
★課題研究、小論文対策に！ 

カウンター前にあるブックトラックに新聞記事

の切り抜き資料や各分野のオススメ本を用

意していますので、活用してください。 

興味が広がったら、関連分類の書架へも行

ってみよう 

★展示コーナー、見てね❤ 

入り口には季節もの、仕事小説、新着本、

テーマ展示、今月は「夢を持つ人を応援」、館

内には時事テーマなどコーナーを作っていま

す。手に取ってみてね。貸出もOKです。 

 

●冊数は無制限  ●期間は一週間 

★借りる方法  

①本と利用者カードをカウンターの当番か司書等へ渡す。 

②係がＰＣでピッピッ  

③返却期限日のスタンプを押してもらって、手続き完了！ 

＊カウンターやとなりの図書準備室に誰もいない時は 

貸出券にクラスと名前とバーコード番号を書いて缶の中へ入れてね。 

返却期限日のスタンプも忘れず、押してね 

＊もう少し読みたいときは予約がない場合に限り、 

継続貸出できます。本と利用者カードを持ってきてください。 

★返す方法  

カウンターの人に手渡す orカウンターの返却ＢＯＸへ。 

●返却期限は守ろうね！ 

 

★★こんな雑誌があります★★ 

・栄養と料理…女子栄養大学出版の雑誌。 

・オレンジページ…料理レシピや暮らしの情報が満載。 

・蛍雪時代…大学や勉強法を紹介。進路・大学受験の応援雑誌 

・ナショナルジオグラフィック …世界中の自然や生物を迫力ある写真で紹介。 

・Number…スポーツ全般を紹介した雑誌。 

・Newton…数学、物理、宇宙、医学などの自然科学系の新情報も満載。 

・Non-no…ファッション誌。 

・MOE…絵本やイラストを楽しめる癒し系の雑誌。 

・日経エンタテイメント…芸能関係の雑誌   

・月刊新聞ダイジェスト…1か月の主要ニュースを集めた雑誌。 

このほか寄贈された雑誌もたくさんあります。 

*雑誌も借りられます。 

（最新号は一晩、バックナンバーは1週間） 
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開館時間 ８：３０～１７：３０  

★本の数は 

２４８９７冊 

０総記 1285 

１哲学 777 

２歴史 2534 

３社会科学 3542 

４自然科学 2341 

５技術 1052 

６産業 388 

７芸術 2635 

８言語 819 

９文学 9424 

H28年度に 

入った本    ５４１冊 

除籍した本    ４７冊 

 
★置いてある新聞★ 

朝日新聞、山陰中央新報、毎日新聞、 

島根日日新聞（毎日と島根日日は一日遅れ） 

 

★読みたい本を Getする方法☆ 
 貸出中 → 予約 → 返却されたら   
ない  → リクエスト → 貸出の準備ができたら 

 

「図書館からのお知らせ」を出します
ので、カウンターで見せて下さい。 
有効期限は７日。お早目に！ 

 図    書   館   案   内  

 
    

H２9－№１ 

三刀屋高校図書館 

平成２9年４月17日発行 

 
 

図書館は学校生活の応援団！使いたおしてください！ 
１年生のみなさん、入学おめでとう！高校生になった気分はどうですか？学校にも少し慣れましたか？ 

毎日、新しいことがいっぱいで、ワクワクとドキドキの連続でしょう。いい刺激をたくさん受けて、自分

の可能性を広げてください。オリエンテーションはまだですが、今日からでも借りられますので、管理棟

の２階の図書館へ来てみて下さい。２、３年生の皆さんも、自分の目指すところに向かって毎日の勉強や

活動に積極的に取り組んでいるところだと思います。そんな皆さんを図書館は応援していきます。使いや

すくて、役に立つ、そしてホッとできる居心地のよい図書館でありたいと思っています。いつでも来てく

ださいね。はじまりの季節に何かをはじめようと思っている人、図書館へLet’s GO！  by司書 

 

 

★登校したら「朝の読書」です。 

２、３年生はすでに始まっていますが、 

１年生は今日から始まります。 

読む「本」を用意してください。 

（マンガや雑誌は除く） 

学級文庫も設置しましたので、教室内で利

用してください。 

朝、登校したら、席について静かに本の

世界を味わってください。 

 

 図書館からのお知らせ    

 

裏面に新しく入った本の紹介があります。本選びの参考にしてね♡ 

 



【総記】031-ﾆ-2017〈図解〉まるわかり時事
用語 世界と日本の最新ニュースが一目でわ
かる! : 絶対押えておきたい、最重要時事を
完全図解! 2017→2018年版 新星出版社 
 

【郷土】 092.1-ｴ  銀鉱山王国・石見銀山  
遠藤浩巳 著 新泉社  
戦国時代から江戸幕府成立にいたる一六～一

七世紀、石見銀山が産出した大量の銀は中国、

東アジアへと広く流通し、当時ヨーロッパで描

かれた地図にも「銀鉱山王国」と記された。「石

銀（いしがね）千軒」とよばれるほど栄えた鉱

山町を発掘調査が明らかにする。 

 

093.8-ｲ 石神さんを訪ねて 出雲の巨石信
仰  山陰中央新報社  
 

095.9-ｵ おおなん美味しい暮らし。 家庭に
残るＡ級レシピ グリーンフィールズ 
  
096.8-ｱ 島根の観光レジャー史 大正、昭
和戦前 有馬誉夫 著  ハーベスト出版 
地域の資料からひもとく、大正、昭和戦前期

の｢観光｣のすがた。時代背景とともに、｢島根の

観光レジャー｣はどのように動いてきたかを浮

き彫りにすることを試みた。 

 

099.3-ﾊ 神々の国の旅案内  
ラフカディオ・ハーン 文 ; 村松真吾 訳編 
八雲会  

 

【世界史】209-ﾂ 世界史MAPS 歴史を動か
した 72の大事件 主婦と生活社  
 

【伝記】280-ﾎﾟ ポプラディアプラス人物事典  
1～５ ポプラ社  

人物事典の最新版 

 

【社会】360-ｶ ソーシャルデザイン実践ガイ
ド 地域の課題を解決する 7つのステップ 

筧裕介 著  英治出版  
いま注目の課題解決手法「ソーシャルデザイ

ン」。人口減少、高齢化、地域産業、育児、コミ

ュニティ、災害…地域の抱えるさまざまな課題

を市民の創造力でクリエイティブに解決する方

法を、７つのステップと６つの事例でわかりや

すく解説。 

 
【366 職業紹介】 
366-ｳ  医療・福祉の仕事見る知るシリーズ 
獣医師の一日 作業療法士の一日 
歯科医師の一日 社会福祉士の一日 
保育士の一日 臨床検査技師の一日 
介護福祉士の一日 管理栄養士の一日 
救急救命士の一日 助産師の一日 
保健師の一日 薬剤師の一日 
理学療法士の一日 医師の一日 
看護師の一日  

WILLこども知育研究所 編著 保育社  

医療・福祉系の仕事内容がよく分かるシリーズ。 

 

366-ｷ 「働く」の教科書  
15人の先輩とやりたい仕事を見つけよう!  

菊地一文 監修 ; 全日本手をつなぐ育成会 
編集 中央法規出版  

働く楽しさ、伝えたい。知的・発達障害のあ

る人のハローワーク企業等で働く本人の生の姿

と声を紹介。 

 

【児童・青少年問題】 
367-ﾆ 子ども白書〈２０１６〉 

１８歳「成人」社会―「成人」とは何か  
日本子どもを守る会 編 本の泉社 
ことしの子ども最前線（食生活の貧困とこど

も食堂―子どもの貧困への対抗拠点としての意

義；深刻な保育所待機児童問題―厳しい実態と

解消に向けた手立て ほか） 

 

 

 

367-ﾊ さとり世代 
 盗んだバイクで走り出さない若者たち 

原田曜平 著 KADOKAWA 
ムダな消費もムダな努力も拒否する若者たち。

若者の若者によるおじさんのための若者論。 

 

【社会福祉】 
369-ｻ 高齢社会の医療介護と地方創生 
一億総活躍時代の日本版 CCRC と地域包括
ケアのあり方を問う  
齋藤清一, 三好秀和 編著 同友館  

これからの超高齢化社会の地域創造のため、

日本版 CCRC のあり方と医療介護の人事制度

改革をまとめたもの。 

 

369-ﾄ 子ども食堂をつくろう!  
人がつながる地域の居場所づくり 

豊島子どもWAKUWAKUネットワーク 編著 
明石書店 
自分の地域で子ども食堂をはじめたい方に向

けて、立ち上げ準備から実際の運営方法までを

Ｑ＆Ａで解説。先輩子ども食堂さんの声も多数

紹介！ 

 

【民俗習慣】 
383-ﾁ 中国地域の豊かな食 伝統食から
現代の美味まで時代を超えて一堂に 
中国地方総合研究センター 編 中国地方
総合研究センター  
 

383-ﾊ 和食とはなにか  
旨みの文化をさぐる    
原田信男著  KADOKAWA  

世界無形文化遺産「和食」はどのようにかた

ちづくられたか。素材を活かし、旨みを引き立

て、栄養バランスにすぐれた食文化が、いつど

んな歴史のもとに生まれたかを探り、その成り

立ちの意外な背景を描く。 

 

 

【宇宙】440-ｱ 重力波とはなにか  
「時空のさざなみ」が拓く新たな宇宙論 
安東正樹 著 講談社  

地球から太陽までの距離で、水素原子１個分

の伸び縮み―とても可能とは思えない微小な波

の観測に、「予言」から１００年で人類はついに

成功した！それは、われわれの宇宙観をどう変

えるのか？本質を理解するために知っておきた

いことを重力波研究のリーダーがやさしく濃く

解説！ 

 

【医学】498-ﾋ 地域を耕す 
 ホームホスピス たんがくの夢  
樋口 千惠子 著 木星舎 
今まで暮らしてきた地域の中で、お互いの存

在を認め合いながら、穏やかに歳を重ねる。た

とえ認知症になっても、末期がんや重い病にな

っても、ここで、安心してふつうに暮らしつづ

ける。それが「たんがく」の夢です。そして今、

地域づくりに向けての熱いメッセージを、「たん

がく村」から発信します。 

 

【都市計画】518-ｲ タウンマネージャー 
「まちの経営」を支える人と仕事  
石原武政 編著 学芸出版社  
中心市街地を一つのショッピングセンターの

ように「経営」するタウンマネージャーが注目

を集めている。イベント、開業支援やハード事

業など方法は様々だが、共通するのは「補助金

とボランティア頼み」から「自立する」まちづ

くりへの転換だ。仕事の実際からその能力の活

かし方まで、各地で活躍する９人の実践から明

らかにする。 

 

【料理】596-ﾜ 渡部洋二家庭で楽しむ茶懐
石・点心  山陰中央新報社  

 

❤2，3年生の皆さん、春休み前に借りた

本の返却期限は過ぎています。 

まだ返していない人は早く返しましょう。 
 

 ＊新着図書紹介＊ ラベルの番号  書名  著者名  出版社 内容 の順で書いてあります。☆はリクエスト 


