
 

【哲学】104-ﾄ はじめての哲学的思考 

苫野一徳 著 筑摩書房  

なぜ人を殺してはならないの？生きる意

味とは何だろう？人生の問いから社会の難

問まで力強く「解き明かす」哲学の考え方を

知ろう。 

 

【人生訓】 ☆159-ﾓ I Love Youの訳し方 

望月竜馬 著 雷鳥社  

ときに情熱的に、ときに感傷的に、ときに

個性的に、ときに狂気的に、ときに浪漫的に。

１００人の作家による１００通りの愛の表

現をご紹介。 

 

【日本史】210.7-ﾆ  沖縄戦全記録 

NHKスペシャル取材班 著 新日本出版社 

人々の犠牲は、なぜかくも拡大していった

のか―。激しい地上戦が繰り広げられ、“狂

気の戦場”と化した沖縄。その全貌を明らか

にした、日本新聞協会賞受賞ドキュメントが、

ついに単行本化！ 

 

【選挙】314-ﾀ  中高生からの選挙入門 

谷隆一 著 ぺりかん社 

一人ひとりの意識が社会を変える！引き

下げられた選挙年齢にあわせ、大切な一票を

投じるための様々な知識を解りやすく紹介。

地方行政から国の課題、議会制民主主義や政

党政治など、さまざまな角度から大切な 1

票の使い方を考える。 

 

【外交】319-ｴ 原爆ドーム  

物産陳列館から広島平和記念碑へ 

頴原澄子 著 吉川弘文館 

近代化の歩みの中で建設された広島県物

産陳列館。原爆投下で廃墟となり、凄絶な悲

劇を伝えながら、核廃絶希求の象徴として世

界遺産に登録されるまでの歴史を追う。原爆

ドームとは何かをその前史とともに捉え直

す。 

 

【憲法】323-ﾀ 憲法改正とは何だろうか 

高見勝利 著 岩波書店  

憲法改正とは最高法規である憲法を変更

する最高の権力作用だ。改正による体制転換 

 

のシナリオの考察からその帰結を抉り出す。

現憲法の改正規定第九六条の成立過程をた

どり、歴代首相の封印を解いた戦後六〇年の

「改正手続法」の問題点と、安倍首相の憲法

観の危うさまでを論じる。およそ憲法改正を

議論するには必読の書。 

 

【社会】361-ｲ 世界から格差がなくならな

い本当の理由  

池上彰, 「池上彰緊急スペシャル!」制作チ

ーム 著 SB クリエイティブ  

生まれた環境で、人生が決まってしまう社

会―格差はいろいろな原因によって起きて

いる。「原因はこれだ」「こうすれば解決でき

る」とは一概に言えない。たまたま生まれた

家がお金持ちだったからいい教育を受けら

れる、あるいは貧しかったから教育を受けら

れないということではなく、どんな子供もス

タートは同じにする。その後は、本人の努力

によってそれなりの差が出るのは仕方がな

い。でも、まずはスタートを同じにする。そ

のために、私たちができること・やるべきこ

とを本書で一緒に考えたい。 

 

 

 

 

【366 職業紹介】 

366-ﾅ-105 保健師・養護教諭になるには

山崎京子 監修 ; 鈴木るり子, 標美奈子, 

堀篭ちづ子 編著 ぺりかん社 

地域住民の健康を守る保健師。「保健室の

先生」として、子どもたちの心や体の悩みを

解決していく養護教諭。それぞれ仕事の特徴

と、なり方を詳しく解説。 

 

366-ﾅ-113 言語聴覚士になるには 

中島匡子 著 ぺりかん社 

「言葉」「聞こえ」「食べる」機能支援のス

ペシャリスト！国家資格化が進み、近年では

急速に注目度が上がっている言語聴覚士。現

場で活躍する姿を紹介するとともに、仕事の

特徴や、なり方についてもくわしく解説。 

 

【３６８社会病理】 

○368-ｼ 殺人犯はそこにいる 隠蔽され

た北関東連続幼女誘拐殺人事件  

清水潔 著 新潮社  

５人の少女が姿を消した。群馬と栃木の県

境、半径１０キロという狭いエリアで。同一

犯による連続事件ではないのか？なぜ「足利

事件」だけが“解決済み”なのか？執念の取

材は前代未聞の「冤罪事件」と野放しの「真

犯人」、そして司法の闇を炙り出す―。新潮

ドキュメント賞、日本推理作家協会賞受賞。 
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雨が染みこむように、ココロにじわっと 

県総体が終わって 2 週間たちました。気持ちの整理はついたでしょうか。次の行動に移している人も

多いでしょう。部活動も勉強も毎日の生活も「誰のために、なぜやるのか」を考えて行動していますよ

ね。してきたことは自分にかえってきます。読書も一緒です。読んだものが、あなたの知識や感情

の層をつくっていきます。まいた種や植えた苗が雨の恵みで成長するように、あなたの知的好奇心

やココロなど、いろんなトコロに栄養がじわっと染みて成長することを祈っています。（ｂｙ司書） 

＊    ガラスケース＊＊水も滴る素敵な本大集合！＊＊ 

6月は環境月間、環境のこと、梅雨の楽しみ方を紹介します！ 

 

カブト虫の幼虫たちがさなぎになり始めました。 

今年はいつもの年より少し遅い感じです。 

さなぎの様子が観察できます。見に来ませんか 

来月中旬ごろには成虫になって出てくるはずです。  



【369 社会福祉】 

369-ﾋﾟ 災害ボランティア入門 web検定

公式テキスト : 災害が起きたとき、あなた

の力を人のために活かすために!  

ピースボート災害ボランティアセンター 編 

合同出版  

災害ボランティアは「仕事」ではなく、「自

主的」な活動。「公助」では拾い切れない被

災者の困りごと（ニーズ）を素早く見つけ、

対応できるフットワークの軽さが災害ボラ

ンティアの生命線。被災者に役立つ活動がで

きるためのポイントや心構えが身に付くト

レーニングブック 

 

369-ﾏ 保育園問題 

待機児童、保育士不足、建設反対運動  

前田正子 著 中央公論新社 

毎年２万人以上の待機児童が生まれる日

本。厳しい「保活」を経ても、保育園に入れ

ない子どもが多数いる。少子化の進む日本で、

保育園が増えてもなぜ待機児童は減らない

のか。なぜ保育士のなり手が少ないのか。量

の拡充に走る一方、事故の心配はないのか。

開設に反対する近隣住民を説得できるのか

―。母親として、横浜副市長として、研究者

として、この課題に取り組んできた著者が、

広い視野から丁寧に解き明かす。 

 

【大学】377-ﾀ 先生は教えてくれない大学

のトリセツ  

田中研之輔 著 筑摩書房  

大学を卒業するとみんな就職するのに、大

学では「その先のこと」は教えてくれない。

ただ漠然と四年間を過ごすのではなく、より

良い未来を自らの学びで手に入れるのです。 

 

 

【ペット】645-ﾏ ふつうじゃない生きも

のの飼いかた その道のプロに聞く 

松橋利光 著 大和書房  

スーパーで買ったアサリだって飼える

よ！宅配便で届いたイセエビ、通販で買える

クリオネ、公園でみつけたアオダイショウ、

道で踏みそうになったダンゴムシ、アマガエ

ル、ウーパールーパー、エリマキトカゲ、そ

してウズラの卵の孵化方法まで。大人も子ど

もも自由研究にぴったり！ 

 

【スポーツ栄養】 

780-ﾅ 鹿屋体育大学スポーツ栄養学

講師が教えるなりたい体になれるアスリート

めし  

長島未央子 監修 日東書院本社 

アスリートにとって、食事はとても重要な

もの。競技において最高のパフォーマンスを

発揮するためには、トレーニングだけではな

く、日々の食事によって「体をいい状態に持

っていく」ことが必要だからです。それはま

た、一般人にとっても同じこと。どうしたら

体をいい状態にできるのか、自分が今なりた

い体になるにはどうしたらいいか、スポーツ

栄養学の見地から探っていきましょう！ 

 

【運動】780-ﾔ どんな子も運動神経が 

必ずよくなるトレーニング  

山本晃永, 川島浩史 監修  

日東書院本社  

楽しくできるオリジナル７２メニュー。イ

ラスト図解で見やすくわかりやすく解説。体

力テストの点数がグングン上がる。サッカー、

野球、テニス…いろいろなスポーツにも応用

できる。 

 

 

【913 日本の小説】 

913-ｲ 福島ノラ牛物語  

原発事故を生き残った牛たち  

伊坂邦雄 著 彩流社  

牛は何も知らないのか？現職の獣医が描

いた動物ファンタジー。人間が避難した後、

置いて行かれた牛や動物たちの目線で描か

れた福島の現状とは……。 

 

○913-ｵ  六番目の小夜子  

恩田陸 著 新潮社  

津村沙世子―とある地方の高校にやって

きた、美しく謎めいた転校生。高校には十数

年間にわたり、奇妙なゲームが受け継がれて

いた。三年に一度、サヨコと呼ばれる生徒が、

見えざる手によって選ばれるのだ。そして今

年は、「六番目のサヨコ」が誕生する年だっ

た。学園生活、友情、恋愛。やがては失われ

る青春の輝きを美しい水晶に封じ込め、漆黒

の恐怖で包みこんだ、伝説のデビュー作。 

 

○913-ｵ  三月は深き紅の淵を 

恩田陸 著 講談社  

その本はたった一人にだけ、たった一晩だ

けしか他人に貸してはなりません。かつて一

度でも、むさぼるように本を読む幸せを味わ

ったことのある人に。 

 

913-ﾂ かがみの孤城  

辻村深月 著 ポプラ社  

学校での居場所をなくし、閉じこもってい

たこころの目の前で、ある日突然部屋の鏡が

光り始めた。輝く鏡をくぐり抜けた先にあっ

たのは、城のような不思議な建物。そこには

ちょうどこころと似た境遇の 7 人が集めら

れていた――なぜこの 7 人が、なぜこの場

所に。すべてが明らかになるとき、驚きとと

もに大きな感動に包まれる。生きづらさを感

じているすべての人に贈る物語。 

『冷たい校舎の時は止まる』『名前探しの放

課後』に続く 10代 3部作。 

 

913-ﾏ 劇場  

又吉直樹 著 新潮社  

劇を通して世界に立ち向かう永田と、その

恋人の沙希。夢を抱いてやってきた東京で、

ふたりは出会った―。『火花』より先に書き

始めていた又吉直樹の作家としての原点に

して、書かずにはいられなかった、たったひ

とつの不器用な恋。夢と現実のはざまにもが

きながら、かけがえのない大切な誰かを想う、

切なくも胸にせまる恋愛小説。 

 

○913-ﾔ 配信せずにはいられない 

山田悠介 著 文芸社 

高校生になった坂本孝広たちは学校内で

サークルを作り、動画の投稿や生放送で話題

を集めて楽しんでいた。ところが、さらにリ

スナーを増やそうとする部員が過激な動画

をアップしはじめたことから、事態は思わぬ

方向へ転がってゆく。孝広たちは彼の暴走を

止め、子どもたちを救えるのか？ 学園パニ

ックホラー！ 

 

【エッセイ】 

○914-ｼ 日本人へ 危機からの脱出篇 

塩野七生 著 文藝春秋  

３・１１大震災、ユーロ危機、空転する権

力者ポスト…緊張が解けない現代社会を冷

静に見つめ、対峙するための武器とは？古代

ローマから中世ルネサンスを知り尽くす著

者ならではの歴史に学ぶ珠玉のヒント。『リ

ーダー篇』『国家と歴史篇』につづく、人気

シリーズ第三弾！ 


