
図書委員会より クリスマス会の報告 

昨年 12 月 1９日（月）に行った図書委員会のクリスマス会は、図書委員

による絵本の読み聞かせ、吹奏楽部による演奏、ビンゴ大会と楽しい時間

を過ごしました。当日参加者も多く、５0 名を超える参加がありました。 

皆さんの感想も「楽しかった」 

「参加して良かった」 

「来年も参加したい」 

という嬉しい声が多く、 

担当者一同喜んでいます。 

今回参加できなかった人も 

今年のクリスマス会をどうぞ 

お楽しみに！ 

ありがとうございました。     ↑吹奏楽部の演奏の様子

978459115151 
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3学期が肝心です！ 
新学期が始まって一週間。学年のしめくくりの学期です。そして今年の目標は

立てたでしょうか。１、２年生は自分の将来をしっかり見つめ、必要なことは何
かを確認し、今、しなければならないことを一つずつやっていきましょう。 
３学期で差がでますよ。迷っている人は図書館で、たくさん人の人生に触れてみ
ませんか。人の人生や考えが書かれている伝記（２８９）もおすすめですが、興
味のある分野の本を手に取って、いろんな人の人生を体験するのもおすすめです。
君の人生応援本を一緒に探しますよ。ｂｙ司書 

 

展示コーナーのご案内 

○図書館入口ではお正月絵本を展示中 

 

○ガラスケースでは、 

「夢を描こう」をテーマにいろんな人の夢

やモチベーションの持ち方など頑張ってい

る人から刺激がもらえる本を展示中 

 

○館内では、 

1 年生現社とタイアップして、「集団的自

衛権」についてのコーナーがあります。安

全保障の問題は皆さんにとって大切なこ

と。しっかり考えよう！ 

 

【小論/情報・メディア】 

007-ﾓ インターネットが壊した「こころ」と
「言葉」  
森田幸孝 著 幻冬舎ルネッサンス 
現代社会では、精神的な悩みを抱える

人々が増え続けています。その背景として、

携帯電話やインターネットの普及による急

速なコミュニケーション手法の変化が挙げ

られます。これらが私達の思考力と言語力

の低下を導き、ひいては精神の衰弱を引き

起こしているのです。今、私達の身に何が

起きているのか。ネットが我々の「こころ」

にもたらした功罪を明らかにしていきます。

  

【小論/日本語・日本人】 

361-ｶ 「しきり」の文化論  
柏木博 著 講談社  
人間の意識、思考に大きな影響を与える「し

きり」を様々な視点から読み直す。 

 

【小論/医療・看護】 

490-ｲ 医療・介護問題を読み解く 
池上 直己 著 日本経済新聞出版社 
現代社会では、精神的な悩みを抱える

人々が増え続けています。その背景として、

携帯電話やインターネットの普及による急

速なコミュニケーション手法の変化が挙げ

られます。これらが私達の思考力と言語力

の低下を導き、ひいては精神の衰弱を引き

起こしているのです。今、私達の身に何が

起きているのか。ネットが我々の「こころ」

にもたらした功罪を明らかにしていきます。

  

 

 

【０総記】 
031-ｼ ﾞ-2017 現代用語の基礎知識 
2017 自由国民社 編集 自由国民社 
政治、国際情勢、経済、時代・流行など

のジャンル別に、知っておきたい現代用語

を解説。「この国の風景を守りたい。」を特

集するほか、「日本の世界遺産、無形文化遺

産」なども収録する。綴込付録「ニュース

のおさらい」付き。 

 

070-ｻ 新聞力 できる人はこう読んでいる

齋藤孝 著 筑摩書房 
記事を切り取り、書き込み、まとめる。

身体ごとで読んで、社会を生き抜くための

問題解決型の学力、新聞力を身につけよう。 

 

【０９郷土資料】 

095.4-ｳ 島根の原発・エネルギー問題を問い

なおす 上園昌武 著 菊池慶之 著 片岡

佳美 著  吹野 卓 著 関 耕平 著 伊藤

勝久 著 今井出版 

 

096.8-ｶ 一畑電車写真集  
片岡 大 製作・編集 今井印刷  

一畑電車の素敵な写真集 

 

096.9-ﾆ ブラタモリ 4  
NHK「ブラタモリ」制作班 監修  
日本放送協会 KADOKAWA 
街の成り立ちを、土地や建物に残された

痕跡から、歴史・文化・地質学などさまざ

まなアプローチで掘り下げ、これまでとは

一味もふた味も違うディープな街歩きを楽

しめます。 

 

【14 心理学】 
140-ﾐ 高校生に知ってほしい心理学 
どう役立つ?どう活かせる?  
宮本聡介, 伊藤拓 編著 学文社 
心理学とは何か？大学でどういったこと

を学べるのか？学んだことをどう活かせる

のか？「心理学」の学習を考えている人に

向けて、「心理学」のおもしろさ、学問的な

意義、今現在の本当の姿をわかりやすく紹

介する。 

 

【２１ 日本史】 
○210.3-ﾓ  一瓦一説  

瓦からみる日本古代史 
森郁夫 著 淡交社 
飛鳥から奈良時代という日本古代の姿を、

寺院や宮殿跡で大量に出土する瓦から読み

取る。 

 

○213-ﾜ 東国から読み解く古墳時代 
若狭徹 著 吉川弘文館  

列島全体が巨大な前方後円墳造りに熱中

した時代、人々はいかに暮らしたか。東国

の中心だった上毛野地域を軸に、王権の動

向と併せて描く。集落・耕地・手工業など

の視点で社会システムに迫り、地方から古

墳時代を展望。 

 

【地理】290-ｳ なるほど世界地理 気にな
る疑問から学ぶ地理の世界 : 地図・自然
環境・民族・生活文化・産業・環境問題 
宇田川勝司 著 ベレ出版  

読んで納得、知って役立つ地理のおもし

ろさが満載！言われてみればちょっと気に

なる世界のギモンを解き明かす。現代の知

っておきたい世界地理の基礎知識！ 

 

【社会エッセイ】 
304-ﾌﾞ文藝春秋オピニオン 

2017年の論点 100  
文藝春秋  
 

【警察】317-ｵ ニッポンの刑事たち  
小川泰平 著 講談社  
男の子がなりたい職業ランキングの上位

に、かならずランクインする「刑事」。尾行

や張り込みなど刑事が使うテクニックから、

殺人、窃盗、汚職、薬物犯罪など、犯罪の

種類によって違う捜査上の駆け引きまで、

「リアルな刑事のお仕事」を、お話ししま

しょう。 

 

【憲法】323-ｱ 憲法カフェへようこそ  
意外と楽しく学べるイマドキの改憲 
あすわか 編著 明日の自由を守る若手弁
護士の会  かもがわ出版  

「読む」憲法カフェ、ついに登場。こん

なカジュアルな憲法との出会いがあったん

だ―ユルく、楽しく、「主権者力」をアップ

しましょ。私たちの憲法、イマドキの改憲

のはなし、すべて詰め込みました。 

 

【会社】○335-ｻ マンガで読む 
日本でいちばん大切にしたい会社  

坂本光司 原作 ; こせきこうじ 漫画 
集英社  

リアルな“プロジェクト"や“夜明け"がこ

こにはある。実在する会社の感動秘話!!!!! 

 

 

【統計】 350-ﾔ-2016 世界国勢図会 
2016/17 世界がわかるデータブック 
矢野恒太記念会 編集 矢野恒太記念会 

各国政府や公的機関あるいは業界が公表

した原数値、修正値、推計値などをもとに、

世界の社会・経済状況を表とグラフでわか

りやすく解説したデータブック。現代社会

の実像をうつし出す。折り込み地図あり。 

 

【職業】 
366-ﾅ  自然保護レンジャーになるには 
須藤ナオミ, 藤原祥弘 著 ; キャンプよろ
ず相談所 編 ぺりかん社 
私たちに安らぎを与えてくれる動植物な

どの自然。その自然を守る人たちを「自然

保護レンジャー」と呼びます。各地の国立

公園などを守る環境省レンジャーのほか、

近郊の里山や都市公園では民間レンジャー

が活躍しています。アメリカからはじまっ

た自然保護の歴史をたどりながら、さまざ

まなレンジャーの仕事を紹介 

 

366-ﾆ 挑み続ける力 「プロフェッショナ
ル仕事の流儀」スペシャル  
NHK「プロフェッショナル」制作班 著 日本
放送協会 NHK出版  

井山裕太、羽生善治、三浦知良、坂東玉

三郎…『プロフェッショナル仕事の流儀』

登場後、１０人のプロフェッショナルはど

のような課題に直面し、どう乗り越えたの

か？変転目まぐるしい時代、信念を貫く秘

訣とは何か？仕事を取り巻く環境の悪化、

加齢、そして東日本大震災…困難のなかで

志を持続し、限界に挑む彼らの軌跡をはじ

めて明かすヒューマンドキュメント。 



【369 福祉】 
369-ｱ 子どもと貧困 
朝日新聞取材班 著 朝日新聞社 
朝日新聞出版  

空腹でティッシュを口にした幼い姉妹。

歯医者に行けず、乳歯が根だけになった男

児。風呂に入れず頭にシラミがわいた姉妹。

貧困は本当に努力で解決できる「自己責任」

なのか。取材班が１年近くかけて歩いた現

場から、６人に１人とされる子どもの貧困

の実態に迫り、解決を探る。 

 

369-ﾔ 認知症とともに生きる  
山村基毅 著 幻冬舎  
高齢化時代における社会問題は、どうし

たら解決できるのか？その答えは、奈良県

のとある病院にあった―。患者の尊厳を守

り、家族の介護負担をゼロにする取り取み

を、現地の徹底取材によって解き明かす。 

 

【37 教育】371-ｺ 思春期サバイバル ２
〈Q&A 編〉１０代のモヤモヤに答えてみた。 
ここから探検隊 制作 はるか書房 星雲社 
誰でも、人には言えない悩みや不安、相

談しにくいことって、あるよね。からだや

性のこと、恋愛のこと、家や学校でのこと、

友だちや将来のこと、ｅｔｃ。そんな１０

代のモヤモヤ、ウツウツ、イライラについ

て、その原因と解決法を全力で考えてみた。

ここから探検隊がこれまでの人生で積み重

ねてきた経験と、知識と、ネットワークを

総動員して『答えてみた』。 

 

374-ｱ ルポ保健室 
 子どもの貧困・虐待・性のリアル  

秋山千佳 著 朝日新書  

貧困や虐待、いじめなどのさまざまな問

題を抱えた子どもたちが最後の拠り所とし

て集まってくる学校の保健室。そのドアの

内側で、子どもたちが発する心の悲鳴を聴

き取り、彼らの支えとなるべく奮闘する養

護教諭たち。「駆け込み寺」「オアシス」と

称されてきたその場所で、いま大きな変化

が起きていることを誰も知らない…。現代

の子どもたちが強いられた困難の本質を探

るルポルタージュ。 

 

376-ｶ 看護学校に合格する勉強法 看
護系大学・短大・専門学校・准看受験 : 
看護師へのファーストステップ : 新課程版 
黒沢賢一 著 エール出版社 

看護師へのファーストステップ。どうし

ても看護師になりたい！！ 

 

376-ｼ こどものみかた 春夏秋冬 
柴田愛子 著 福音館書店 
未知のものへの好奇心、友だちとの葛藤、

個性の違い……毎日を精一杯生きる子ども

たちの心の中で起こるドラマを、保育の現

場でつぶさに見てきた著者が綴ったエッセ

イ。子どもには、子どもなりの「つもり」

があり、大人はそれを無意識のうちになか

ったことにしていないか、著者は、そのた

びに立ち止まって考え、自分に向き合おう

とします。「子どもの味方」になるための、

「子どもの見方」のヒントが一杯つまった

一冊。 

 

【民俗学】○382-ｾ アイヌ学入門  
瀬川拓郎 著 講談社  

海を渡り北方世界と日本を繋ぐ大交易民

族としてのアイヌ、中国元朝と戦うアイヌ、

従来のイメージをくつがえしダイナミック

なアイヌ像を提示 

 

【植物学】 
471-ｲ 面白くて眠れなくなる植物学 
稲垣栄洋 著 PHP研究所  

植物のダ・ヴィンチ・コード、花占いの

必勝法、トリケラトプスの衰退と植物の進

化、竹は木か草か？、カラフルなトウモロ

コシの謎、ねこじゃらしは高性能…読みだ

したらとまらないすごい植物のはなし。 

 

【医学】493-ｵ 絆の病  
境界性パーソナリティ障害の克服 
岡田尊司, 咲セリ 著  ポプラ新書  

絶望しなくていいのです。「絆の病」はこ

うして癒される―。治療が難しいとされる

境界性パーソナリティ障害を克服した当事

者の体験を、実績豊富な精神科医が臨床例

を織り交ぜながら読み解いていく。複数の

診断名は何を意味するか、カウンセリング

でどこまで治るか、避けるべき薬は何かと

いった、当事者ならではの疑問に丁寧に答

え、病の本質と回復への道筋を明らかにす

る。親やパートナーといった大切な人との

関係に傷つき、苦しむすべての人に贈る希

望の書。 

 
【５工学・技術】 
501-ｳ 明日、機械がヒトになる  

ルポ最新科学  
海猫沢めろん 著 講談社現代新書 
ヒトと機械の境界が溶け始めた！ＡＩか

らロボット、３Ｄプリンタまで。小説家が

７人の科学者を訪ねる、テクノロジーの最

前線。 

501-ﾜ 再生可能エネルギー100%時代
の到来 市民パワーで CO2 も原発もゼロに! 
和田武 著 あけび書房 
原発ゼロ、再生可能エネルギー１００％。

それは世界の流れです！日本が遅れている

のはなぜ！？世界各国・日本各地の取り組

みを紹介。 

 

548-ﾎ 柔らかヒューマノイド 
 ロボットが知能の謎を解き明かす 
細田耕 著 化学同人 
人間そっくりなロボット、ヒューマノイ

ド。なぜロボットを人間に似せるのか。人

間そっくりなロボットの研究から、どんな

ことがわかるのか。本書では、ドア開け、

二足歩行、跳躍などを題材として、ヒュー

マノイドに何ができるのかを紹介し、身体

の柔らかさと知能の関係を考察する。仮説

を立てては実験を繰り返し、困難な課題に

チャレンジするロボット研究。その醍醐味

を、臨場感たっぷりに伝える。 

 
【放送】699-ﾖ スポーツ実況の舞台裏 
四家秀治 著 彩流社  

アナウンサー志望者のみならず、スポー

ツ中継を観戦するすべてのふぁんのために。

実況担当アナウンサーの「技」を楽しむた

めに徹底解説。 

 

【スポーツ】 
780-ｲ これならわかるオリンピックの歴
史 Q&A  
石出法太, 石出みどり 著 大月書店 
国際平和のイメージの一方、政治利用や

商業主義もつきまとうオリンピック。古代

以来の歴史を、光と影の両面をふまえてま

とめる。 

 

【911 詩集】 
○911-ｵ  万葉集と日本人  

読み継がれる千二百年の歴史  
小川靖彦 著 KADOKAWA 
日本最古の歌集『万葉集』は、８世紀末

から今日まで、愛されつづけてきた稀有な

歌集だ。しかし、漢字だけで書かれた万葉

歌は、時代によって異なることばに読み下

され、時代ごとの考え方や感じ方を強く反

映した解釈がなされてきた。紀貫之、紫式

部、藤原定家、仙覚、賀茂真淵、佐佐木信

綱らが読んだそれぞれの時代の『万葉集』

は、どのようなものだったのか。その読み

方に現れる日本人のこころの歴史をたどり、

万葉集の魅力に迫る。 

 

○911-ﾖ  LOVE  吉田美和歌詩集 
吉田美和 著 ; 中村正人 監修 ; 豊﨑由
美 構成・編集 新潮社  

あの熱い想いは、この詩と共にある―ド

リカムのデビュー曲から新譜まで、３００

曲近い楽曲からラブソング６１曲をセレク

ト。中村正人と豊崎由美の対談も収録。Ｄ

ＲＥＡＭＳ ＣＯＭＥ ＴＲＵＥ２５年の

集大成。 

 

○911-ﾖ  TEARS  吉田美和歌詩集 
吉田美和 著 ; 中村正人 監修 ; 豊﨑由
美 構成・編集 新潮社  

この詩があるから一人でも泣けた、この

詩がいつも涙とたたかう勇気をくれた―

「涙」をテーマに６７曲をセレクト。ファ

ンクラブ会報誌上での吉田美和、中村正人、

豊崎由美等による座談会も再編集して収録。 

 

 

○911-ﾖ  LIFE  吉田美和歌詩集 
吉田美和 著 ; 中村正人 監修 ; 豊﨑由
美 構成・編集 新潮社  

この詩が支えてくれた、この詩で笑顔に

なった、この詩が未来をくれた―大切な命

を繋ぐ５８曲をセレクト。中村正人と豊崎

由美の対談も収録。ＤＲＥＡＭＳ ＣＯＭ

Ｅ ＴＲＵＥ２５年の奇跡と軌跡を辿る歌

詩集 

 

【913 日本の小説】 
913-ｱ 走れ !児童相談所 発達障害、
児童虐待、非行と向き合う、新人所員の成
長物語  
安道理 著 メディアイランド 
この物語は全国の児童相談所で日々、子

供とその家族を支えるために、必死で頑張

り続けるケースワーカーや児童心理司に対

するオマージュ。児童相談所がどのような

機関なのか、どんな仕事をしているのかを

紹介したお仕事小説。 

 

913-ｵ 五つ星をつけてよ  
奥田亜希子 著 新潮社  

既読スルーなんて、友達じゃないと思っ

てた。ディスプレイに輝く口コミの星に「い

いね！」の親指。その光をたよりに、私は

服や家電を、そして人を選ぶ。だけど誰か

の意見で何でも決めてしまって、本当に大

丈夫なんだろうか……？ ブログ、SNS、

写真共有サイト。手のひらサイズのインタ

ーネットで知らず知らずに伸び縮みする、

心と心の距離に翻弄される人々を活写した

連作集。 

913-ｶ 空への助走  
福蜂工業高校運動部  

壁井ユカコ 著 集英社  

バレー部、軟式テニス部、陸上部、柔道

部、釣り部……。それぞれの悩みを抱えな

がら部活に打ち込み、時にチームメイトと

ぶつかり、時に恋に揺れ動く高校生たちの

まぶしい青春の日々を描く連作短編集。 

 

☆913-ﾅ 空の境界 上・中・下 
奈須きのこ [著] 講談社  

二年間の昏睡から目覚めた両儀式が記憶

喪失と引き換えに手に入れた、あらゆるモ

ノの死を視ることのできる“直死の魔眼”。

式のナイフに映る日常の世界は、非日常の

世界と溶け合って存在している…！もはや

伝説となった同人小説から出発し、“新伝綺”

ムーブメントを打ち立てた歴史的傑作―。

  

913-ﾋ 恋のゴンドラ Love・Gondola 
東野圭吾 著 実業之日本社 
真冬に集う男女８人の運命は？あの東野

圭吾が“恋愛”という永遠のミステリーに

真っ向から挑む。 

 
913-ﾎﾞ 冒険の森へ 傑作小説大全 6 
集英社  

第 6 巻は「逃亡者」と「追跡者」の間に

生まれるサスペンス満点のハードボイルド

長編の傑作 2 編をメインに、硬軟織り交ぜ

た短編も合わせて全 13 編を収録 

 

913-ﾓ 夜行  
森見登美彦 著 小学館  

私たち六人は、京都で学生時代を過ごし

た仲間だった。十年前、鞍馬の火祭りを訪

れた私たちの前から、長谷川さんは突然姿

を消した。十年ぶりに鞍馬に集まったのは、

おそらく皆、もう一度彼女に会いたかった

からだ。夜が更けるなか、それぞれが旅先

で出会った不思議な体験を語り出す。私た

ちは全員、岸田道生という画家が描いた「夜

行」という絵と出会っていた。 

 

【英米文学】 
934-ｺ 心 日本の内面生活がこだます
る暗示的諸編  
小泉八雲 著 河出書房新社  

珠玉のエッセイ・評論全１５編。待望の

新訳・決定版。『心』刊行１２０周年記念出

版。日清戦争の勝利にわく国を見つめ、日

本と日本人の未来まで予見したハーンの代

表作。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。

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。  

913-ｻ 明るい夜に出かけて  Going 

Out in the Bright Night 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-ﾅ-2 空の境界 中 奈須きのこ 

[著] 講談社 “根源の渦”を目指す

孤高の魔術師・荒耶宗蓮が張り巡らした、

死そのものを体現化する太極の結界。あら

ゆるモノの死を視ることのできる両儀式の

“直死の魔眼”は、この絶無の結界を打ち

破れるのか―！？もはや伝説となった同人

小説から出発し、“新伝綺”ムーブメントを

打ち立てた歴史的傑作―。  

913-ﾅ-3 空の境界 下 奈須きのこ 

[著] 講談社 両儀式とその友人・黒

桐幹也の前に再来する殺人鬼。忌まわしい

邂逅が、式を苛む“殺人衝動”を加速させ

ていく。式と幹也の赴く果てに、真実を告

げる記憶の“境界”は開かれるのか―！？

もはや伝説となった同人小説から出発し、

“新伝綺”ムーブメントを打ち立てた歴史

的傑作―。  

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！  

 

 

冬はやっぱり、 
コタツで読書！ 
ココロもカラダも 
ほっこりするよ！ 


