
【郷土資料】 

092.1-ﾋ  古代出雲を歩く  

平野芳英 著 岩波新書  

石神、神社の数々に、藁蛇や藻汐祓。神

話と祭祀に満ちた出雲の、古代の息吹を体

感できる四地域をめぐる 

 

092.9-ｶ  出雲の神々に出会う旅  

 能登・阿波、そして出雲見てある記  

川島芙美子 著 今井出版 

「風土記」片手に訪ね歩いて 20 年。四

国、北陸、山陰と、出雲の神々を求めて歩

き、その広がり、崇高さを実感。海・山・

他国からもう一度出雲を見直して見ると、

出雲の神様がよりくっきりと身近に見えて

きます。 

 

095.4-ｱ 「不思議な会社」に不思議なん

てない  

荒木恭司 著 あさ出版  

社員が辞めない。出産育児後１００％復

帰。ほぼ全員参加の社員旅行、本気の運動

会。月・水・金のノー残業デー。不況業種

のローカル企業が、建設業をサービス業に

変えて急成長！県内にこんな企業がある！ 

 

096.8-ｻ  三江線写真集  

今井出版   

廃線が決定的になった三江線。でもファ

ンがたくさんいるんです。 

三江線の姿を一冊にまとめた写真集。 

 

 

 

 

【日本史】 

210.1-ﾆ 10分で読む日本の歴史 

NHK「10min.ボックス」制作班 編 日本放

送協会 岩波新書  

縄文時代から現代まで、主要な出来事、重

要人物、文化、社会背景を時代ごとにコン

パクトに解説 

 

210.6-ｹﾞ  日本の戦争解剖図鑑  

日本近現代史がマルわかり  

拳骨拓史 著 エクスナレッジ  

明治維新から終戦まで、日本と世界に何

が起きていたのか？開国以降の日本の対外

戦争を、戦況図と豊富なイラストで完全図

解。そのとき日本、アジア、欧米で何が起

こっていたのかが、ひと目でわかる歴史年

表付き。 

 

210.7-ｷ 30 代記者たちが出会った戦争 

激戦地を歩く  

共同通信社会部 編 岩波ジュニア新書 

先の戦争に加わった日本兵の証言を３０

代の記者が取材。当時の状況を現地の様子

を織り込みながらその実相を明らかにする。 

 

210.7-ﾃ-2 綾瀬はるか「戦争」を聞く 2 

TBSテレビ『NEWS23』取材班 編 

岩波ジュニア新書 

爆心直下で被爆しながら奇跡的に命をつな

いだ人々、被爆直後の惨状の中で生まれた

命、原爆症の父を支え続けた娘…。戦争体

験者の言葉を通して平和の意味を考えます。 

 

 

【政治】 

312-ﾊ 18歳選挙世代は日本を変えるか 

原田曜平 著 ポプラ新書 

若者を対象にした調査で、６割が政治に

興味を持ち、７割が投票すると答えた。「若

者は政治に興味がない」という通説は、必

ずしも正しくない。若者の実態について調

査・マーケティングしてきた著者が、政治

改革を起こす世界の若者と、日本の若者を

取材する中で、一見無気力にも見える彼ら

の優しさや欲のなさ、素直さに、民主主義

への希望を見出す。 

 

314-ﾊ 「18 歳選挙権」で社会はどう変

わるか 林大介 著  集英社新書 

「子どもの主権者教育」の第一線の研究

者であり、長きにわたり教育の現場に携わ

ってきた著者が、「１８歳選挙権」導入の経

緯と問題点や、中高生の政治教育を阻む政

治的中立性の壁、著者も積極的に取り組む

「模擬選挙」の実状、そして本制度を起爆

剤とした若者の政治参画への展望に関して、

わかりやすく解説、提言する。 

 

【地域】318-ｼ-5  series田園回帰 5  

ローカルに生きる ソーシャルに働く 新し

い仕事を創る若者たち  

松永珪子 編著 尾野寛明 編著 

農山漁村文化協会  

いま地域をベースに活動する２０代後半

から３０代くらいの世代からは、地域社会

に貢献するというよりも、自分がしたいこ

とに地域の課題解決の方向性をすり合わせ

ていく―そんな生き方、働き方がみえてく

る。そうした社会のデザイン能力が花開く

場として地域が受け皿になっている。農山

村や地方都市、大都市の下町で活躍する一

人ひとりの「なりわい」づくりに光を当て、

そのライフスタイルを浮き彫りにする。 

 

【社会】361-ｱ 日本の伝統&絶景 100  

朝日新聞出版 編集  朝日新聞出版 

３００ページを超える極厚ビジュアルで

魅せる、迫力の伝統＆文化１００選。歌舞

伎、浮世絵、和食、古墳、城など、日本の

「粋」がずらり。古から伝えられてきたそ

の歴史と技を、美しい写真とともに解説。

日本文化の神髄のすべてがここに。 

 

365-ﾅ 解決!空き家問題  

中川寛子 著 ちくま新書  

過剰な住宅供給のツケで、いま顕在化す

る空き家問題。活用を阻む４要因と、打開

への鍵とは？ 柔軟な発想で負の財産をお

宝に転換。豊富な事例から活路を見いだ

す！ 

 

【職業紹介】 

366-ﾅ-144 気象予報士・予報官になる

には 金子大輔 著 ぺりかん社 

テレビでおなじみの気象キャスターから、

気象庁職員や気象会社の社員、自衛隊の気

象幹部まで、気象にかかわる仕事の世界を

紹介。常に変化する大気の現象と向き合う。 

 

366-ﾅ-35 販売員・ファッションアドバイ

ザーになるには  

浅野恵子 著 ぺりかん社 

お客様を満足させる確かな商品知識と信

頼。百貨店や生活雑貨店、アパレルから眼

鏡、家電まで、ネットショッピングの普及

により、変わりつつある販売員の世界を紹

介。 

 

366-ﾅ-91 ドッグトレーナー・犬の訓練士

になるには  

井上こみち 著 ぺりかん社 

家庭犬をはじめ、盲導犬や警察犬、災害

救助犬や，麻薬探知犬など幅広く育成に関

わるドックトレーナーや訓練士の姿を紹介。 

 

366-ﾊ クリニック・薬局で働く人たち し

ごとの現場としくみがわかる!  

橋口佐紀子 著 ぺりかん社  

「クリニック・薬局」で働くいろいろな職

種を網羅。本書を読むことにより、「クリニ

ック・薬局」のバーチャル体験ができる。

実際に「クリニック・薬局」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。 

 

【震災】 

369-ｲ 1500 日震災からの日々 1500

岩波友紀 著 新日本出版社 

ひとりひとりの「その後」 １４の物語。

そして被災からの日数を意識しつつ見つめ

直すイメージ。 

 

369-ｲ 3・11からの夢 

 From 2011.3.11-2016.3.11  

いろは出版 編 いろは出版  

女川町出身の女子大学生、陸前高田の市

長、阪神淡路大震災で父親を亡くした女性、

浪江町出身の高校生、南三陸への移住者、

震災当時１歳だった保育園児、神戸出身の

自衛隊員、気仙沼の漁師、南相馬で里帰り

出産をした女性、福岡の大学生、石巻の土

木作業員ｅｔｃ…。被災地をはじめ、日本

中をめぐり２年間かけて集めた夢の中から

３０人の「夢」と東北の「現在」がわかる

写真を収録。 

 

369-ｼ ルポ チェルノブイリ 28年目の子

どもたち ウクライナの取り組みに学ぶ 

白石草 著 岩波ブックレット 

チェルノブイリ原発事故から２８年が経

つウクライナを丹念に現地取材。現在でも、

多くの子どもが、白血病やがんをはじめ

様々な疾患を抱える。子どもたちの命と健

康を守るために、学校と医療機関の連携や

定期的な保養など、国・自治体による多様

な取り組みが行われている。福島原発事故

を経た今、日本はチェルノブイリの経験を

どう活かすべきか。学校、医療機関、行政

などで力を尽くす人びとの声を伝える。 

 

384-ﾂ 忘れられた日本の村 

筒井功 著 河出書房新社 

狩猟とアイヌ語のマタギ村、出雲の阿国

の「綾子舞い」を伝える北陸の芸能村、天

皇の即位に麻の礼服を貢納し続ける山奥の

村…限界集落など、長い歴史の残る、七つ

の不思議な村の探訪紀行。宮本常一「忘れ

られた日本人」を今に引き継ぐ民俗誌。 

秋の夜空を楽しもう  

秋らしいさわやかな風が吹くようになりました。秋といえば、お月見の季節。今年の中秋の

名月（旧暦の 8月 15日）は明日 9月 15日です。月や星空を眺めたり、虫の声に耳をすま

してみると、ココロがちょっと落ち着きますよ。風邪をひかないように温かくして夜空を眺めて

みませんか。「行ってみたいな、よその星」と題して夜空観測の参考になる本や宇宙に行っ

てみたくなる本をガラスケースに展示しています。見てくださいね。ｂｙ司書 

 

図書館だより 
H28－№6 

平成 28 年 9月 1４日発行 
三刀屋高校図書館 

 

＊新着図書案内 ＊分類、書名、著者名、出版社、内容の順 ☆はリクエスト 

 

図書委員会より 

 学園祭の古本市の収益は３３２０円

でした。JRC部を通して災害の復興募

金に寄付します。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

カブト虫観察日記より 

今年のカブト虫はオス１匹でした。 

6月 23日に成虫になり、8月 19日ま

で元気に過ごしていました。 

これでカブト虫プロジェクトは終了と

なります。今まで 

観察してくれた皆さん、 

ありがとうございました。 

 

 

 

夏休み前に借りた本は返却期限が

過ぎています。早く返して下さいね 



【医学】 

490-ｲ 健康長寿のための医学 

村裕夫 著 岩波新書 

成人期だけでなく、胎生期や子どものと

きの環境が、その後の高齢期の健康に影響

するという。糖尿病、認知症など具体的な

病気の最新知見とともに、人生の早い時期

から自分の体について考える「ライフコー

ス・ヘルスケア」、発症する前に“予防”す

る「先制医療」などを、近年の研究成果に

基づき解説 

 

490-ｺ いのちの選択  

今、考えたい脳死・臓器移植  

小松美彦, 市野川容孝, 田中智彦 編 

岩波ブックレット 

臓器移植法の改定により「脳死」が「人

の死」とされ、家族の承諾だけでも全年齢

で臓器提供が可能になった。本格施行を控

え、多くの人が遭遇しうる「ご家族の臓器

を提供しますか」という問いに対し、知っ

ておきたい事実や脳死・臓器移植をめぐる

さまざまな声を伝える。 

 

490-ｺ はじめて学ぶ生命倫理 

 「いのち」は誰が決めるのか  

小林亜津子 著 ちくまプリマー新書 

医療が高度に発達した現在、自分の生命

の決定権を持つのは、自分自身？医療者？

家族？それとも法律？生命倫理学が積み重

ねてきた、いのちの判断をめぐる「対話」

に、あなたも参加してみませんか。 

 

498-ｺ ルポ看護の質  

患者の命は守られるのか  

小林美希 著 岩波新書 

深刻さを増す人手不足の問題、また入院

期間短縮化と在宅化が急速に政策的に推進

される中で、ひずみをもろにかぶっている

看護の現場ひいては患者の置かれた実態に、

定評ある著者が鋭く切り込む迫力のルポル

タージュ。看護の最前線で、いま何が起こ

っているのか。本来の看護とは何か、多職

種によるチーム医療とは何かを問う。 

 

498-ﾀ 「健康食品」ウソ・ホント 「効能・効

果」の科学的根拠を検証する 

髙橋久仁子 著 講談社  

第三の健康食品”＝「機能性表示食品」

は食生活をどう変えた？ 巷にあふれる健

康食品が、実は危ない１０の理由とは？ト

クホ誕生から 25 年、機能性表示食品の登

場から１年。 

 

【環境】519-ｺ 地球温暖化は解決できる

のか パリ協定から未来へ!  

小西雅子 著 岩波ジュニア新書 

深刻化する温暖化のなか地球環境を守る

ために私たちは何をしなければならないの

でしょうか。国際環境ＮＧＯの専門スタッ

フとして温暖化問題に長く携わってきた著

者が、ＣＯＰ会議における国際交渉の過程

やパリ協定の意義、日本の温暖化対策と今

後の課題をわかりやすく解説。 

 

【料理】596-ﾀ フレンチのきほん、完全レ

シピ 「ル・マンジュ・トゥー」谷昇のおいしい

理由。  

谷昇 著 世界文化社  

フレンチのＮｏ．１シェフがフルプロセ

スで教えるから、動画みたいで作りやす

い！ポトフ、ポタージュ、ローストビーフ

…作りたい料理だけ、４２レシピ集めた。 

 

【商業】 

678-ﾜ 考えよう!やってみよう!フェアトレ

ード  

1 フェアトレードって、なんだろう? 

２ フェアトレードが生まれた背景と歴史・現

状 

３ 日本のフェアトレードの現状ときみにもで

きること 

渡辺龍也 監修 ; こどもくらぶ 編 彩流社 

 フェアトレードとは発展途上国の農産物

や雑貨などを、適正な価格で継続的に輸

入・消費する取り組みのこと。 

私たちが手にしている物の価格は適正なの

かを考えてみよう。 

 

【マンガ】 

726-ｽ-32 ちはやふる 32 

末次由紀 著 講談社  

千早たちにとって最後の夏。高校かるた

全国大会団体戦最終戦。そこには、思いが

けぬ展開が！？高校最後の全国大会。団体

戦３位決定戦。だれもが息をひそめ、期待

と祈りで手を握りしめる中、千早は運命の

対戦となった新を相手に、静かに集中を深

めてゆく。 

 

【英語】830-ｻ ３分で泣ける。英語で

ショートショート 

デイビッド・セイン 著  秀和システム  

３分で感動できる。英語の短編集を集め

たリーディング教材です。簡単な英語で、

とにかく話が短いので、１つの話を読んだ

という達成感をラクに得ることができます。

音声ダウンロードサービス付き。 

 

830-ﾖ 英語に好かれるとっておきの方

法 4技能を身につける  

横山カズ 著 岩波ジュニア新書 

英語習得の主人公はあくまで自分自身！

そしていつでもどこでも習得できる！留学

をせずに国内独学で同時通訳者になり、受

験生だけでなく大手企業でスピーキングの

人気講師としても活躍する著者が語る英語

独習法。聞く、話す、読む、書くの４技能

を手に入れるカギとなる、英語で「思う力」

を中心にその秘伝のすべてを公開します。 

 

【日本の小説】 

913-ｱ 吹部!  

赤澤竜也 著 角川文庫 

目指せ全日本吹奏楽コンクール金賞！ 

笑って泣ける青春小説！弱小吹奏楽部にや

ってきた素性不明の顧問、ミタセン。変人

ながらも類まれなる音楽センスによって超

個性的な部員が揃う吹部を立て直していく。

全日本コンクール金賞を目指し部員たちが

奮闘する、爽やかな青春小説 

 

913-ｱ アンマーとぼくら  

有川浩 著 講談社  

母と過ごす３日間。恩返しは、今からで

も遅くない――。有川浩、書き下ろし感動

長編。休暇で沖縄に帰ってきたリョウは、

親孝行のため「おかあさん」と３日間島内

を観光する。一人目の「お母さん」はリョ

ウが子どもの頃に亡くなり、再婚した父も

逝ってしまった。観光を続けるうち、リョ

ウは何かがおかしいことに気がつく。かり

ゆし 58 の名曲「アンマ―」に着想を得た、

書き下ろし感動長編。 

 

913-ｲ 陸王  

池井戸潤 著 集英社  

埼玉県行田市にある「こはぜ屋」は、百

年の歴史を有する老舗足袋業者。その実態

は従業員二十名の零細企業で、業績はジリ

貧。社長の宮沢は、ある日、宮沢はふとし

たことから長年培ってきた足袋業者のノウ

ハウを生かしたランニングシューズを開発

の事業計画を思いつく。社内にプロジェク

トチームを立ち上げ、開発に着手する宮沢。

しかし、その前には様々な障壁が立ちはだ

かる。資金難、素材探し、困難を極めるソ

ール(靴底)開発、大手シューズメーカーの妨

害――。チームワーク、ものづくりへの情

熱、そして仲間との熱い結びつきで難局に

立ち向かっていく零細企業・こはぜ屋。は

たして、彼らに未来はあるのか? 

 

913-ｲ 怪談おくのほそ道 現代語訳『芭

蕉翁行脚怪談袋』  

伊藤龍平 訳・解説 国書刊行会  

おくのほそ道』で巡った土地のみならず、

西国諸国まで訪れた芭蕉が諸国行脚の途上

で遭遇する怪異の数々。明らかになる名句

にこめられたもう一つの意味。松尾芭蕉と

その門人たちを主人公として、江戸時代後

期に成立した奇談集『芭蕉翁行脚怪談袋』

を、読みやすい現代語訳に、鑑賞の手引き

とも言うべき解説を付してお届けする「も

う一つの“おくのほそ道”」。 

 

913-ｼ ストレンジャー・イン・パラダイス 

小路幸也 著 中央公論新社 

ここは阿形県賀条郡“晴太多”。名物も娯

楽もない山奥の、ほぼ限界集落。そんな故

郷を再生するため、町役場で働く土方あゆ

みは、移住希望者を募集する。やってきた

のはベンチャー企業の若者、ニートの男、

駆け落ちカップルなど、なんだかワケあり

なはぐれ者（ストレンジャー）たち。彼ら

が抱える忘れたい過去も心の傷も、優しい

笑顔が包み込む― 

 

913-ｼ 小説君の名は。  

新海誠 著 角川文庫  

山深い田舎町に暮らす女子高校生・三葉

は、自分が男の子になる夢を見る。見慣れ

ない部屋、見知らぬ友人、目の前に広がる

のは東京の街並み。一方、東京で暮らす男

子高校生・瀧も、山奥の町で自分が女子高

校生になる夢を見る。やがて二人は夢の中

で入れ替わっていることに気づくが―。出

会うことのない二人の出逢いから、運命の

歯車が動き出す。長編アニメーション『君

の名は。』の、原作小説。 

913-ﾎﾞ 冒険の森へ 傑作小説大全 4

集英社  

第 4 巻「超常能力者」は、SF の一大テー

マともいえる「エスパー」の活躍と葛藤、

栄光と挫折を描いた、時代を超えて輝ける

名作の数々全 10 編を収録。 

 

913-ﾎﾞ 冒険の森へ 傑作小説大全 18 

集英社 

第 18 巻「暗黒の街角」は、馳星周の言

わずと知れたノワールの名作「不夜城」を

筆頭に、新旧のヤクザ小説の傑作 13 編を

収録! 本当の男の美学に酔える一冊! 

 

☆913-ﾑ  コンビニ人間  

村田 沙耶香 著 文藝春秋  

３６歳未婚女性、古倉恵子。大学卒業後

も就職せず、コンビニのバイトは１８年目。

これまで彼氏なし。日々食べるのはコンビ

ニ食、夢の中でもコンビニのレジを打ち、

清潔なコンビニの風景と「いらっしゃいま

せ！」の掛け声が、毎日の安らかな眠りを

もたらしてくれる。ある日、婚活目的の新

入り男性、白羽がやってきて、そんなコン

ビニ的生き方は恥ずかしいと突きつけられ

るが…。「普通」とは何か？現代の実存を軽

やかに問う衝撃作。第１５５回芥川賞受賞。 

 

☆913-ﾜ  世界からボクが消えたなら  

映画「世界から猫が消えたなら」キャベツ

の物語  

川村元気 原作 ; 涌井学 著 小学館 

余命わずかと宣告されたご主人さまは、

自分と同じ姿をした悪魔と取引をした。「こ

の世界からモノを一つ消す。そのかわりに、

キミの命を一日ぶんだけ延ばす」と。電話、

映画、時計…。モノが消えていくたびに、

ご主人さまと結びついていた人の記憶まで

が失われていくようだ。そして悪魔は、世

界から猫を消すと提案する。ボクのことな

んて消してしまっていいんだよ、ご主人さ

ま…。最後に、飼い主が選択した決断と

は！？百万部突破！感涙のベストセラー原

作の映画『世界から猫が消えたなら』を、

主人公の飼い猫であるキャベツの視点で描

いた、感動の物語。 

 

 

 

 


