
 

【情報】007-ﾌ スマホ断食  

ネット時代に異議があります  

藤原智美 著 潮出版社 

何かあるとすぐにネットで検索。止まら

ないネットサーフィンで、気づくと１時間。

ＬＩＮＥの既読が気になって仕方がない…

ネット漬けの日常から逃走し、「自分」を取

り戻す。芥川賞作家によるネット社会批判。 

 

【心理学】141-ｳ レジリエンス入門  

折れない心のつくり方  

内田和俊 著 筑摩書房  

人生には心が折れやすくなる時期が必ず

やってくる。どうすればそれを乗り越え、

成長へとつなげられるのか。「レジリエンス」

＝心の自然治癒力を高めれば、さまざまな

困難に対処することができる。その方法を

わかりやすく解説する。 

 

【１５ 倫理】 

158-ｶ 人がいじわるをする理由はなに? 

ドゥニ・カンブシュネ 文 ; ギヨーム・デジェ 

絵 ; 伏見操 訳 岩崎書店  

「いじわる」は、暴力的な集団だけで起

こるのではありません。ごくふつうの人々

の、ごくふつうの関係において、日常的に

見られるのです。哲学者ホッブズはこう言

いました。「万人は万人に対してオオカミで

ある」と―これは、本当なのでしようか？ 

 

159-ｵ 人をつくる言葉  

大村智 著 毎日新聞出版 

ノーベル生理学・医学賞受賞の化学者が

四半世紀つづった！生きる希望となる待望

の名言集。 

 

【210 日本史】 

210.0-ﾚ オールカラー図解日本史&世界

史並列年表 見て楽しい!  

歴史の読み方研究会 著 PHP研究所 

史実の意外な同時代性を発見できる！日

本史、世界史をより深く理解するために役

立つ１冊！ 

 

【289 伝記】 

289-ｸ 発達障害の僕が輝ける場所を

みつけられた理由  

栗原類 著 KADOKAWA 

８歳で発達障害と診断された僕が、なぜ

自分の才能を生かす場所をみつけて輝ける

ようになったのか。同じ障害がありながら、

いつも僕を信じて導いてくれた母。そして

アメリカの「発達障害」に対するおおらか

な環境と、学んだ英語が自信を持たせてく

れたこと。されて嫌なことを人にはしない

と決めた、人として愛される生き方など。

ADDの特徴である衝動性を抑え、苦手なコ

ミュニケーション力を克服し、モデル・タ

レント・役者として歩んできたこれまでの

道のりを語る。母、主治医、友人・又吉直

樹氏のインタビューも収録。誰もが輝ける

ヒントがみつかる！ 

 

【29 地理】 

291-ﾆ ニッポンを解剖する!東京図鑑  

JTBパブリッシング  

東京駅の美しさのヒミツは、建築と装飾

にあった！！日本の名所・文化を図解でわ

かりやすく紹介するまったく新しいガイド

が登場！ 

 

 

 

【304 社会エッセイ】 

304-ｱ 天声人語 2015年 1月-6月 

朝日新聞論説委員室著  朝日新聞出版 

『朝日新聞』の名物コラム「天声人語」

の 2013年前半分を全収録。アベノミクス

で超金融緩和、震災 2 年、アルジェリア人

質事件、柔道界の不祥事など、幅広いトピ

ックス。時事年表・人名索引も収録。 

 

304-ｳ 転換期を生きるきみたちへ 中

高生に伝えておきたいたいせつなこと 

内田樹 編 晶文社 

世の中の枠組みが大きく変化し、既存の

考え方が通用しない歴史の転換期に、中高

生に向けて「これだけは伝えておきたい」

という知見を集めたアンソロジー。言葉の

力について、憲法について、愛国心につい

て、科学的態度について、弱さや不便さに

基づいた生き方について…。若者たちがこ

れからの時代を生き延びるための知恵と技

術がつまった、未来へ向けた１１のメッセ

ージ。 

 

【31 政治】 

314-ｻ 高校生のための選挙入門 

斎藤一久 編著 三省堂  

有権者となる高校生に、選挙に関わる事

例を具体的に解説。ネットでの選挙運動、

選挙違反、投票率など、事例ごとに掘り下

げた、授業でも使える 23章。 

 

316-ﾆ SNS時代の写真ルールとマナー 

日本写真家協会 編  朝日新聞出版 

素敵なレストランの中で撮ってもいいの

かな？道ですれちがうかわいいペットは？ 

気軽に撮れるからこそ思わぬトラブルも起

こりやすい。ＳＮＳにアップするときに気

を配りたいポイントなど、臆せず写真を楽 

しむための、プロ写真家のアドバイス！ 

 

【行政】318-ﾁ 中国山地過疎 50年 

中国新聞取材班 編 中国新聞社 未來社 

東京を中心に巻き起こった地方消滅論を

きっかけに、過疎はいつまで続くのか、過

疎地はいまどういう状況なのかを探るため、

取材をはじめた中国新聞取材班が「中国山

地のいま」を直視しつつ、時代の潮流を読

み、明日への展望を提示する。 

 

【憲法】323-ﾀ 憲法って、どこにあるの?  

みんなの疑問から学ぶ日本国憲法  

谷口真由美 著 集英社  

日本国憲法は私たちの暮らしの中に、し

っかりと息づいています。せめて一度はち

ゃんと全部読んで、それから議論をしませ

んか？「日本国憲法」講義が大人気の谷口

真由美先生が、みんなの疑問から憲法をわ

かりやすくズバリ解説！ 

 

【366 職業紹介】 

366-ﾅ-1 パイロットになるには  

阿施光南 著 ぺりかん社 

今、日本の航空業界はパイロットを求め

ている！パイロットを取り巻く状況は大き

く変化し、養成課程も多様化してきた。最

新の航空業界事情を反映しながら、なるま

でのルートをくわしく解説。 

 

366-ﾅ-47 歯科衛生士・歯科技工士に

なるには  

宇田川廣美 著 ぺりかん社 

歯科医療に欠かせないスペシャリスト！

歯科医師をサポートし口腔ケアを行う歯科

衛生士と、入れ歯や差し歯、矯正装置など

を作る歯科技工士。それぞれが担う役割な

どをくわしく紹介。 

 

366-ﾅ-92 動物園飼育員・水族館飼育

員になるには  

高岡昌江 著  ぺりかん社  

いきものたちの命を預かる！世話をする

以外にも、生態系や環境、種の保存に関す

る知識や技能が求められます。動物園と水

族館それぞれの専門性、仕事の違いを含め、

なりかたや養成課程も詳しく解説！ 

 

【青少年問題】 

367-ｲ 子どもとスマホ  

おとなの知らない子どもの現実  

石川結貴 著 花伝社 

ネットやスマホの問題をわかりやすく説

明。現代の子どもたちが置かれている環境

や現状を報告。家庭や学校でできる指導、

教育について具体的に解説。ネットやスマ

ホのトラブルを防ぐためにどうすればいい

か、身近に利用できるもの、簡単に実践で

きる方法を紹介。ネットやスマホの「怖さ」

だけでなく、利便性や効果的な使い方につ

いての提案。 
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三刀屋高校図書館 

春らしくなりました。 

 今学期も残すところ一週間となりました。この学年のしめくくりと次学年への準備の期

間になりますね。大忙しでしょう。自分の未来のため、手間を惜しまず、毎日過ごしまし

ょう。春休み前の皆さんを図書館は応援していますｂｙ司書 

 

 

 

新着図書案内 ラベルの番号 書名 著者名 出版社の順 ☆はリクエスト  

 

展示コーナーのご案内 
○図書館入口では 

桃の節句なのでお雛様を展示中。女子力

アップを願ってみるといいかもよ！ 

 

○ガラスケースでは、 

地域や世界で活躍する女性やカッコいい

女子が主人公の小説など「カッコいい女子

たち」の本を特集中。見習いたところ満載

です。 

 

○館内では、「３．１１をわすれない」と

題し、震災の記録など関連本を展示してい

ます。 

 

図書館からのおしらせ 

蔵書点検を行いました。その結果、30冊が行方不明となっています。

詳しい書名を昇降口に掲示しますので、その本を見かけたら図書館へ

届けてください。よろしくお願いします。 

 

今日から春休みの長期貸出始めます。 

春休みの間にたくさん読んで、心の栄養にしてください。 

冊数制限はありません。 

返却期限は 4月７日（金）始業式の日 

返却期限が過ぎている本を持っている人は、返してから新しく借りて 

ください。 

春休みは閉館します。 

休み中の返却本は入口の返却ＢＯＸに入れてください。 

 



【369 社会福祉】 

369-ﾅ 自分の将来を考えている"あな

た"へ これがソーシャルワークという仕事

です 尊厳を守り,支え合いの仕組みを創る 

中村剛 編 みらい  

ソーシャルワークは現代社会に必要な仕

事だが、その実態は見えにくい。本書は自

分の将来を考えている高校生をはじめとし

た読者に、ソーシャルワークの内容とその

本質、魅力、必要性をわかりやすく届ける

よう心がけた。本書をきっかけにソーシャ

ルワークを知り、ソーシャルワーカーを目

指す人が増えてほしいという願いを込めた

新しい入門書。 

 

369-ﾌﾟ 地震イツモマニュアル 

地震イツモプロジェクト 編 ; 寄藤文平 絵 

プラスアーツ ポプラ社  

特別なことはしなくていい。「イツモの暮

らし」が「備え」になる、新しい防災マニ

ュアル。グーグルやツイッターなど、各企

業が防災に役立つ情報を紹介。ベストセラ

ー『地震イツモノート』の実践版！ 

 

369-ﾐ 介護のススメ!  

希望と創造の老人ケア入門  

三好春樹 著 筑摩書房  

介護は時間も場所も、言葉も越えるタイ

ムマシンだ！「問題行動」に秘められたお

年寄りたちのメッセージにこそ、誰もが笑

顔になれる、豊かな介護を創るカギがある。

さあ、老人介護のワンダーランドへ旅立と

う！ 

 

【教育】376-ﾆ 0～6 歳わかりやすい子ど

もの発達と保育のコツ  

西坂小百合 監修 ナツメ社  

9 つのテーマごとに、イラストを多く使

用しながら、子どもの心とからだの発達を

わかりやすく解説 

 

【地学】453-ﾔ 科学の目で見る日本

列島の地震・津波・噴火の歴史  

山賀進 著 ベレ出版  

年表形式で歴史の流れがつかめる。起こ

った現象のメカニズムがわかる。本書では、

地震の記録が残っている５世紀から現代ま

での地震・津波・噴火の歴史をできる範囲

において、科学的な目をもって見つめなお

します。 

【生物】460-ﾌ 環境破壊図鑑  

ぼくたちがつくる地球の未来  

藤原幸一 著 ポプラ社  

融け出す永久凍土、１０％も残されてい

ない原生林、溺れ死ぬ１０万頭の赤ちゃん

アザラシ、レジ袋を食べるアジアゾウ…世

界遺産の現状、再生の現場も含む、５大陸

１２０ヵ所のレポートから考える。 

 

【49医学】 

491-ﾊ 勝負に強くなる「脳」のバイブル 

林成之 著 創英社/三省堂書店 

ついに出た！勝負脳の決定版 スポーツ、

ビジネス、勉強―勝負に強くなる「脳」の

作り方！ 

 

【機械】537-ﾀ エコカー技術の最前線  

どこまでも進化する燃費改善と排出ガスの

クリーン化に迫る  

髙根英幸 著 SB クリエイティブ 

エコカーの進化は止まらない。2017 年

はトヨタ・プリウスの登場からちょうど 20

年。今や新車の 4台に 1台がエコカーの時

代になりました。本書では、エコカーの最

新知識から、これからのエコカーまで、徹

底解説 

 

【77芸能  78スポーツ】 

779-ｻ さかなクンの一魚一会  

まいにち夢中な人生!  

さかなクン 著・イラスト・題字 講談社  

さかなクンが、生い立ちから、魚博士に

なるまでを、真心とユーモアたっぷりに描

いた初の自叙伝！東京海洋大学の客員准教

授にして、名誉博士号。キリン氷結のＣＭ

ではスカパラと共演など、ノリにノッてい

るさかなクンが、ついに自叙伝を刊行！ 

自らの生い立ちから、小学生時代、中学生

時代から現在まで、魚や生きもの達との出

合い、友人達との出会いを赤裸々に語る。 

 

780-ﾊ 〈勝負脳〉の鍛え方  

林成之 著 講談社  

スポーツで、仕事で、勉強で、あなたが

いままで負けていたのは脳の使い方が悪か

ったからだ。人間の脳の仕組みを知り＜勝

負脳＞を鍛えて人生を変えよう！ 

 

 

 

【８言語  81日本語】 

801-ｻ 翻訳できない世界のことば 

エラ・フランシス・サンダース 著  創元社 

国語のなかには、他の言語に訳すときに

一言では言い表せないような各国固有の言

葉が存在する。この「翻訳できない言葉」

を世界中から集め、著者の感性豊かな解説

とオシャレなイラストを添えた世界一ユニ

ークな単語集。言葉の背景にある文化や歴

史、そしてコミュニケーションの機微を楽

しみながら探究できる。小さなブログ記事

が一夜にして世界中へ広まった話題の書。 

 

810-ｺ 学校では教えてくれないゆかい

な日本語  

今野真二 著 河出書房新社 

イライラのイラって何？ サワサワとザ

ワザワ、どう違う？ 人一倍って何倍？…

…遊び心に満ちた、ゆかいな日本語の世界

へようこそ！ 

 

814-ｻ 語彙力こそが教養である 

齋藤孝 著 KADOKAWA  

ビジネスでワンランク上の世界にいくた

めに欠かせない語彙力は、あなたの知的生

活をも豊かにする。読書術のほか、テレビ

やネットの活用法など、すぐ役立つ方法が

満載！読むだけでも語彙力が上がる実践的

な一冊。 

 

【詩集】911-ﾎ あの時から空がかわった 

星野富弘 著 ; 熊田和子 企画・編集 

いのちのことば社フォレストブックス 

今、詩画作家としての原点を見つめ、心

の軌跡をたどる。詩画４５点、書き下ろし

エッセイ収録。 

 

【913 日本の小説】 

913-ｱ 烏に単は似合わない 

阿部智里 著 文藝春秋  

 人間の代わりに「八咫烏」の一族が支配す

る世界「山内」で、世継ぎである若宮の后

選びが始まった。朝廷で激しく権力を争う

大貴族四家から遣わされた四人の后候補。

春夏秋冬を司るかのようにそれぞれ魅力的

な姫君たちが、思惑を秘め后の座を競う中、

様々な事件が起こり…。史上最年少松本清

張賞受賞作。 

 

 

913-ｶ コーヒーが冷めないうちに 

川口俊和 著 サンマーク出版 

お願いします、あの日に戻らせてください

―。「ここに来れば、過去に戻れるって、ほ

んとうですか？」不思議なうわさのある喫

茶店フニクリフニクラを訪れた４人の女性

たちが紡ぐ、家族と、愛と、後悔の物語。 

 

913-ｸ 脱・限界集落株式会社 

黒野伸一 著 小学館  

東京からきた多岐川優の活躍で、存続すら

危ぶまれていた止村は窮地を脱した。あれ

から四年。ふもとにはモールができ、止村

も活況が続いている。そこへ麓の町の駅前

開発計画がもちあがり、世論は二分される。

その争いは多岐川家の夫婦間にもおよび…。

現状維持か、都市開発なのか。日本のそこ

かしこで直面している問題に切り込む、地

域活性エンタテインメント！！ 

 

913-ｺ 猫と幽霊と日曜日の革命 

河野裕 [著] KADOKAWA 

見聞きしたことを絶対に忘れない能力を

持つ高校生・浅井ケイ。世界を三日巻き戻

す能力・リセットを持つ少女・春埼美空。

ふたりが力を合わせれば、過去をやり直し、

現在を変えることができる。しかし二年前

にリセットが原因で、ひとりの少女が命を

落としていた。不可思議が日常となった能

力者の街・咲良田に生きる少年と少女の優

しい物語。 

 

913-ｼ 罪の声  

塩田武士 著 講談社  

「これは、自分の声だ」京都でテーラー

を営む曽根俊也は、ある日父の遺品の中か

らカセットテープと黒革のノートを見つけ

る。ノートには英文に混じって製菓メーカ

ーの「ギンガ」と「萬堂」の文字。テープ

を再生すると、自分の幼いころの声が聞こ

えてくる。それは、３１年前に発生して未

解決のままの「ギン萬事件」で恐喝に使わ

れた録音テープの音声とまったく同じもの

だった――。 

 

913-ｾ この青い空で君をつつもう 

瀬名秀明 著 双葉社  

高校の美術部に所属する早季子は、クリス

マスの朝、信じがたい光景を目にする。自

分宛に届いた一枚のはがきが、折り紙のよ

うに生き物の形に折られていたのだった。

かつて、さよならも言えず亡くなった同級

生の和志が、何かを伝えようとしているの

か。止まっていた早季子の心が、動き始め

た―。力強い希望が溢れる、青春恋愛小説。 

 

913-ﾅ ペンギンのバタフライ 

中山智幸 著 PHP研究所 

あなたの小さな決断がどこかの誰かを幸

せにする―時間を遡れる坂、２年後からの

メール、神様の落し物…あたたかい涙が思

わずこぼれる、少し不思議な五つの物語。 

 

☆913-ﾆ 掟上今日子の旅行記  

西尾維新 著 講談社  

「エッフェル塔をいただきに参上致しま

す。―怪盗淑女」不穏な犯行予告を阻止す

るため、パリに招かれた忘却探偵の掟上今

日子。助手役を担う隠館厄介は、怪盗の魔

手から今日子さんを救えるか？名探偵ｖｓ．

怪盗のタイムリミット・ミステリー！ 

 

913-ﾑ 桜風堂ものがたり 

村山早紀 著 PHP研究所 

万引き事件がきっかけで、長年勤めた書店

を辞めることになった青年。しかしある町

で訪れた書店で、彼に思いがけない出会い

が…。田舎町の書店の心温まる奇跡。 

 

913-ﾖ いい人ランキング  

吉野万理子 著 あすなろ書房 

人の悪口を言わないし、掃除はサボらない

し、「宿題を見せて」と頼まれたら、気前よ

く見せる人。「いい人」と呼ばれるのは、い

いことだと思っていたけれど、実は…？巧

妙に仕掛けられた罠。それが、悪意の連鎖

を引き起こし、２年１組の空気を変えてい

く。なす術もなく立ちつくす木佐貫桃は、

妹の鞠が「師匠」とあがめる尾島圭機に助

けを求めるが…。 

 

【ルポ】 916-ｱ 70年目の証言  

あの戦争を語る 

週刊朝日編集部 編 朝日新聞出版 

米大統領が初めて被爆地・広島を訪問。

各地の戦場を慰霊してきた天皇には生前退

位の問題が浮上した。世界はたゆまず変動

するが、忘れてはいけない「記憶」がある。

週刊朝日に連載され、大反響を呼んだ戦争

体験記をまとめた一冊。 


