
竹島関連のおすすめ本 

『メチのいた島～語り伝える恵み豊かな島 竹島』 

文・すぎはら ゆみこ  絵・かみなか おさむ 

山陰中央新報社 

 隠岐の島町久見地区の住む著者の祖父や曾祖父は 

戦前に竹島周辺でメチ(アシカ)の漁業をしていました。 

昭和初期に生まれた久見地区の人々にとって、竹島への 

思いは強く、その思いを絵本にして、子どもたちに聞かせ 

たいと地区の一軒一軒を回って話を聞き、作られました。 

そしてその絵本の読み聞かせの活動を各地でされています。 

 

 

【情報】007-ｻ 超初心者のためのサイバー 

セキュリティ入門 

齋藤ウィリアム浩幸 著  文藝春秋 

「ママ友は過 

去の汚点をネットで探す」「お店の充電器

から個人情報が盗まれる」。内閣府参与が事

例から教える、IT と付き合う極意。知れば

ヨイヨイ 知らなきゃ怖い 

 

【郷土資料】○099.1-ﾔ 原石鼎・日置風水  

出雲の俳人  

山崎隆司 著 山陰中央新報社  

 著者は、元高校の国語の先生で、本校数

学科山崎先生のお父様です。 

 

【１４ 心理学】 
141-ｴ 記憶力を高める科学  
勉強や仕事の効率を上げる理論と実践 

榎本博明 著 SB クリエイティブ  

私たちは毎日、身の周りで起こった出来事

を記憶していきます。しかし、どんなに大

切で重要な記憶でも、いつの間にか忘れて

いたり、間違った情報で覚えていたりする

のです。これはいったいなぜなのでしょう

か？記憶のしくみや疑問を心理学の見地か

ら解き明かしていきます。そして、勉強や

仕事で必須の記憶力を強化するノウハウを

提供します。 

 

 
146-ｷ 人生を変える勇気 踏み出せな
い時のアドラー心理学  
岸見一郎 著 中央公論新社 
ベストセラー『嫌われる勇気』でブームを

つくったアドラー心理学の第一人者が、あ

なたの悩みに応える！「陰口をいう友人」

「理不尽な上司」等、アドラーの教えの実

践的な使い方を伝授。一歩を踏み出すため

の“劇薬”がここに、さてあなたは、これ

からの人生をどのように選択しますか？ 

 

【歴史】210-ｶﾞ 学習まんが 日本の歴史 
１～２０  
集英社 
 

【２９ 地理】 
290-ｲ-2017 今がわかる時代がわかる
世界地図 2017年版  
成美堂出版編集部 編集 成美堂出版 
好評、世界の今がわかる情報地図最新版。

国際政治、経済などをビジュアル解説。巻

頭特集は「詳細地図でわかる地政学入門」。 

 

291-ｲ-2017 今がわかる時代がわかる
日本地図 2017年版  
成美堂出版編集部 編集 成美堂出版 
好評、日本の今がわかる情報地図最新版。

巻頭特集は「２０２０年のニッポン」。待機

児童、活断層など重要トピックを多数掲載 

 

【３１ 政治学・行政】 
314-ﾏ 投票に行きたくなる国会の話 
政野淳子 著 筑摩書房  

国会は、暮らしやすい社会を作るための

話し合いの場。十八歳になったらだれでも

選挙権があるし、投票以外にも、私たちの

声を政治に生かす方法はある。国会の仕組

みをよく知って国会議員を使い倒そう。 

 

318-ﾋ 小さくても勝てる  
「砂丘の国」のポジティブ戦略  

平井伸治 著 中央公論新社 
斬新な発想とダジャレで地域に奇跡を起

こす―。日本一人口が少ない小さな県が実

践する「鳥取型民主主義（デモクラシー）」

とは何か？山陰「砂丘の国」のポジティブ

戦略を徹底紹介。地方から国を変えた地方

創生の「原点」をすべて公開する。 

 

【法律】327-ｶ  密着最高裁のしごと  
野暮で真摯な事件簿  

川名壮志 著 岩波新書 
司法の顔は見えにくい。でも、実は最高

裁は面白い。夫婦別姓はなぜダメなのか？

裁判員裁判で市民が出した結論は無意味？

きわどい判断で注目を集めた訴訟を追い、

現役記者が最高裁の知られざる「しくみ」

を解き明かす。司法の今をデザインするそ

の素顔とは。 

 

【第一小論ネット/政治・経済】 
331-ｲ 経済学を学ぶ  
岩田規久男 著 ちくま新書  
交換と市場、需要と供給、企業・政府な

どミクロ経済学の基本問題から、国民所得、

財政金融政策などマクロ経済学の基礎まで

を、豊富な例示とたくみな比喩で説く明快

な入門書であるとともに、今日の複雑な経

済・社会を正しく読み解きたいという読者

にむけて、現実の経済・金融問題などを幅

ひろくとりあげ解説。  

 

【東日本大震災関係】 
369-ﾓ 希望の牧場  
森絵都 作 ; 吉田尚令 絵 岩崎書店 
原発事故後、警戒区域になった牧場にと

どまり、そこに取り残された牛たちの声な

き命を守りつづけようと決めた牛飼いの姿

を描く。  

 

【37教育】 

375-ｸ 思考を深める探究学習 アクティ
ブ・ラーニングの視点で活用する学校図書館  

桑田てるみ 著 全国学校図書館協議会 
探究学習は、主体的で対話的な深い学び

を展開することにつながります。本書は、

学校図書館における探究学習を 6 ステップ

9 アクションで示し、学習活動のプロセス

で活用される様々なスキルを、ワークシー

トとともに解説します 

 

377-ﾆ 最後の秘境東京藝大  
天才たちのカオスな日常  

二宮敦人 著 新潮社  

入試倍率は東大の３倍！卒業後は行方不

明者多数？やはり彼らはただ者ではなかっ

た。全１４学科を完全制覇！非公式「完全

ガイド」誕生。謎に満ちた「芸術界の東大」

に潜入した前人未到、抱腹絶倒の探検記。 

 

【医学】491-ﾔ ボディメカニズム 
 リハビリ、スポーツのための生理解剖学 
山口典孝 著 秀和システム 

医療・スポーツ・介護関係者必読！治療・

ストレッチ・トレーニングの分析に。人体

のしくみと機能、はたらきを超リアルな３

Ｄモデルで徹底解説！！ 

 

【第一小論ネット/環境】 
519-ｷ 「奇跡の自然」の守りかた 三浦
半島・小網代の谷から  
岸由二, 柳瀬博一 著 ちくまプリマー新書 
源流から海までの生態系が自然のまま残

された「小網代の谷」はどのように守られ

たのか？地元の人や訪れた人たちが手伝い

一緒に森を育てる、自然保護の新しい形と

は？ 

 

 
 

 
【機械】536-ﾐ 電車をデザインする仕事 
ななつ星、九州新幹線はこうして生まれた!
水戸岡鋭治 著 新潮文庫 
豪華寝台列車なのに予約はいつも満員の

「ななつ星 ｉｎ 九州」。「縦長の目」が

印象的な８００系新幹線「つばめ」。斬新で

魅力的なデザインはどのようにして生み出

されたのか。「最高レベルのものを提供し、

お客様に圧倒的な感動を五感で味わっても

らう」というコンセプトを軸に、ＪＲ九州

のＤ＆Ｓ（デザイン＆ストーリー）列車が

大成功した経緯と今後について語る、プロ

デザイナーの発想術。 

 

【地域活性化】 
601-ｻ ぼくらは地方で幸せを見つける 
ソトコト流ローカル再生論  
指出一正 著 ポプラ新書  

「豊かな社会」の尺度が変わる。若者が主

役！の新しいまちづくり。人口増加や経済

効果重視の観光化ではなく、若い世代が中

心となり、全国から人が集まるまちがある。

未来への手ごたえを感じ、仲間を巻き込み

ながら、地元の底力を引き出す秘訣はなん

なのか。「若者」×「ローカル」に学ぶ、暮

らし方、働き方。 

 

【芸能】779-ﾏ 夜を乗り越える 
又吉直樹 著 小学館  

芸人で、芥川賞作家の又吉直樹が、少年

期からこれまで読んできた数々の小説を通

して、「なぜ本を読むのか」「文学の何がお

もしろいのか」「人間とは何か」を考える。

また、大ベストセラーとなった芥川賞受賞

作『火花』の創作秘話を初公開するととも

に、自らの著作についてそれぞれの想いを

明かしていく。「負のキャラクター」を演じ

続けていた少年が、文学に出会い、助けら

れ、いかに様々な夜を乗り越え生きてきた

かを顧みる。 

＊＊新着図書案内 ＊＊   
分類、書名、著者名、出版社、内容の順  ☆リクエスト  ○寄贈 

 

図書館だより 
H2８-№１１ 

平成 2９年２月８日発行 

三刀屋高校図書館 

 
 

二月は逃げる、三月は去る、どうする三学期！ 

 一月があっという間にいき、節分や立春も過ぎ、まだまだ寒いけど、暦の上で

は春です。本格的な春まであと 2 ヶ月です。今学年の締めくくりをしていますか。 

ぼぉっとしていたら、2 月も逃げちゃいますよ。少しずつでも自分の進む道につ

いて考えていきましょう。図書館はいつもみなさんを応援しています。ｂｙ司書 
 

展示コーナーのご案内 

◆図書館入口では節分がテーマ。

鬼の面があります。追い出したい

鬼はどれかな？ 

 

◆ガラスケースでは、 

バレンタインデー特集で 

「あま～いお菓子と恋の話」を 

テーマに本を展示中。 

 

◆館内では、 

2 月 22 日は「竹島の日」です。

竹島関連の本をコーナーにしてい

ます。この問題は皆さんにとって

も大切なこと。しっかり考えよ

う！ 

歴史学習必読！ 



【７８スポーツ】 
780-ｽ パラスポーツルールブック 
 パラリンピックを楽しもう  
陶山哲夫 監修 コンデックス情報研究所 
編著 清水書院  

パラリンピックを１００倍楽しむため

に！知っておきたいルールが満載！「そう

だったんだ！」目からウロコの特別ルール

が満載！特別ルールがまるわかり！この１

冊でパラリンピックを楽しもう！ 

 

783-ｵ 未到 奇跡の一年  
岡崎慎司 著 ベストセラーズ  

「世紀の番狂わせ」「サッカー史上最大のサ

プライズ」…さまざまに形容されるプレミ

アリーグ、レスター・シティのリーグ制覇。

「降格候補」だったチームはいかにして歴

史的快挙を達成させたのか。ラニエリの知

られざる「眼力」、ヴァーディ、マフレズの

持つ特殊能力、チームスタッフの分析力、

カンテ、ウジョア、インレル…各選手が発

揮した技術やリーダーシップ。そして岡崎

慎司がレスターにもたらしたもの。「憧れの

地だった」と語るプレミアリーグ一年目、

最後の言葉は「悔しくてしかたない」―そ

の理由とは？ 

 

【文学】902-ｶ 文豪図鑑  
あの文豪の素顔がわかる  

開発社 編 開発社 自由国民社 
夏目漱石や太宰治といった有名な文豪２

５人に加え、歴史に残る明治時代以前の文

豪や、海外の有名文豪たちも勢ぞろい！人

間味あふれる素顔から代表作のあらすじと

解説までバッチリわかる！！ 

 

【913 日本の小説】 
913-ｱ 何様  
朝井リョウ 著 新潮社  

何者かになったつもりの自分に裏切られ

続ける毎日。光を求めて進み、熱を感じて

立ち止まる。『何者』アナザーストーリー作

品集。生きていくことは、何者かになった

つもりの自分に裏切られ続けることだ。光

を求めて進み、熱を感じて立ち止まる――

昨秋映画化された『何者』アナザーストー

リー六篇を収録。光太郎が出版社に入りた

かったのはなぜなのか。理香と隆良の出会

いは？ 瑞月の父に何があったのか。拓人

を落とした面接官の今は……。「就活」の枠

を超えた人生の現実。直木賞受賞から 3 年、

発見と考察に満ちた、最新作品集。書下ろ

し作品も収録。 

 

913-ｵ 月の上の観覧車  
荻原浩 著 新潮文庫  
閉園後の遊園地。高原に立つ観覧車に乗

り込んだ男は月に向かってゆっくりと夜空

を上昇していく。いったい何のために？去

来するのは取り戻せぬ過去、甘美な記憶、

見据えるべき未来―そして、ほのかな、希

望。ゴンドラが頂に到った時、男が目にし

たものとは。長い道程の果てに訪れた「一

瞬の奇跡」を描く表題作のほか、八篇。 

 

913-ｵ ストロベリーライフ  
荻原浩 著  毎日新聞出版  

富士山麓の苺農家を舞台に新たな人生を

模索する家族の物語。甘い苺づくりに夢を

かける“甘くな～い”お仕事小説。 

 

913-ｶ 農ガール、農ライフ  
垣谷美雨 著 祥伝社  

「結婚を考えている彼女ができたから、

部屋から出て行ってくれ」派遣ギリに遭っ

た日、３２歳の水沢久美子は同棲相手から

突然別れを切り出された。５年前、プロポ

ーズを断ったのは自分だったのに。仕事と

彼氏と家を失った久美子は、偶然目にした

「農業女子特集」というＴＶ番組に釘付け

になった。自力で耕した畑から採れた作物

で生きる同世代の輝く笑顔。―農業だ！さ

っそく田舎に引っ越し農業大学校に入学、

野菜作りのノウハウを習得した久美子は、

希望に満ちた農村ライフが待っていると信

じていたのだが…。 

 

913-ｶﾞ 出雲のあやかしホテルに就職し
ます  
硝子町玻璃 著 双葉文庫  

幼い頃から「幽霊」が見える特殊な力を

持つ女子大生、時町見初。そんな彼女の目

下の悩みは、自身の就職活動だった。面接

は連戦連敗。中々決まらない就職先に、お

先は真っ暗だった。しかしそんな時、大学

のキャリアセンターが、ある求人票を彼女

に紹介する。それは幽霊が出るとの噂が絶

えない出雲のお化けホテルの求人票で―。

「妖怪」や「神様」たちが泊まりにくる出

雲のホテルを舞台にした、笑って泣けるあ

やかしドラマ！！ 

 

913-ｻ 明るい夜に出かけて  
佐藤多佳子 著 新潮社  

唯一のアイデンティティは深夜ラジオ、

一年限定のエセ逃避生活。『一瞬の風になれ』

から 10 年、青春小説に名作がまた誕生し

た。『一瞬の風になれ』（本屋大賞受賞作）

の著者、書下ろし！ 青春小説に名作がま

た誕生した。今は学生でいたくなかった。

コンビニでバイトし、青くない海の街でひ

とり暮らしを始めた。唯一のアイデンティ

ティは深夜ラジオのリスナーってこと。期

間限定のこのエセ自立で考え直すつもりが、

ヘンな奴らに出会っちまった。つまずき、

人づきあい、好きだって気持ち、夢……若

さと生きることのすべてが詰まった長篇小

説。 

 

913-ｽ よるのばけもの  
住野よる 著 双葉社  

夜になると、僕は化け物になる。化け物

になった僕は、夜の学校で、ひとりぼっち

の少女と出会う― 

 

913-ﾅ 天使は奇跡を希う  
七月隆文 著 文春文庫  
瀬戸内海にほど近い町、今治の高校に通

う良史のクラスにある日、本物の天使が転

校してきた。正体を知った良史は彼女、優

花が再び天国に帰れるよう協力することに。

幼なじみの成美と健吾も加わり、四人は絆

を深めていく…。これは恋と奇跡と、天使

の嘘の物語。「私を天国に帰して」彼女の嘘

を知ったとき、真実の物語が始まる。 

 

913-ﾅ-2 君にさよならを言わない 2 
七月隆文 著 宝島文庫  
幽霊が視えるようになったぼくは地縛霊

の館川小梅さんと出会う。娘が今どうして

いるのか知りたいけどここから動けない…

そんな小梅さんに頼まれ、代わりに会いに

行く。そしてぼくは知ることになる。娘の

鴬さんがずっと母親を憎んでいること。そ

こには、娘を想う母の愛が隠されているこ

とを。少年が幽霊たちの魂を救う人気シリ

ーズ第２弾。せつなくて、心が温まる。 

 

913-ﾆ i (アイ) 
西 加奈子 著 ポプラ社  
「この世界にアイは存在しません。」入学式

の翌日、数学教師は言った。ひとりだけ、

「え、」と声を出した。ワイルド曽田アイ。

その言葉は、アイに衝撃を与え、彼女の胸

に居座り続けることになる。ある「奇跡」

が起こるまでは―。「想うこと」で生まれる

圧倒的な強さと優しさ―直木賞作家・西加

奈子の渾身の「叫び」に心揺さぶられる傑

作長編！ 

 

 

 

913-ﾆ まく子  
西加奈子 著 福音館書店 
小さな温泉街に住む小学五年生の「ぼく」

は、子どもと大人の狭間にいる。ぼくは、

猛スピードで「大人」になっていく女子た

ちがおそろしく、いやおうなしに変わって

いく自分の身体に抗おうとしていた。そん

なとき、コズエがやってきた。コズエはと

ても変で、とてもきれいで、なんだって「撒

く」ことが大好きで、そして、彼女には秘

密があった。信じること、与えること、受

け入れること、そして変わっていくこと…

…。これは、誰しもに訪れる「奇跡」の物

語。 

 

913-ﾇ さよならクリームソーダ 
額賀澪 著 文藝春秋  

美大入学を機に上京した寺脇友親。同じ

アパートに住む才能豊かなイケメン先輩・

柚木若菜を知るうちに、自分が抱える息苦

しさの正体にも気づいてゆく―松本清張賞

作家２５歳が描くリアルな涙。美大生たち

の日々に満ちる輝きと不安が胸に刺さる―

傑作青春小説。 

 

913-ﾋ 雪煙チェイス  
東野圭吾 著 実業之日本社文庫 
殺人の容疑をかけられた大学生の脇坂竜

実。彼のアリバイを証明できる唯一の人物

―正体不明の美人スノーボーダーを捜しに、

竜実は日本屈指のスキー場に向かった。そ

れを追うのは「本庁より先に捕らえろ」と

命じられた所轄の刑事・小杉。村の人々も

巻き込み、広大なゲレンデを舞台に予測不

能のチェイスが始まる！どんでん返し連続

の痛快ノンストップ・サスペンス。 

 

913-ﾎ 声の網  
星新一 著  角川文庫 
電話に聞けば、完璧な商品説明にセール

ストーク、お金の払い込みに秘密の相談、

ジュークボックスに診療サービス、なんで

もできる。便利な便利な電話網。ある日、

メロン・マンション一階の民芸品店に電話

があった。「お知らせする。まもなく、そち

らの店に強盗が入る…」そしてそのとおり

に、強盗は訪れた！１２の物語で明かされ

る電話の秘密とは。 

 

913-ﾎﾞ 冒険の森へ 傑作小説大全 2 
集英社  
第 2 巻は、日本が世界に誇る忍者・剣豪

小説の豊穣な作品群から選りすぐった名編

10 編を収録。ロマンと活劇の快楽に酔いし

れる一巻! 

 
913-ﾓ-3 水族館ガール 3  
木宮条太郎 著 実業之日本社 
アクアパークから海遊ミュージアムへ出

向中の恋人・梶良平の帰りを待ちわびる嶋

由香。しかし、梶は出向終了後、すぐに内

海館長から長期出張を命じられてしまう。

由香もアクアパークの新プロジェクトリー

ダーに任命され、再びすれ違いの日々に。

しかしそこには館長の深謀遠慮が…。ラッ

コやマンボウ、イルカたち、人気者も大活

躍のお仕事ノベル！  

 
913-ﾓ たまちゃんのおつかい便 
森沢明夫 著 実業之日本社 
過疎化と高齢化が深刻な田舎町で「買い

物弱者」を救うため、大学を中退したたま

ちゃんは、移動販売の「おつかい便」をは

じめる。しかし、悩みやトラブルは尽きな

い。外国人の義母とのいさかい、救いきれ

ない独居老人、大切な人との別れ…。それ

でも、誰かを応援し、誰かに支えられ、に

っこり笑顔で進んでいく。心があったまっ

て、泣ける、お仕事成長小説。 

 

913-ﾔ モニタールーム  

山田悠介著 角川文庫 

広大な寂しい土地にある熱帯地方の小さ

な村。ここには１５歳になる日本人の男女

４人と、６０歳に近い男の５人が平和に暮

らしていた。ただし彼らの安全は半径３キ

ロメートルまで。そこから外には１００万

個の地雷が埋まっており、一歩踏み出すだ

けで死が訪れるのだ。だがそんな地雷地帯

を抜けないと、彼らに未来はないとしたら

―？ 

 

913-ﾕ 死と呪いの島で、僕らは 

雪富千晶紀 著 角川ホラー文庫 

東京都の果ての美しい島。少女、椰々子

は、死者を通し預言を聞く力を持ち、不吉

だとうとまれている。高校の同級生で名家

の息子の杜弥は、そんな彼女に片想い。し

かし椰々子が「災いが来る」という預言を

聞いた日から、島に異変が。浜辺に沈没船

が漂着し、海で死んだ男が甦り、巨大な人

喰い鮫が現れる。やがて島に迫る、殺戮の

気配。呪われているのは、島か、少女か。

怖さも面白さも圧倒的！！第２１回日本ホ

ラー小説大賞“大賞”受賞作！ 

  

  

 


