜二時四十六分。海沿いの小さな町を

見下ろす杉の木のてっぺんから、「想像」と

いう電波を使って「あなたの想像力の中」

だけで聴こえるという、ラジオ番組のオン

エアを始めたＤＪアーク。その理由は―東

日本大震災を背景に、生者と死者の新たな

関係を描き出したベストセラー。 

 

913-ﾅ ぼくは明日、昨日のきみとデート

する 七月隆文 著 宝島社 

京都の美大に通うぼくが一目惚れした女

の子。高嶺の花に見えた彼女に意を決して

声をかけ、交際にこぎつけた。気配り上手

でさびしがりやな彼女には、ぼくが想像も

できなかった大きな秘密が隠されていて―。

奇跡の運命で結ばれた二人を描く、甘くせ

つない恋愛小説。彼女の秘密を知ったとき、

きっと最初から読み返したくなる。 

 

☆913-ﾆ 掟上今日子の退職願  

西尾維新 著 講談社  

退職願を胸ポケットに忍ばせ、波止場警

部は揺れていた。彼女の最後の事件は、池

に浮かび上がった水死体。しかしその不可

解さゆえ、名高い忘却探偵・掟上今日子と

協力捜査することになり…。辞めたがりの

刑事と仕事中毒の名探偵。奇妙なタッグが

謎に挑む！ 

 

913-ﾇ タスキメシ  

額賀澪 著 小学館 

高校駅伝、箱根駅伝の臨場感溢れる描写

とともに、箱根駅伝を夢見て長距離走に青

春を捧げる陸上青年それぞれの思いと生き

様が熱く描かれる。青年達の挫折、友情、

兄弟愛…。熱い涙、しょっぱい涙、苦い涙、

甘い涙が読む者の心を満たします。 読後は

爽快感と希望に溢れる熱血スポーツ小説。 

 

913-ﾎﾞ 冒険の森へ 傑作小説大全 13 

集英社  

第 13 巻『飛翔への夢』は、古今の飛ぶこ

とを夢見た人間が巻き起こすさまざまな悲

喜劇を、長編から掌編まで 17 編収録! 

 

913-ﾐ 校閲ガール ア・ラ・モード 

宮木あや子 著 KADOKAWA  

出版社の校閲部で働く河野悦子（こう

の・えつこ）。部の同僚や上司、同期のファ

ッション誌や文芸の編集者など、彼女をと

りまく人たちも色々抱えていて……。日々

の仕事への活力が湧く、ワーキングエンタ

メ第二弾！ 

 

916-ﾊ 救命センター カルテの向こう側

浜辺祐一 著 集英社 

救急医療における「最後の砦」である救

命センターにも、高齢化の波が押し寄せる。

３０年にわたり生死の境目を見続けてきた

現役救命医が本音で綴った「命」をめぐる

メッセージ。 


