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図書館だより 
H２８－№９ 

平成 28 年 12 月５日発行 

三刀屋高校図書館 

冬はコタツでのんびり本を読もう！ 

期末試験お疲れ様でした。２学期の総まとめは試験はいかがでしたか？ 

さて期末試験が終わると楽しい冬休みに向かってわくわくする毎日ですね。心に余裕

のある今こそ、読んでみたかった本や自分の将来を見つめた本を読んでみませんか。 

今だからこそ読める本をコタツでほっこりしながら、楽しむのもいいものですよ。 

図書委員会がクリスマス会を企画しています。詳しくは後日お知らせします。ｂｙ司書 

 

 

図書委員会より 

先月に行った読書週間イベントにた

くさん参加していただき、ありがとうご

ざいました。 

古雑誌市には２ ９ 名の参加がありま

した。手作り POPコンテストには２ ３

名の作品応募と、４ １ 名の投票があり

ました。投票の結果、第１ 位は№２  

高見ひのめさんの作品でした。結果は

昇降口に掲示していますので、見て下

さい。上位３ 名と投票者の中から抽選

で１ ０ 名に素敵なものを差し上げま

す。お楽しみに！  

 

展示のお知らせ 

人権週間 １２/４～１２/１０ 

「みんなで考えよう人権のこと」 

「第６８回人権週間」では，啓発活動重点

目標「みんなで築こう 人権の世紀 ～考

えよう 相手の気持ち 未来へつなげよう 

違いを認め合う心～」をスローガンに人権

について考える機会を設けています。 

館内にコーナーを作っていますので、 

人権について考える機会にしてください。 

 

 

カブト虫の飼育、再スタート！ 

今年の夏、成虫になったのはオス一匹。

命をつなぐことが出来ず、残念に思ってい

たところ、新しい幼虫を１３匹いただきま

した。折にふれて、成長の様子をお知らせ

したいと思います。お楽しみに！ 

またカブト虫飼育に関心のある人、飼育

係をしてみませんか？興味のある人は司

書まで声をかけてくださいね。 

小論文対策 

【第一小論ネット/生活・社会】 
304-ﾃ 豊かさとは何か  
暉峻淑子 著 岩波書店  

モノとカネがあふれる世界一の金持ち国・

日本。だが一方では、環境破壊、過労死、

受験競争、老後の不安など深刻な現象にこ

と欠かず、国民にはゆとりも豊かさの実感

もない。日本は豊かさへの道を踏みまちが

えた、と考える著者が、西ドイツでの在住

体験と対比させながら、日本人の生活のあ

り方を点検し、真に豊かな社会への道をさ

ぐる。 

 

361-ﾔ 限界集落の真実 過疎の村は消
えるか?  
山下祐介 著 ちくま新書 

高齢化が進み、いずれ消滅に至るとされる

「限界集落」。だが危機を煽る報道がなされ

ているのに、実際に消滅したむらはほとん

どない。そこには逆に「限界集落」という

名付けをしたことによる自己予言成就―あ

りもしない危機が実際に起きる―という罠

すら潜んでいる。カネの次元、ハードをい

かに整備するかに問題を矮小化してきた、

これまでの過疎対策の責任は重い。ソフト

の問題、とりわけ世代間継承や家族の問題

を見据え、真に持続可能な豊かな日本の地

域社会を構想する。 

 

【第一小論ネット/情報・メディア】 
361-ﾏ うわさとは何か  

ネットで変容する「最も古いメディア」
松田美佐 著 中公新書 

デマ、流言、

ゴシップ、口コミ、風評、都市伝説…。多

様な表現を持つうわさ。この「最古のメデ

ィア」は、トイレットペーパー騒動や口裂

け女など、戦後も社会現象を巻き起こし、

東日本大震災の際も大きな話題となった。

事実性を超えた物語が、人々のつながり＝

関係性を結ぶからだ。ネット社会の今なお、

メールやＳＮＳを通じ、人々を魅了し、惑

わせるうわさは、新たに何をもたらしてい

るのか。人間関係をうわさから描く意欲作。 

 

【第一小論ネット/医療】 

492-ｶ キラリ看護 
川島みどり 著 医学書院  

看護の魅力はどこにあるのか。一生続け

る価値がある仕事なのか、将来性は？看護

職を目指す人たちへ看護師の先輩から伝え

たいこと。 

 

【第一小論ネット/日本語・日本人】 

810-ﾐ 日本語が亡びるとき  

英語の世紀の中で  

水村美苗 著 筑摩書房 日本語は、

明治以来の「西洋の衝撃」を通して、豊か

な近代文学を生み出してきた。いま、その

日本語が大きな岐路に立っている。グロー

バル化の進展とともに、ますます大きな存

在となった“普遍語＝英語”の問題を避け

て、これからの時代を理解することはでき

ない。われわれ現代人にとって言語とはな

にか。日本語はどこへいくのか。 

 

 
 
 

 
【情報・総記 郷土】 
☆007-ﾐ  絵でわかる人工知能 

明日使いたくなるキーワード６８ 
三宅洋一郎 森川幸人 著  
サイエンス・アイ新書 
人工知能は、生き物（人間、動物）の知

能を、コンピュータの上に実現したもの。

しかし、人工知能は一つの問題ができたか

らといって、他の何もかもができるわけで

はありません。囲碁でプロ棋士に勝てても、

夕飯の調理はできないのが人工知能という

もの。 

  
☆007-ｺ 図解入門 最新人工知能がよ
ーくわかる本 
神崎洋治 著  秀和システム 
 人工知能の最新動向を基礎から学ぶ。人工

知能の常識。ＡＩの主要プレイヤー（ＩＢ

Ｍ、Ｇｏｏｇｌｅ、Ａｍａｚｏｎ、Ｆａｃ

ｅｂｏｏｋ）と最新導入事例。最新用語と

メカニズムがすぐわかる！ 
 
０31-ｸﾞ ギネス世界記録 2017  
クレイグ・グレンディ 編 ; 大木哲, 井上美
和子, 片岡夏実, 権田アスカ, 高取和代 
翻訳・翻訳編集 角川アスキー総合研
究所 KADOKAWA (発売)  

数々の世界一４０００記録以上、写真と

共にギッシリ満載！ 

 

090-ｼ-2016 ＮＡＶＩ島根  ２０１６ 
高校生のための島根県の地理・歴史・文
化・社会がわかる資料集  
島根県高等学校地歴・公民科教育研究会 
編 島根県高等学校地歴・公民科
教育研究会  

 

 

【心理】141-ﾔ 自分の顔が好きですか?  
「顔」の心理学 

山口真美 著 岩波ジュニア新書 

顔は心の窓。魅力的な顔をしていると、

よりよい人間関係が築ける。でも「魅力」

とは目鼻立ちの美しさではありません。で

は「いい顔」とは何か？なぜ私たちは「顔」

が気になるのか？顔を覚えるコツ、第一印

象は大切か、修正写真も「私の顔」と言え

るのか。「顔」にまつわるさまざまな疑問を、

心理学で解き明かす。 

 
【経済】334-ﾆ  超少子化 

異次元の処方箋 
NHK スペシャル「私たちのこれから」取材班 
編 日本放送協会 ポプラ新書 
安心して子育てできる社会へ非常事態を

乗り越える糸口を探る！日本では、出生率

「１・５」を下回る「超少子化」と呼ばれ

る状態が２０年以上も続く。問題は、人口

減少そのものではない。高齢者が多く、働 

く世代が極端に少ない人口のアンバランス

だ。背景には一体何があるのか？これまで

の経緯と、深刻な少子化から脱却した成功

例をあげながら、具体的かつ新鮮な打開策

を提案する。 

 

【職業案内】 
366-ﾃﾞ ローカル仕事図鑑  

新天地のハローワーク  
DECO 編 技術評論社  
ちょっと珍しい職業ばかり 30種を紹介。 

 

366-ﾅ-19司書になるには  
森智彦 著 ぺりかん社 
膨大な図書館資料と利用者を結ぶ！ 

 

 

 

 

公共図書館はもちろん、学校司書法制化

を踏まえた高校や大学図書館の仕事を詳し

く紹介。図書館の歴史、資格取得から就職

の実際まで解説。 

 

366-ﾔ 商店街で働く人たち 
 しごとの現場としくみがわかる!  

山下久猛 著 ぺりかん社  
「商店街」で働くいろいろな職種を網羅。

「商店街」の現場としくみがわかります。

本書を読むことにより、「商店街」のバーチ

ャル体験ができます。実際に「商店街」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ます。 

 

673-ﾀ 男子、カフェを仕事にしました。  
男性オーナー12 人に学ぶお店のはじめか
た  

田川ミユ 編・著 雷鳥社  

「カフェ」で食べていくということ。「自分

だけの店」を本気で実現する、生きかた 

 

【369 福祉】 
369-ﾉ Q&A 障害者差別解消法 
わたしたちが活かす解消法みんなでつくる
平等社会  
野村茂樹, 池原毅和 編 生活書院 
障害者差別解消法を最大限に活用し、実

のある法律として障害当事者、市民自らが

育て鍛えていくための使えるＱＡブック。 

 
369-ﾐ 訪問看護でいきいき働く! 20 の
ステーションから見えてきたキラリ★看護の
底力  
宮崎和加子 編著 ; 岩本大希, 佐藤礼, 
佐藤直子, 長谷川泰子 取材・文 
メディカ出版  

 

 



【37教育】 
☆371-ﾅ 「学力」の経済学 
中室牧子 著  
ディスカヴァー・トゥエンティワン 
ゲームは子どもに悪影響？教育にはいつ

投資すべき？ご褒美で釣るのっていけな

い？思い込みで語られてきた教育に、科学

的根拠が決着をつける！ 

 

376-ﾅ 認定こども園がわかる本 
中山昌樹 著 風鳴舎 
質の高い幼児期の教育とは？子ども・子

育て新制度で子どもはどう育つ？“地域コ

ミュニティで育てる”とは？子育てで地方

創生。 

 

【風俗・習慣】383-ﾋ  すしのひみつ  
日比野光敏 著 金の星社  

握りずしを発案したのはだれ？１２００

年以上の昔から、すしは改革に改革が重ね

られ原形からは想像もつかないものに変化

した。それが現在の握りずし。多くの人々

が関わった、すしのひみつを探っていく。 

（読書感想画指定図書） 

【49医学】 
494-ｵ おしゃれ障害 子どものうちに知
っておきたい!  
岡村理栄子 監著 少年写真新聞社 
年々過激になる子どものおしゃれ。子ど

もも大人も、おしゃれ障害を知って、安全

なおしゃれを始めてみませんか？ 

 

498-ｻ 知っていると安心できる成分表
示の知識 その食品、その洗剤、本当に安
全なの?  
左巻健男, 池田圭一 編著  
SB クリエイティブ  
私たちが毎日口にする食品、毎日使う洗

剤や化粧品について、ふと疑問に思ったこ

とはありませんか？「ここに書かれた○○

○○って、いったいなに？だいじょうぶな

ものなの？」と。そんな疑問にお答えする

のが、この本です。１３人の著者が、みな

さんのさまざまな疑問にお答えしますので 

 
【建築】526-ﾈ 誰も知らない東京スカイツ
リー 選定・交渉・開業・放送開始…10 年
間の全記録  
根岸豊明 著 ポプラ社  

テレビマンが記録した、東京スカイツリ

ー誕生秘話。 

（読書感想画指定図書） 

 
 

【596 料理】 
596-ｵ いちばんやさしいフランス料理 
音羽和紀 監修 成美堂出版 
基本のレシピからフランス料理のメニュ

ー・食材・用語事典まで。 

 

596-ｶ イチバン親切なフランス料理の
教科書 豊富な手順写真で失敗ナシ! 
川上文代 著 新星出版社 
温かみあふれる「家庭料理」から、レス

トランでも通用する「華麗な料理」まで写

真とコラムを交えながら紹介。失敗例、ち

ょっとしたコツやポイント、調理にかかる

時間や必要な器具の説明も合わせて掲載し、

初めて挑戦する際のなんでだろう？どうし

て？をわかりやすく解説している。 

 

596-ﾔ 最新フランス料理 日常の料理
から本格派まで  
柳舘功 著 旭屋出版  
 

【漫画】726-ｽ-33  ちはやふる 33 
末次由紀 著 講談社  

千早が仲間と挑んだ全国大会団体戦。最

後の戦いを見守った太一が残したのは、次

なる道をともに進むという約束だった。翌

日、史上最多の出場者が集う個人戦が開幕。

その頂点を決する場所・浦安の間。そこは、

冬のクイーン戦へと続く舞台。千早はいま

ふたたび、女王・若宮詩暢に挑む。一方、

新も、太一の決意を胸に勝ち上がる。強豪

ひしめく最終戦。勝負の行方は――!? 強く

なりたい――。いま、この瞬間、すべてを

かけて挑む!! 

 

【913 日本の小説】 
913-ｱ ままならないから私とあなた 
朝井リョウ 著 文藝春秋 
友人の結婚式で出会った彼女は、他の場

所では全く違うプロフィールを名乗ってい

た―「レンタル世界」。高校時代から発明家

として脚光を浴びてきた薫。しかし、薫を

ずっと近くで見ていた雪子は、彼女があま

りに効率を重んじることに疑問を感じる―

「ままならないから私とあなた」 

 

913-ｲ 車夫  
いとうみく 作 小峰書店  
にぎわう浅草を舞台に、車夫“人力車の

ひき手”の世界に飛びこんだ少年と、そこ

で出会う人たちとの心のふれあいを描く―

さわやかな成長の軌跡。 

（読書感想画指定図書） 

 

913-ｵ 君を愛したひとりの僕へ 
乙野四方字 著 ハヤカワ文庫  

両親の離婚を経て父親と暮らす日高暦

（ひだか・こよみ）は、父の勤務する虚質

科学研究所で佐藤栞（さとう・しおり）と

いう少女に出会う。たがいにほのかな恋心

を抱くふたりだったが、親同士の再婚話が

すべてを一変させた。もう結ばれないと思

い込んだ暦と栞は、兄妹にならない世界に

跳ぼうとするが…… 

 

913-ｵ 僕が愛したすべての君へ 
乙野四方字 著 ハヤカワ文庫  

人々が少しだけ違う並行世界間で日常的

に揺れ動いていることが実証された時代―

両親の離婚を経て母親と暮らす高崎暦は、

地元の進学校に入学した。勉強一色の雰囲

気と元からの不器用さで友人をつくれない

暦だが、突然クラスメイトの瀧川和音に声

をかけられる。彼女は８５番目の世界から

移動してきており、そこでの暦と和音は恋

人同士だというのだが…並行世界の自分は

自分なのか？ 

 

913-ｶ 2.43 : 清陰高校男子バレー部 
second season  
壁井ユカコ 著 集英社  

天才セッター・灰島、発展途上のエース・

黒羽の一年生二人を擁し、いよいよ本格始

動した清陰高校男子バレー部。“春高バレー”

福井県代表の座を懸け、県内最強エースア

タッカー・三村率いる福蜂工業と正面対

決！シリーズ待望の新作登場。ウェブ連載

人気ナンバー１の青春スポーツ小説！ 

 

☆913-ﾄ 小説四月は君の嘘  
６人のエチュード  

時海結以 著 ; 新川直司 原作 講談社 
幼少期より、数々のコンクールで優勝を

勝ち取ってきた天才ピアニスト・有馬公生。

だが１１歳のある日、コンクールの壇上で、

彼はピアノの音を失ってしまう―。毎日が

モノトーンとなった公生の人生に、ふたた

び色は戻るのか？５人の重要人物が、公生

を語る。それぞれが描き出す公生像、本編

で語られなかったサイドストーリーも満載。

音楽が導く、大人気青春グラフィティ、つ

いに小説化 
 

☆913-ﾆ 掟上今日子の家計簿  

西尾維新 著 講談社  

眠るたび記憶がリセットされる名探偵・

掟上今日子。引き受けた事件は即日解決の

彼女のもとに、今日も悩める刑事からの難

題が舞い込んだ。呼び出されたのはなぜか、

事件現場ではなく遊園地。依頼は、ある事

件の容疑者より速く、巨大な脱出ゲームを

クリアすることで…？名探偵ｖｓ．容疑者

の「最速」の脱出ゲーム、開幕！ 

 

913-ﾎﾞ-3冒険の森へ 傑作小説大全 3 
集英社  

第 3 巻「背徳の仔ら」は、悪の魅力に満

ちた主人公たちが縦横に活躍する、小説な

らではの背徳的な快楽を描ききった作品群

をジャンルを越えて全 12 編収録。 

 

913-ﾎﾞ-9 冒険の森へ 傑作小説大全 9
集英社  
第 9 巻『個人と国家』は、「祖国とは何か?」

「個人の自由とは?」といった、今この時代

にこそ問いかけるべきテーマを、戦争文学

のみならず、幅広いジャンルから選りすぐ

った傑作全 12 編収録。 

 

【933 英米小説】 
☆933-ｷ 11/22/63 上・下 
スティーヴン・キング 著 文藝春秋 
小さな町の食堂、その倉庫の奥の「穴」。

その先にあるのは５０年以上も過去の世界、

１９５８年９月１９日。このタイムトンネ

ルをつかえば、１９６３年１１月２２日に

起きた「あの悲劇」を止められるかもしれ

ない…ケネディ暗殺を阻止するためぼくは

過去への旅に出る。世界最高のストーリー

テラーが新たに放った最高傑作。 

国際スリラー作家協会長編賞受賞。ＬＡタ

イムズ文学賞ミステリー部門受賞。英国幻

想文学賞 

 

933-ﾘ 戦火の三匹 ロンドン大脱出  
ミーガン・リクス 作 徳間書店  

1939 年 9 月、英国がドイツに宣戦布告

すると、ロンドンに住む 12 歳のロバート

は、9 歳の妹ルーシーと共に、デヴォン州

でひとり暮らす祖母の元へ疎開することに

なった。ペットの犬バスターとローズ、猫

のタイガーは、近所の家に預けられたが、

その家の主人はペットを邪魔に思い、3 匹

を安楽死させようとする。危機を感じたバ

スターたちは難を逃れ、ロバートたちがい

る遠いデヴォンを目指して歩き出した…。

戦時下の動物たちの姿を描く感動の物語。 

（読書感想画指定図書） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１日に島根県立大学の岩田英作先

生に「図書館がつなぐ学びの輪」と題して講

演していただいた時にも紹介された絵本や

高校生におすすめの絵本のリストです。 

絵本コーナーに用意してあります。手に取っ

てみてね。 

 

島根県立大学短期大学部 

おはなしレストラン 

あなたにおすすめする絵本３０ 

 

１．しろねこ くろねこ 

２．あさの絵本 

３．あたまにつまった 

４．アルド・わたしだけのひみつのともだち 

５．おいしそうなバレエ 

６．OLIVIA 

７．かさをささないシランさん 

８．悲しい本 

９．ガンピーさんのふなあそび 

１０．こうえんで…４つのお話 

１１．子どもたちの遺言 

１２．スズの兵隊 

１３．たかこ 

１４、なにをたべたかわかる？ 

１５．なめとこ山の熊 

１６．にいさん 

１７．パイルドライバー 

１８．はたらくうまのハンバートと 

ロンドン市長さんのはなし 

１９．はるにれ 

２０．ハルばあちゃんの手 

２１．パンやのくまさん 

２２．漂流物 

２３．ビロードのうさぎ 

２４．ぶた にく 

２５．ふたりはともだち 

２６．まくらのせんにんそこのあなたの巻 

２７．魔法のホウキ 

２８．満月をまって 

２９．ロベルトのてがみ 

３０．ルリユールおじさん 

 

 


