
【情報】 

007-ｺ この一冊で全部わかるWeb技術

の基本 実務で生かせる知識が、確実に身

につく  

小林恭平, 坂本陽 著 SB クリエイティブ  

ＨＴＴＰ、データ形式からシステム開発ま

で。知識ゼロから全体像をつかめる。よく使

われる用語の意味がわかる。技術のしくみが

スムーズに学べる。 

 

007-ｼ 最新・基本パソコン用語事典オ

ールカラー  

秀和システム第一出版編集部 編著 

秀和システム  

情報社会の最新常識１６１０語超を厳

選！最新情報、技術用語の意味と仕組みがよ

～くわかる！ 

 

【読書】019-ｶﾞ 学校図書館の司書が

選ぶ小中高生におすすめの本 300  

東京・学校図書館スタンプラリー実行委員

会 編著 ぺりかん社 

自分にピッタリの一冊を探す旅に出てみ

ませんか。 

【仏教】 

182-ﾔ 「ひとり」の哲学 

山折哲雄 著 新潮社  

現代人よ、「孤独」をそんなに悪者にする

な！「独居老人」「孤独死」など、まるで「ひ

とり」が社会悪であるかのように世間は言う。

が、人は所詮、ひとりで生まれ、ひとりで死

ぬ。「孤独」と向き合うことで、より豊かな

生を得ることができるのだ。親鸞、道元、日

蓮、一遍ら、先達の生き様を振り返り、日本

思想の源流ともいえる「ひとりの覚悟」に光

を当てる。 

 

【仏史】235-ｲ『ベルサイユのばら』で読み

解くフランス革命  

池田理代子 著 ベストセラーズ 

少女漫画の金字塔『ベルサイユのばら』。

史実をもとにしたフィクション作品である。

しかし、その時代を生きた人間の実像があり

ありと描かれている同作は、教科書からは読

み取れない歴史の重要な一面を、私たちに見

せてくれる。本書では、そんなベルばらを通

してこそ見ることのできるフランス革命史

を、丁寧にひも解いていく。 

【伝記】289-ｸ 甘くてかわいいお菓子

の仕事 自分流・夢の叶え方  

KUNIKA 著 河出書房新社  

パティシエになる夢を叶えて、唯一無二の

スイーツアーティストになったＫＵＮＩＫ

Ａの「好き」を仕事にする方法。 

 

 

【法律】324-ﾀ 選択的夫婦別氏制  

これまでとこれから  

滝沢聿代 著 三省堂  

 

【労働】366-ﾀ これを知らずに働けます

か? 学生と考える、労働問題ソボクな疑問

30 竹信三恵子 著 筑摩書房 

「バイトは休暇が取れない？」「どこまで

働くと過労死する？」そんな学生の率直な疑

問に答えます。仕事選び、賃金、労働組合、

ワークライフバランス、解雇など、働く人を

守る基礎知識を大解説。これを知らずに社会

に出て行ったら、あぶない！ 

 

 

【職業案内】 

366-ﾅ-146義肢装具士になるには 

益田美樹 著 ぺりかん社 

「臨床」と「ものづくり」機能支援のスペ

シャリスト！精巧な義手や義足を作り、使

用者に合わせた調整まで担う義肢装具士。

パラリンピックでの活躍も注目される専門

職の仕事の実際から資格の取り方まで解説。 

 

366-ﾅ-147助産師になるには 

加納尚美 編著 ぺりかん社 

家族や地域に寄り添い誕生と人の営みを

支える！妊娠・出産だけではなく、産後の

ケア、育児相談、教育活動など、生命の誕生

について幅広く関わり活躍する姿を紹介し、

なり方から心構えなどを詳しく解説。 

 

366-ﾅ-86 歯科医師になるには  

笹田久美子 著 ぺりかん社 

むし歯や歯周病の治療、高齢者の歯科疾患

やインプラント、審美歯科、矯正歯科の需要

増加など、最新の動向を踏まえた仕事の実際

を紹介し、なり方を詳しく解説。 

 

【大学学部調べ】 

376-ﾅ 社会学部・観光学部  

中村正人 著 ぺりかん社  

 

376-ﾌﾞ 文学部  

戸田恭子 著 ぺりかん社 

  

【医学】498-ﾑ 最強の地域医療 

村上智彦 著 ベストセラーズ 

今回初めて「患者」の立場になって、これ

まで見えてこなかった医療の問題点が浮か

び上がってきました。皆さんには病院や入院、

患者、現在の医療についてお伝えしていきた

いと思います。今、地方が抱えている医療問

題は「まちづくり」によって解決できる。 

 

秋の夜空を楽しもう  

秋らしい風が吹くようになりました。秋といえば、お月見の季節。今年の中秋の名月（旧暦の

8月 15日）は１０月４日です。３週間ほど先ですが、これからしばらくは夜空がきれいな季節

です。月や星空を眺めたり、虫の声に耳をすましてみると、ココロがちょっと落ち着きますよ。 

風邪をひかないように温かくして夜空を眺めてみませんか。「行ってみたいな、よその星」と題

して夜空観測の参考になる本や宇宙に行ってみたくなる本をガラスケースに展示していま

す。夜空観察のお供に一冊どうぞ。ｂｙ司書 

 

図書館だより 
H2９－№6 

平成2９年 9月 13 日発行 
三刀屋高校図書館 

 

＊新着図書案内 ＊分類、書名、著者名、出版社、内容の順 ☆はリクエスト 

 

図書委員会より 

 学園祭の古本市の収益は２３９０円

でした。JRC部を通して災害の復興募

金に寄付します。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

カブト虫観察日記より 

今年のカブト虫はさなぎから羽化しな

いままでした。こんなケースは初めて

で、原因は不明です。観察してくれた

皆さん、成虫を見せてあげられなくて

ごめんなさい。 

これでカブト虫プロジェ 

クトは終了します。 

ありがとうございました。 

 
 



【漫画】 

726-ｱ-14 銀の匙 Silver Spoon 

VOLUME14 Silver Spoon  

荒川弘 著 小学館  

北国から遠く離れた場所でバイトをして

過ごす駒場の新たな目標とは!?御影が挑む

畜産大学・推薦入試の模様&結果は!!?初めて

の事業として八軒が挑むピザ販売会の成果

は!!!？ 

 

726-ｽ-35 ちはやふる 35 

末次由紀 著 講談社  

一度でも負けたら絶たれるクイーンへの

道。燃える意志を胸に立ち向かう。 

 

【絵本】 

726-ｱ がたんごとん がたんごとん ざぶ

んざぶん  

安西水丸 さく 福音館書店  

 

726-ｶ はらぺこあおむし  

エリック=カール さく ; もりひさし やく 

偕成社  

726-ｺﾞ きんぎょがにげた  

五味太郎 作 福音館書店  

 

726-ｾ ねないこだれだ  

せなけいこ さく・え 福音館書店  

 

726-ｾ いやだいやだ  

せなけいこ 作・絵 福音館書店 

  

726-ﾃ じどうしゃ  

寺島竜一 著 福音館書店 

 

726-ﾅ ねずみくんのチョッキ  

なかえよしを 作 上野紀子 絵ポプラ社  

 

726-ﾊ おつきさまこんばんは 

林明子 さく 福音館書店 

  

726-ﾋ やさい  

平山和子 さく 福音館書店 

  

726-ﾋ おにぎり  

平山英三 ぶん平山和子 え 福音館書店

  

726-ﾋ いちご  

平山和子 さく 福音館書店  

 

726-ﾋ くだもの  

平山和子 さく 福音館書店 

  

726-ﾌﾞ うさこちゃんとどうぶつえん 

ディック・ブルーナ ぶん・え 福音館書店 

  

726-ﾌﾞ しろ、あか、きいろ  

ディック・ブルーナ ぶん・え  福音館書店 

  

726-ﾌﾞ うさこちゃんのにゅういん 

ディック・ブルーナ ぶん・え  福音館書店

  

726-ﾏ あがりめさがりめ おかあさんと子

どものあそびうた  

真島節子 絵 こぐま社  

 

726-ﾏ ぴょーん  

まつおかたつひで 作・絵 ポプラ社  

 

726-ﾏ おさじさん 

松谷みよ子 文 ; 東光寺啓  童心社  

 

726-ﾏ いないいないばあ  

松谷みよ子 文 ; 瀬川康男 絵 童心社  

 

726-ﾏ いいおかお  

松谷みよ子 文 ; 瀬川康男 絵  童心社

  

726-ﾔ かおかおどんなかお 

柳原良平 作・絵 こぐま社 

  

726-ﾖ あるかしら書店  

ヨシタケシンスケ 著 ポプラ社  

“ちょっとヘンな本ってあるかしら？”“こ

れなんてどうかしら！”いよいよ「本の時代」

がやってくる！！ヨシタケシンスケが描く

妄想書店、本日開店！ 

 

726-ﾜ しろくまちゃんのほっとけーき 

わかやまけん 著 こぐま社  

 

【英語】837-ﾄ 話すための英語力 

鳥飼玖美子 著 講談社  

「英語をうまく話したい」夢を実現させる

最良のストラテジーとは！？新しい英語学

習法、「本当に伝わる」英会話の核心を伝授！ 

 

【日本の小説】 

913-ｲ-2 車夫 2  

いとうみく 作 小峰書店 

にぎわう浅草を舞台に、車夫の世界に飛び

こんだ少年と、周囲の人たちとの心のふれあ

いを描く。さわやかな成長の軌跡、第２弾！ 

 

913-ｳ 小さな巨人 日曜劇場 上・下 

丑尾健太郎 脚本 扶桑社  

警視庁ノンキャリ最高峰・捜査一課長を目

指していたエリート刑事が味わった挫折―

「警察」という巨大組織の中でもがき、奮闘

する男たちの戦いを描くエンターテインメ

ント。ドラマのノベライズ。 

 

〇913-ｵ きのうの世界  

恩田陸 著  講談社  

塔と水路がある町のはずれ、「水無月橋」

で見つかった死体。一年前に失踪したはずの

男は、なぜここで殺されたのか？誰も予想で

きない結末が待っている！！ 

 

 

〇913-ｵ 中庭の出来事  

恩田陸 著 新潮社  

オシャレなホテルの中庭。こぢんまりとし

たパーティの席上で、気鋭の脚本家が不可解

な死を遂げた。周りにいたのは、次の芝居の

ヒロイン候補たち。芝居とミステリが融合し、

まったく新しい恩田ミステリの幕が開く―。 

 

〇913-ｵ 夜の底は柔らかな幻 上・下 

恩田陸 著 文藝春秋 

特殊能力を持つ“在色者”たちが、“途鎖

国”の山深くに集まる“闇月”。殺戮の風が、

次第に暴れ始める―。殺人者たちの宴が、幕

を開ける。 

〇印は佐藤校長先生からの寄贈本です。 

 

913-ｼ マイ・ディア・ポリスマン  

小路幸也 著 祥伝社  

奈々川市坂見町は東京にほど近い古い町

並みが残る町。元捜査一課の刑事だった宇田

巡は、理由あって“東楽観寺前交番”勤務を

命じられて戻ってきたばかり。寺の副住職で、

幼なじみの大村行成と話していると、セーラ

ー服姿のかわいい女子高生・楢島あおいがお

ずおずと近づいてきた。マンガ家志望の彼女

は警官を主人公にした作品を描くために、巡

の写真を撮らせてほしいという。快くＯＫし

た巡だったが、彼女が去ったあと、交番前の

ベンチにさっきまでなかったはずの財布が。

誰も近づいていないのに誰が、なぜ、どうや

って？疑問に包まれたまま財布の持ち主を

捜し始めた巡は、やがて意外な事実を知るこ

とに…。 

 

☆913-ﾐ 満月の泥枕  

道尾秀介 著 毎日新聞出版  

娘を死なせた「二美男」と母親に捨てられ

た「汐子」は、どん底人生から這い出せるの

か！？人の優しさ人生の悲哀を描く人情ミ

ステリー。 


