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三刀屋高校図書館 

 
頑張れ！三刀屋高校 

県総体や文化部の大会が近づきました。日々の練習の成果を発揮するときです。 

力を出し尽くせるよう祈っています。がんばってください。 

図書館としてできることと言えば、みなさんの力になるような本を紹介することです。

今月のガラスケースに「ココロとカラダのサプリ本」を用意しています。ちょっとでも

気になる本、役立つ本があるかもしれませんので、ぜひ図書館へ来て見て下さい。 

 

新しく入った本    

ラベルの番号 書名 著者名 出版社 内容 の順   ☆はリクエスト   

❤ ❤ こんなコーナー作っています❤ ❤ 

入口では 

★5月12日は看護の日★ 

看護について考えよう 

看護師の体験記や患者目線の本、 

医療スタッフや病院関係の仕事内容、 

現在の医療を知る本を選びました。   

 

準備室の前には 

お仕事小説コーナー 

いろんな職業の様子がわかる小説が分野別に集めてありますので、自分の興味のある仕事に関する小説を読んで、小説の中で

主人公と一緒に働いてみませんか。                     

 

ガラスケースのなか 

部活を頑張れる 

ココロとカラダのサプリ本だよ 

部活小説をはじめ、スポーツ栄養学

の本やテーピングや心身のケアの本

を集めています。 

 

館内で 

映画やドラマの原作本コーナー 

映画やドラマを先に見るか、原作

を読んでから見るかはあなた次第。 

お気に入りの作品の原作本を手にし

てみよう。 

 

【００２調査法 ００７情報科学】 

002-ｵ 調べる・発表する伝え方教室 

大重史朗 著 旬報社 

朝日・産経新聞などで活躍したプロの記者が

学校で役立つ伝え方のコツとノウハウをエピソ

ードとともに教えてくれる。 

 

007-ｼ VR ビジネスの衝撃 「仮想世界」

が巨大マネーを生む  

新清士 著 NHK出版  

「オキュラス」「プレステＶＲ」などゴーグル

型端末の発売が相次ぐ２０１６年は「ＶＲ元年」

と呼ばれる。なぜ人々はＶＲに熱狂するのか？

これから登場するＶＲビジネスとは？最前線で

取材を続ける気鋭のジャーナリストによる渾身

のレポート！ 

 

【366 職業案内】 

366-ﾅ-145 ビルメンテナンススタッフにな

るには 谷岡雅樹 著 ぺりかん社 

快適で安全な空間を裏方から支える！新築ビ

ルの高度化・インテリジェント化に対応するた

め、若年層が積極的に採用されている。新たな

力を求めて急展開する業界の実状を紹介。 

 

366-ﾅ-90 動物看護師になるには 

井上こみち 著 ぺりかん社  

獣医師とともに動物医療を支える専門職！高

度化する動物医療の現場で活躍する動物看護師

の姿を紹介。適性や心構え、試験・資格につい

てもわかりやすく解説。 

【教育】 

376-ﾏ 看護学部・保健医療学部 

松井大助 著 ぺりかん社 

 職業紹介の「なるには books」から新シリー

ズ。大学学部解説本登場！ 

  

【民俗学】 

383-ﾌ  ゚ 図説世界史を変えた 50の食物  

ビル・プライス 著 ; 井上廣美 訳  原書房 

トウモロコシ、麺、ジャガイモ、オリーヴオ

イル、ハンバーガー…有史以来、人間は食卓を

彩るさまざまな食物を生み出してきた。現代文

明の発展に大きな影響をおよぼした食物を紹介

する魅力的で美しい案内書 

 

【宇宙】440-ｼ  とんでもなくおもしろい宇宙 

柴田一成 著 KADOKAWA 

驚くほど動的な天体の世界。ワクワクの宇宙

旅行へ！私たちの想像をはるかに超えたスケー

ルで起こるさまざまな現象、知っているようで 

知らない姿をご紹介。 

 

【医学】493-ﾀ 身近な感染症こわい感染症 

食中毒からインフルエンザやエボラ出血熱ま

で予防と対策がひと目でわかる!  

竹田美文 監修 日東書院本社 

感染サイクルを断つ！感染症は一人ひとりの

心がけで防げる！本書は、感染症ごとに異なっ

ている感染経路に着目。感染を予防するための

対策を紹介。今日からあなたも我が家の衛生管

理者。 

【電気】544-ﾃﾞ 現場がわかる!電気工事入

門 電太と学ぶ初歩の初歩  

電気と工事編集部 編 オーム社 オーム社  

 

【服飾】589-ﾀ 最新ファッション業界

のトレンドがよ～くわかる本 業界人、就職、転

職に役立つ情報満載  

為家洋子 著 秀和システム 

いま業界では何が起きているのか！アパレル

業界はどこに向かうのか！業界の最新ブランド

戦略がわかる！百貨店各社の動向と生き残り戦

略！多様化する販売店と販売チャネル！生活提

案型産業の「いま」がわかるトピック満載！ 

 

【６７商業】 

673-ｶ ありがとうと言われる接客・販売の教

科書 川﨑真衣 著 あさ出版  

接客・販売の仕事に従事している創、特に若

い層に向けて、お客さまに感謝をしていただけ

る仕事への取り組み方、仕事の方法を伝える本。

著者は、東京ディズニーランドのツアーガイド、

サンリオピューロランド、ジェラートショップ

等の現場を経て、現在はコンサルタントとして

ENEOS やファミリーマート、イオンモールな

ど全国の企業で接客・販売の指導を行っている。 

 

675-ﾓ USJ(ユニバーサル・スタジオ・ジャ

パン)を劇的に変えた、たった 1 つの考え方 

成功を引き寄せるマーケティング入門 

森岡毅 著   KADOKAWA  

ＵＳＪはなぜ勝ち続けるのか？ ビジネスを

劇的に変える勝率９７％の思考法 

 

【726 マンガ】 

726-ｱ この音とまれ! 13・１４ 

アミュー 著 集英社  

それぞれが持てる力の全てを発揮した愛たち

の素晴らしい演奏に、観客達は完全に引き込ま

れていた。全国大会へ駒を進める一校は! 

 

726-ｺ  あさひなぐ 17～１９ 

こざき亜衣 著 小学館  

部内戦全 36 試合、決着。団体戦出場の上位

5名が確定し、一致団結したかに見えた二ツ坂。

真春たち三年生と挑む最後の夏…インターハイ

予選がついにはじまる。 

 

726-ｽ-34  ちはやふる 34 

末次由紀 著 講談社 

それぞれの決意を胸に臨んだ、高校最後の全

国大会個人戦。女王・若宮詩暢と新の決勝戦は、

手に汗握る運命戦の末、新の勝利で幕を下ろし

た。 

 

☆726-ﾐ  総員玉砕せよ!  

水木しげる 著 講談社  

昭和20年3月3日、南太平洋・ニューブリ

テン島のバイエンを死守する、日本軍将兵に残

された道は何か。アメリカ軍の上陸を迎えて、

500人の運命は玉砕しかないのか。聖ジョージ

岬の悲劇を、自らの戦争体験に重ねて活写する。

戦争の無意味さ、悲惨さを迫真のタッチで、生々

しく訴える感動の長篇コミック。 

 

【絵本】726-ﾖ このあとどうしちゃおう 

ヨシタケシンスケ 作 ブロンズ新社 

ヨシタケシンスケが「死」をテーマに挑む。

しんだらどうなる？しんだあとのこと、生きて

る間に考えてみよう。 

 

【日本語】810-ﾌ  ゙ 文化庁国語課の勘違

いしやすい日本語  

文化庁国語課 著 幻冬舎 

「流れに棹さす」「憮然」「他山の石」「姑息」

これらの言葉の本来の意味を理解しています

か？もしかしたら、相手は異なる意味で理解し

ているかもしれません。「国語に関する世論調査」

で分かった、３６の言葉の意味の捉え方を用例

とともに紹介。 

 

【913 日本の小説】 

913-ｴ 沈黙  

遠藤周作 著 新潮社  

島原の乱が鎮圧されて間もないころ、キリシ

タン禁制の厳しい日本に潜入したポルトガル人

司祭ロドリゴは、日本人信徒たちに加えられる

残忍な拷問と悲惨な殉教のうめき声に接して苦

悩し、ついに背教の淵に立たされる……。神の

存在、背教の心理、西洋と日本の思想的断絶な

ど、キリスト信仰の根源的な問題を衝き、〈神の

沈黙〉という永遠の主題に切実な問いを投げか

ける長編。 

 



三高図書館にある恩田陸さんの本 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

913-ｵ 朝日のようにさわやかに 

 怖い思いをしたい人、謎解きのスリルを
味わいたい人、じんわり感動したい人、全

てのリクエストに応えます！読書の喜びを

詰め込んだ、物語の玉手箱。ミステリー、

ホラー、SFなど短編が満載。 

 
913-ｵ いのちのパレード 

あちこちから指や手の形をした巨岩が飛

び出す奇妙な村に、妻と私はやって来た

（『観光旅行』）。主人公フレッドくんが起き

抜けから歌うのは、ミュージカルだから

（『エンドマークまでご一緒に』）。「上が」っ

てこの町を出るために、今日も少女たちは

お告げを受ける（『ＳＵＧＯＲＯＫＵ』）。小説

のあらゆるジャンルに越境し、クレイジーで

壮大なイマジネーションが跋扈する恩田マ

ジック１５編。 

 

913-ｵ 蛇行する川のほとり 

 演劇祭の舞台装置を描くため、高校美術

部の先輩、香澄の家での夏合宿に誘われ

た毬子。憧れの香澄と芳野からの申し出に

有頂天になるが、それもつかの間だった。

そして忘れたはずの、あの夏の記憶がよみ

がえる。少女時代の残酷なほどのはかな

さ、美しさを克明に描き出す。 
 

913-ｵ 黄昏の百合の骨 

洋館で祖母が転落死した。奇妙な遺言

に導かれてやってきた高校生の理瀬を迎

えたのは、優雅に暮らす美貌の叔母二人。

因縁に満ちた屋敷で何があったのか。「魔

女の家」と呼ばれる由来を探るうち、周囲で

毒殺や失踪など不吉な事件が起こる。将来

への焦りを感じながら理瀬は―。 

 

913-ｵ 蒲公英草紙 常野物語 

20世紀が幕を開け、少女の心は変化の

予感にざわめく。折しも村に不思議な一家

がやってきて――。運命が導く出会い、果

たされる約束。懐かしさと切なさあふれる

感動長編。 

 

913-ｵ 図書室の海 

あたしは主人公にはなれない―。関根

夏はそう思っていた。だが半年前の卒業

式、夏はテニス部の先輩・志田から、秘密

の使命を授かった。高校で代々語り継がれ

る“サヨコ”伝説に関わる使命を…。 

 

913-ｵ ドミノ 

 迫りくるタイムリミットもつれあう２８のマトリ

クス。必死の思いでかけまわる人々が入り

乱れてぶつかりあって倒れ始めたドミノはも

う、誰にも止められない。 

 

913-ｵ ネバーランド 

クリスマスイブの無人の寮に、変えることの

できなかった4人の少年が残った七日間。少

年たちに何が起きたのか。 

 

913-ｵ 夜のピクニック 

夜を徹して八十キロを歩き通すという、高

校生活最後の一大イベント「歩行祭」。、貴子

は一つの賭けを胸に秘めていた。三年間わ

だかまった想いを清算するために―。今まで

誰にも話したことのない、とある秘密。去来す

る思い出、予期せぬ闖入者、積み重なる疲

労。気ばかり焦り、何もできないままゴールは

迫る―。本屋大賞受賞作 

 

913-ｵ 私と踊って 

 パーティ会場でぽつんとしていた私に不思
議な目の少女が声をかける。彼女は私の手

を引いて、駆け出した。 
 

913-ｵ 記憶屋 １～３ 

織守きょうや 著 KADOKAWA 

大学生の遼一は、想いを寄せる先輩・杏子の

夜道恐怖症を一緒に治そうとしていた。だが杏

子は、忘れたい記憶を消してくれるという都市

伝説の怪人「記憶屋」を探しに行き、トラウマ

と共に遼一のことも忘れてしまう。記憶を消す

ことは悪なのか正義なのか？泣けるほど切ない、

第２２回日本ホラー小説大賞・読者賞受賞作。 

 

913-ｵ ファミリーツリー  

小川糸 著  ポプラ社  

少年は、父のいとこにあたる少女に恋をした。

彼は両親への歯がゆい思いや情けない自分への

いらだちを抱えながら、曾祖母たち近しい大人

に見守られ、大切な存在への想いを糧に成長し

てゆく。著者ならではの五感に響く筆致で、命

のつながりの煌めきを描き出す物語。 

 

913-ｵ 蜜蜂と遠雷  

恩田陸 著 幻冬舎  

私はまだ、音楽の神様に愛されているだろう

か？ピアノコンクールを舞台に、人間の才能と

運命、そして音楽を描き切った青春群像小説。

著者渾身、文句なしの最高傑作！ 

直木賞＆本屋大賞受賞作！ 

＊佐藤校長先生の超オススメの一冊！ 

 

913-ｺ いとみち  

越谷オサム 著 新潮社  

相馬いと。青森の高校に通う１６歳。人見知

りを直すため、思い切ってはじめたアルバイト

は、なんとメイドカフェ。津軽訛りのせいで挨

拶も上手に言えず、ドジばかりのいとだったが、

シングルマザーの幸子やお調子者の智美ら先輩

に鍛えられ、少しずつ前進していく。なのに！

メイドカフェに閉店の危機が～。初々しさ炸裂、

誰もが応援したくなる最高にキュートなヒロイ

ンの登場です。 

 

913-ｽ か「」く「」し「」ご「」と「  

住野よる 著 新潮社  

みんなは知らない、ちょっとだけ特別なちか

ら。そのせいで、君のことが気になって仕方な

いんだ―きっと誰もが持っている、自分だけの

かくしごと。５人のクラスメイトが繰り広げる、

これは、特別でありふれた物語。共感度Ｎｏ．

１の青春小説！ 

 

913-ﾆ たたら侍  

錦織良成 原作 ; 松永弘高 ノベライズ 

朝日新聞出版  

時は戦国時代。出雲の山奥で、幻の鋼づくり

を代々継承してきた家の跡とり・伍介。乱世の

中で己の無力を噛み締めた青年は、村を守る力

を得るため、侍になるべく一人旅立つ。劇団Ｅ

ＸＩＬＥ・青柳翔主演、モントリオール世界映

画祭で最優秀芸術賞受賞の映画を完全ノベライ

ズ。 

＊雲南市がロケ地になっている作品、映画も小

説もぜひ！ 

 

913-ﾌ フラダン  

古内一絵 著 小峰書店  

女子率 100 パーセントのフラダンス愛好会

に集められた４人の男子高校生。その目的は男

女混合によるフラガールズ甲子園出場だった！ 

震災から5年後の福島を舞台に描くとびきりの

笑顔と涙の青春ストーリー。 

＊読書感想文コンクール課題図書 

 

913-ﾐ-7  ビブリア古書堂の事件手帖 7 

三上延 著  KADOKAWA  

ビブリア古書堂に迫る影。太宰治自家用の『晩

年』をめぐり、取り引きに訪れた老獪な道具商

の男。彼はある一冊の古書を残していく―。奇

妙な縁に導かれ、対峙することになった劇作家

ウィリアム・シェイクスピアの古書と謎多き仕

掛け。青年店員と美しき女店主は、彼女の祖父

によって張り巡らされていた巧妙な罠へと嵌っ

ていくのだった…。人から人へと受け継がれる

古書と、脈々と続く家族の縁。その物語に幕引

きのときがおとずれる。シリーズ最新刊。 

 

☆913-ﾑ-1 騎士団長殺し 第1部・第2部 

村上春樹 著 新潮社  

その年の五月から翌年の初めにかけて、私は

狭い谷間の入り口近くの、山の上に住んでいた。

夏には谷の奥の方でひっきりなしに雨が降った

が、谷の外側はだいたい晴れていた……それは

孤独で静謐な日々であるはずだった。騎士団長

が顕（あらわ）れるまでは。 

 

913-ﾔ しんせかい 

山下澄人 著 新潮社  

１９歳の山下スミトは演劇塾で学ぶため、船

に乗って北を目指す。辿り着いた先の“谷”で

は、俳優や脚本家志望の若者たちが自給自足の

共同生活を営んでいた。苛酷な肉体労働、“先生”

との軋轢、地元の女性と同期の間で揺れ動く感

情―。思い出すことの痛みと向き合い書かれた

表題作のほか、入塾試験前夜の不穏な内面を映

し出す短篇を収録。芥川賞受賞。 

 

【日本のエッセイ】 

914-ﾀ 海と空へ  

11 letters from father to children  

高橋歩 著 A-Works 

ある父親が、息子と娘に書いた11通の手紙、

愛する子供たちへいま伝えたい、人生で本当に

大切なこと。あなたなら何を伝えますか？ 

 

【日本のルポ】 

916-ｵ 犬が来る病院  

命に向き合う子どもたちが教えてくれたこと  

大塚敦子 著 KADOKAWA 

「わたしの病院、犬が来るの」それは、子ど

もたちへのすばらしい贈り物だった。日本で初

めて小児病棟にセラピー犬の訪問を受け入れた

医療機関、聖路加国際病院。入院中であっても

子どもたちが豊かな時間を過ごし、困難を乗り

越えていけるように、医師や看護師、保育士、

心理士、チャプレン（病院で働く牧師）等多く

のスタッフたちで行われる取り組みを、４人の

子どもたちの生死を通して描いた感動の記録。 

＊読書感想文コンクール課題図書 

 

963-ｵ アウシュヴィッツの図書係 

アントニオ・G・イトゥルベ 著 集英社 

アウシュヴィッツ強制収容所に、囚人たちに

よってひっそりと作られた“学校”。ここには８

冊だけの秘密の“図書館”がある。その図書係

に指名されたのは１４歳の少女ディタ。本の所

持が禁じられているなか、少女は命の危険も顧

みず、服の下に本を隠し持つ。収容所という地

獄にあって、ディタは屈することなく、生きる

意欲、読書する意欲を失わない。その懸命な姿

を通じて、本が与えてくれる“生きる力”をも

う一度信じたくなる、感涙必至の大作。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1年生の皆さんへ  

図書館オリエンテーションの時に

借りた本は返しましたか？ 

まだ返していない人は、早く本を持っ

て図書館へ来てください。まだ読み続

けるなら延長の手続きをしましょう。 

 

２，３年生の皆さんへ  

 春休み前に借りた本をまだ返して

いない人がいます。大至急、図書館へ

持って来てください。 

 

＊返却期限を守るのは本を借りる上

での最低限のマナーです。 

守るようにしましょう。 


