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読売新聞東京本社  
新聞社が発刊する現在国内唯一の総合年鑑。

2014年に起きた主なニュースを網羅した重要

日誌、2014年の記録、国内外の一線で活躍す

る約18000人を収録した分野別人名録などを

掲載。 

 

【１４１ 心理学】 
●141-ｲ 東大生が教える!超集中術 
石井 大地, 小平 翼, 難波 紀伝 著 
ダイヤモンド社  
やるべきことを紙に書いて順番をつけよ！視

線を１点に集中させよ！時間にも「性質」があ

る！使い分けを工夫せよ！自分にスイッチを入

れる！「制限時間つき作業」作戦！「やる気が

出ない…」時に思い出すこの知識！…ｅｔｃ．

この６０のやり方をきちんと実践すれば、アナ

タの集中力は劇的に向上する。 

 

●141-ﾁ 自分のアタマで考えよう 知識にだ
まされない思考の技術  
ちきりん 著 ダイヤモンド社 
“おちゃらけ社会派”として超人気のブロガ

ーが教える「自分だけの答え」の見つけ方。 

 

●141-ﾂ 世界最速「超」記憶法  
津川 博義 著 講談社＋α新書  
テレビ、雑誌で大話題！○をつけるだけの記

憶法。なぜこれだけで覚えられるの！？驚異の

つがわ式！漢字も英単語も！あきらめていた記

憶力が驚くほど伸びる！簡単で誰にでも有効な

記憶法。 

 

【２１０日本史  289伝記】 
210.7-ｵ もういちど読む山川日本戦後史 
老川 慶喜 著 山川出版社 
再発見！高校日本史教科書。「占領下の日本」

「５５年体制」「高度経済成長」「日本列島改造

論」「バブル経済」…戦後７０年、日本の歩みを

ふり返りより良い未来を考える。 

 

289-ﾊ ハーレムの闘う本屋   
ルイス・ミショーの生涯 

ヴォーンダ・ミショー・ネルソン 著 
あすなろ書房  

１９３９年、ニューヨーク７番街に、風変わ

りな書店が誕生した。ナショナル・メモリアル・

アフリカン・ブックストア。黒人が書いた、黒

人についての本だけを売る店。きびしい差別の

あった時代、世間の嘲笑をよそに、黒人に本を、

そして、知識を広めることに尽力したルイス・

ミショーの生涯とは…？ 

 

【法律】●321-ｵ 「正義」を考える  
生きづらさと向き合う社会学  

大澤 真幸 著 NHK出版  

なぜ今「正義」なのか？経済格差のもとに社

会が分断され、異文化とのあつれきや理解不能

な他者への脅えが生じるなか、「善」はもはや抽

象的お題目にすぎないのか？ケータイ小説から

沖縄基地問題までの多様な事例の検討、意表を

つく思考実験、そしてカントからサンデルにい

たる正義の理論を徹底的に吟味し、普遍的連帯

のアクロバティックな可能性を論じる。大澤社

会学、至高の到達点。 

 

【３６６労働  職業紹介】 
●366-ｶ 働くひとのためのキャリア・デザイン        
金井 壽宏 著   PHP新書 
就職後の現実に失望する若者、疲れたミドル

と元気なミドルの二極分化…。たった一度の仕

事生活を納得して送るにはどうすればいいのか。

入社、昇進、転職…人生の節目には自分を見つ

め直し将来の方向性をじっくり考える―これが

本書のおすすめする「キャリア・デザイン」。自

分らしく成長していくためのヒントを、代表的

なキャリア研究、発達心理学の概念を通して紹

介。 

 

366-ﾄ 書店・図書館で働く人たち しごと
の現場としくみがわかる!  
戸田 恭子 著 ぺりかん社 
「書店・図書館」で働くいろいろな職種を網羅。

「書店・図書館」をバーチャル体験。実際に「書

店・図書館」で働く人たちのインタビューによ

り、具体的な将来のビジョンが描ける。 

 

【民俗学】 

●389-ﾆ 人類史のなかの定住革命 
西田 正規  著 講談社学術文庫  

霊長類が長い進化史を通じて採用してきた遊

動生活。不快なものには近寄らない、危険であ

れば逃げてゆくという基本戦略を、人類は約一

万年前に放棄する。ヨーロッパ・西アジアや日

本列島で、定住化・社会化はなぜ起きたのか。

栽培の結果として定住生活を捉える通説はむし

ろ逆ではないのか。生態人類学の立場から人類

史の「革命」の動機とプロセスを緻密に分析す

る。 
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三刀屋高校図書館 
 

Go for  it !  三刀屋高校 
県総体や文化部の大会が近づきました。日々の練習の成果を発揮するときです。 

力を出し尽くせるよう祈っています。がんばってください。 

図書館としてできることと言えば、みなさんの力になるような本を紹介することで

す。今月のガラスケースがいい例です。ちょっとでも気になる本、役立つ本があるか

もしれませんので、ぜひ図書館へ来て見て下さい。ｂｙ司書 

新しく入った本   ラベルの番号 書名 著者名 出版社 内容 の順 

☆はリクエスト  ●は寄贈本（ありがとうございます❤ ） 

❤ ❤ こんなコーナー作っています❤ ❤ 

館内では 

★5月12日は看護の日★ 

看護について考えよう 

看護師の体験記や患者目線の本、 

医療スタッフや病院関係の仕事内容、 

現在の医療の知る本を選びました。   

 

入口には 

お仕事小説コーナー 

いろんな職業の様子がわかる小説が分野別に集めてありますので、自分の

興味のある仕事に関する小説を読んで、小説の中で主人公と一緒に働いてみ

ませんか。                     

 

ガラスケースのなか 

部活を頑張れる 

ココロとカラダのサプリ本だよ 

部活小説をはじめ、スポーツ栄養

学の本やテーピングや心身のケア

の本を集めています。 

 



【自然科学】 

●402-ｾ 東大博士が語る理系という生き方 
瀬名 秀明, 池谷裕二 監修  
PHPサイエンス・ワールド新書  
２０代後半から３０代前半の科学者８人が、

東大に入るまでの道のり、現在の研究テーマ、

科学者をめざす若者へのメッセージを語る。「な

んと世界をわかりやすく説明する学問だろう」

と驚いた生物学、世界中のメディアが取り上げ

たバイオインフォマティクスの研究成果、ポス

ドクに進む覚悟…。さらに監修者二人も対談を

行い、研究者を志したきっかけを吐露。科学者

たちのみずみずしい生の声を知る一冊。 

 

【４６生物 ４８動物 ４９医学】 

●464-ｿ 酵素のちから 生命を支える 
左右田 健次 著 岩波ジュニア新書 

洗剤に入っている、消化や発酵に欠かせない…

…。身の廻りを見渡せば、酵素、酵素……。生

命の誕生を大きく促進し、いまや優秀な触媒と

して生物の代謝を支え、遺伝情報の発現にも欠

かせない！環境浄化や医療にも活躍するなど酵

素パワーを発揮する秘密に迫る。 

 

●482-ﾏ 生きものたちのシグナル 
毎日新聞科学環境部 著 毎日新聞社 
岩波ジュニア新書  

人里にあらわれて騒ぎをおこすクマやサル。

一方で、激減して姿を見なくなったメダカやミ

ノムシ。身近だったものがいなくなり、山の中

にいた動物が身近になる。ペットショップの魚

を獲るカワセミをはじめ、意外な適応力をもつ

ものもいる。動物たちの身になにが起こってい

るのだろうか。その暮らしや環境を調べ、人間

のかかわり方を考える一冊。 

 

●491-ｳ 解剖学はおもしろい 死体から
DNAまでの秘密  
上野 正彦 著 青春出版社 
自分の身体を、すみずみまで探検してみよ

う！『死体は語る』の著者が放つ目からウロコ

の一冊 

 

【音楽】 
☆767-ｺ それってキセキ GReeeeNの物語 
小松 成美 著 KADOKAWA 

今年、デビュー10 周年を迎えた GReeeeN

の初の単行本が発売決定。歯科医のため、今も

なおそのプロフィールが明かされない

GReeeeN。 彼らが“これまで歩んできた真実”

を元に綴った人間愛の物語。 本作は、アスリー

トやアーティストのノンフィクションでベスト

セラーを重ねる作家・小松成美が4年に及ぶ取

材を重ね完成した長編青春小説となっている。 

 

 

【９１３ 日本の小説】 

●913-ﾂ 旅のラゴス 
筒井 康隆 著 新潮文庫 
突然高度な文明を失った代償として、人びと

が超能力を獲得しだした世界で、生涯をかけて

ひたすら旅を続ける男ラゴスの目的は何か? 異

空間と異時間がクロスする不思議な物語世界に

人間の一生と文明の消長を構築した連作長編。 

  

913-ﾎﾞ  冒険の森へ 傑作小説大全 15  
集英社  

「冒険物語」の原点ともいえる「海」を舞台と

した傑作小説を、SFから恐竜ものまでバラエテ

ィ豊かな全14編収録!見えるもの。水とはるか

な水平線。だが水には、さまざまかおがある。

どこまでも、水。その向うには、その底には、

何が待つか？ 

 

913-ﾎﾞ-7  冒険の森へ 傑作小説大全 7 
集英社  

「牙が閃く時」は、西村寿行の動物パニック小

説の名作「滅びの笛」を中心に、心あたたまる

友情から戦慄を禁じ得ない極限の対決まで、幅

広い分野にわたる動物小説の傑作16編を網羅! 

 

913-ﾐ 羊と鋼の森 
宮下 奈都 著 文藝春秋  
ピアノの調律に魅せられた一人の青年。彼が

調律師として、人として成長する姿を温かく静

謐な筆致でつづった、祝福に満ちた長編小説。 

●913-ﾔ  ジョーカー・ゲーム  
柳 広司著 角川書店  
結城中佐の発案で陸軍内に極秘裏に設立され

たスパイ養成学校“Ｄ機関”。「死ぬな、殺すな、

とらわれるな」。この戒律を若き精鋭達に叩き込

み、軍隊組織の信条を真っ向から否定する“Ｄ

機関”の存在は、当然、猛反発を招いた。だが、

頭脳明晰、実行力でも群を抜く結城は、魔術師

の如き手さばきで諜報戦の成果を上げてゆく…。

吉川英治文学新人賞、日本推理作家協会賞に輝

く究極のスパイ・ミステリー。 

 

●913-ﾔ  ダブル・ジョーカー  
柳 広司 著  角川文庫 
結城中佐率いる異能のスパイ組織“Ｄ機関”

の暗躍の陰で、もう一つの諜報組織“風機関”

が設立された。その戒律は「躊躇なく殺せ。潔

く死ね」。Ｄ機関の追い落としをはかる風機関に

対し、結城中佐が放った驚愕の一手とは？表題

作「ダブル・ジョーカー」ほか、“魔術師”のコ

ードネームで伝説となったスパイ時代の結城を

描く「柩」など５篇に加え、単行本未収録作「眠

る男」を特別収録。超話題「ジョーカー・ゲー

ム」シリーズ第２弾 

 

●913-ﾔ トーキョー・プリズン  
柳 広司 著 角川文庫 
戦時中に消息を絶った知人の情報を得るため

巣鴨プリズンを訪れた私立探偵のフェアフィー

ルドは、調査の交換条件として、囚人・貴島悟

の記憶を取り戻す任務を命じられる。捕虜虐殺

の容疑で拘留されている貴島は、恐ろしいほど

頭脳明晰な男だが、戦争中の記憶は完全に消失

していた。フェアフィールドは貴島の相棒役を

務めながら、プリズン内で発生した不可解な服

毒死事件の謎を追ってゆく。戦争の暗部を抉る

傑作長編ミステリー。 

 

913-ﾔ 神様のコドモ  
山田悠介 著 幻冬舎  

反省しない殺人者には、死ぬより辛い苦痛が。

虐待を受けた者には、復讐のチャンスが。そし

て、愛する者を失った人のもとには、幸せな奇

跡が―。天上界から“神様の子”が見た、１話

３分で読める４２の物語。 

 

【９１４エッセイ】 
914-ｱ 倒れるときは前のめり 
有川 浩 著 KADOKAWA  

映像化続々の人気作家・初のエッセイ集！ 

日々の生きるつれづれ、創作の裏側、大好きな

本や映画、敬愛する人びと、ふるさと高知のこ

となど、デビュー書籍刊行前から現在までに綴

った 90 本超に、それぞれ振り返りのコメント

を書き下ろし。現在入手困難な「ほっと文庫」

に収録された短編「ゆず、香る」と、片想いが

テーマの恋愛掌編「彼の本棚」の、小説2編も

特別収録。 

 

●914-ｼ 日本人へ リーダー篇  
塩野 七生 著 文藝春秋  

なぜリスクをとるリーダーが出ないのか―危

機の時代こそ歴史と向き合え！２１世紀の「考

えるヒント」４０本。 

1年生の皆さんへ  

４/26のオリエンテーションの時に

借りた本は返しましたか？ 

まだ返していない人は、早く本を持っ

て図書館へ来てください。まだ読み続

けるなら延長の手続きをしましょう。 

 

２，３年生の皆さんへ  

 春休み前に借りた本をまだ返して

いない人がいます。大至急、図書館へ

持って来てください。 

 

＊返却期限を守るのは本を借りる上

での最低限のマナーです。 

守るようにしましょう。 

本屋大賞
受賞 


