
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【０総記】 
002-ﾁ 勉強の哲学 来たるべきバカのた
めに 千葉雅也 著 文藝春秋  
人生の根底に革命を起こす「深い」勉強、

その原理と実践。勉強とは、これまでの自分

を失って、変身することである。だが人はお

そらく、変身を恐れるから勉強を恐れている。

思想界をリードする気鋭の哲学者による本

格的勉強論。 

002-ｲ 僕らが毎日やっている最強の読
み方 新聞・雑誌・ネット・書籍から「知識と
教養」を身につける 70の極意 
池上彰, 佐藤優 著 東洋経済新報社  
２人の読み方「最新の全スキル」が１冊に。

「普通の人ができる方法」をやさしく具体的

に解説。具体的な新聞・雑誌リスト、おすす

めサイト・書籍を紹介。２人の仕事グッズも

完全公開。見るだけで参考になる！ 

 
031-ﾎﾟ 総合百科事典ポプラディア 
全 12巻  ポプラ社  
＊調べ学習には欠かせない百科事典、2 セ
ット目の購入で大勢で利用できます。 
 
【１ 哲学】 
100-ｳ 10代からの哲学図鑑  
マーカス・ウィークス 著 ; スティーブン・ロ
ー 監修 三省堂  
何かが存在するとはどういうことか。物事

が正しいとかまちがっているとかは、どうし

たらわかるのか。神は本当に存在するのか。

何世紀にもわたる人類の思索と叡智を、図解

を駆使して驚くほどわかりやすく解説。１０

代から大人の読者まで、「目からうろこ」間

違いなしの、全く新しい哲学入門書。 

 
104-ﾀ 中学生からの哲学「超」入門  

自分の意志を持つということ  
竹田青嗣 著 筑摩書房 
自分とは何か。なぜ宗教は生まれたのか。

人を殺してはいけない理由は何か。何となく

幸福じゃないと感じるのはなぜなのか…。読

めば聡明になる、悩みや疑問に対する哲学的

考え方。 

 
114-ﾅ-1高校倫理からの哲学  
1 (生きるとは)   2 (知るとは)  
3 (正義とは)    4 (自由とは) 
別巻 (災害に向きあう) 
直江清隆, 越智貢 編 岩波書店 
 
130-ｽ 図説世界を変えた 50の哲学  
ジェレミー・スタンルーム 著 原書房  
人類の２０００年にわたる思想史上に現

れた、５０の画期的な発見がコンパクトにま

とめられ、解説。 

 

【心理学】140-ｽ 図説世界を変えた 50
の心理学 
ジェレミー・スタンルーム 著  原書房 
５０人の偉大な心理学者のすぐれた思想

と発見！世界の常識、教養を、広く、深く、

そして平易明快に提供してくれるシリーズ。 
 
【生き方】159-ｷ 最強の働き方  世界
中の上司に怒られ、凄すぎる部下・同僚に
学んだ 77 の教訓 : 新人からベテランまで
すべての段階で差をつける  
ムーギー・キム 著 東洋経済新報社 
学歴や頭のＩＱではなく、仕事のＩＱを高

める７７カ条の教訓とは？ 

 

162-ｽ 図説世界を変えた 50の宗教  
ジェレミー・スタンルーム 著  原書房 
世界の宗教を、キリスト教、イスラム教、

ユダヤ教、ヒンドゥー教と仏教、その他の宗

教の５章に分け、それぞれの傑出した宗教

家・思想家を６～15 名選び出して解説。 

 

【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。 

 

【世界史】209-ﾆ 新・映像の世紀大全 
NHK「新・映像の世紀」プロジェクト  編著 
日本放送協会 NHK出版  
本書は「新・映像の世紀」から約１０００

点の静止画を抽出して、１１７のトピックス

をモンタージュ。２０世紀～２１世紀の「罪

と勇気の連鎖」を描き出す。「瞬間」が連な

るドラマから、「現代諸相」の源流が浮かび

上がる。“映像史”年表収載。 
 
【伝記】280-ﾌ 図説世界史を変えた 50の
指導者(リーダー)  
チャールズ・フィリップス 著 原書房 
歴史上カリスマ性と影響力のあった指導

者 50 人の物語､人物研究、年表、影響力や

戦術や意思決定の分析､リーダーシップの歴

史を描く 

 

【地理】世界、日本のことがよくわかるシリーズ 
290-ﾃ 世界の国々  
1 アジア州 1 2 アジア州 2 
3 ヨーロッパ州 1  4 ヨーロッパ州 2 
5 アフリカ州    6 北アメリカ州 
7 南アメリカ州   8 オセアニア州 
9 世界各地の生活と環境 
10 (資料編・総索引) 
帝国書院編集部 編 帝国書院  
 

読書の秋がやってきた！まもなく読書週間(10/27～11/9) 

地域産業研究実習と研修旅行お疲れ様でした。いろいろな経験ができた事でしょう。その

経験は将来にきっと役立ちます。いや絶対に役立てましょう。 

さて、夜が長くなりました。読書の秋の到来です。小説だけでなく、少しずつ自分の将来へ

の蓄積にいろんな本を読んでほしいと思います。図書館にはみなさんを応援する本がたくさ

んありますので、ぜひ来て、見て、手にしてくださいね。読書週間のイベントもお楽しみに！ 

さて、今回は本校にご縁のある三嶋輝夫様からご寄付をいただき、約 100冊の本を選

びましたので、紹介します。皆さんの学習に役立つ本ばかりです。活用してください。ｂｙ司書 
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291-ﾃ 日本のすがた  
1 (九州地方) 2 (中国・四国地方) 
3 (近畿地方)    4 (中部地方) 
5 (関東地方)    6 (東北地方) 
7 (北海道地方)  
8 (自然・防災・都市・産業) 
9 (資料編・総索引) 
帝国書院編集部 編集 帝国書院  
 
【政治】311-ﾊﾟ 図説世界を変えた 50 の
政治 アン・パーキンズ 著  原書房  
政治と政治思想のあゆみに刻まれたすば

らしい偉業を 50 選びぬき、ひとつひとつを

細かく分析・評価して、コンパクトに詳しく

解説。世界史の年代順によみがえらせ、その

すぐれた思想や業績を紹介 

 
【33 経済】 
336-ｵ トヨタの段取り  
OJT ソリューションズ 著 KADOKAWA  
トヨタの段取りは「ふつうの段取り」とど

こが違う？３日の仕事、５分で完了※機械化

なし。時間、人数、順番、作業…仕事のムダ

が財産に変わる。 

 

336-ｵ まんがでわかるトヨタの片づけ 
OJT ソリューションズ 原作 KADOKAWA 
オフィス、デスク、ＰＣ、棚。片づけは「成

果を出す」ためのビジネスツールだ！２０万

人が実践！みんなが読んでいるトヨタ本の

名著がマンガで登場。 

 

【社会学】361-ｳ たった1分で会話が弾
み、印象まで良くなる聞く力の教科書  
魚住りえ 著 東洋経済新報社 
えっ？こんなに簡単？人に好かれる！仕

事に使える！雑談にも強くなる！１分で変

わる！人間関係まで良くなる。苦手な人＆場

面も５０のコツで乗り切れる！ 

 

【軍事】391-ｽ 図説世界史を変えた50の
戦略 ダニエル・スミス 著  原書房  
歴史に残る軍事・政治・ビジネスの各分野

の大成功から 50 を厳選、その背後にある戦

略的思考をさぐる！史上もっとも才能あふ

れる将軍や政治家やビジネス・リーダーたち

が、目の前の問題にどう対処したか、戦略的

思考を展開していく過程を紹介する。 

 

【４自然科学】 
402-ﾑ 図説世界を変えた 50の科学  
ピーター・ムーア,ほか著 原書房  
科学をいろどる驚くべき５０の大発見を、

天文学・物理学・生物学・化学から選び、そ

れぞれをコンパクトに解説。 

 

403-ﾃﾞ ビジュアル科学大事典  
マティアス・デルブリュック,ほか  
日経ナショナルジオグラフィック社 
宇宙や地球の成り立ちから生物の進化、工

学、ＩＴ技術まで、必須トピックを分野別に

凝縮。約１２００点のビジュアルでわかりや

すく解説。 

 
【４１０数学】 
410-ｼ はたらく数学 25 の「仕事」でわ
かる数学の本当の使われ方  
篠崎菜穂子 著 日本実業出版社 
数学は本当に役に立つの？どこで使う

の？という素朴な疑問をスッキリ解決！ 

25 の仕事のエピソードを通して解説。 

 

410-ﾆ とんでもなくおもしろい仕事に役
立つ数学   西成活裕 著  KADOKAWA 
モノづくりの現場にもっと数学を！難し

そうな記号や細かい計算がイヤで数学から

遠ざかるなんてもったいない！  

 
410-ﾕ 数学ガールの秘密ノート   
・積分を見つめて ・場合の数 
・やさしい統計    ・整数で遊ぼう  
・ベクトルの真実 ・丸い三角関数  
・微分を追いかけて ・数列の広場 
・式とグラフ  
結城浩 著 SB クリエイティブ  
＊数学が好きになるシリーズ 

410-ﾖ ほんとうに使える数学 教科書で
は教えてくれない! 基礎編  
芳沢光雄 著 実業之日本社 
「生きた題材」で学べば数学はこんなにも

楽しい！宇宙人と会話をするなら「素数」が

一番！？元祖「じゃんけん必勝法」とＡＫＢ

４８「じゃんけん大会」で学ぶ確率。「出前

授業」の好評テーマなどで学ぶ「芳沢数学」

の集大成！ 

 

【宇宙】440-ｽ 世界で一番美しい深宇宙
図鑑 太陽系から宇宙の果てまで  
ホヴァート・スヒリング 著  創元社  
さあ出かけよう、太陽系の外に広がる広大

な宇宙の謎を探る旅に。何百枚もの鮮烈な写

真とイラストレーションに加えて全天の星

座や主な天体を網羅した１４枚の星図が付

いた本書は、宇宙の美しさと神秘に魅せられ

たすべての人にとって必携の書 

 
【48動物】 
480-ﾊﾞ 世界動物大図鑑  
デイヴィッド・バーニー 総編集 
ネコ・パブリッシング  
 
481-ﾖ 世界で一番美しい海のいきもの
図鑑 吉野雄輔 著  創元社  
５ミリのクラゲから５０トンのクジラま

で美しくも不思議な命たちの競演。潜水歴４

０年、世界８０カ国を旅してきた海洋写真家

が見た地球上のもう一つの世界。 

 
486-ｶ ファーブル驚異の博物学図鑑 
イヴ・カンブフォール 著 エクスナレッジ 
ファーブルの『昆虫記』全１０巻は、読む

者の魂を揺さぶらずにはおかない。世界を席

巻した、たぐいまれなこの作品の中から、本

書は最も有名な箇所を選び抜き、色鮮やかな、

新たなイラストや写真を添えて現代に甦ら

せた。 

 
【５技術・工学】 
507-ﾌﾞ 世界の発明発見歴史百科 

テリー・ブレヴァートン 著  原書房 
発明と発見、それは人類発展の歴史そのも

のだ。生活を一変させ、常識を覆した最も重

要な３００の発明と発見を、前後関係も理解

しやすい時代順項目で解説。それぞれの項目

のトピックをコラム形式で多数収録。索引も

充実の決定版！ 

 

550-ｸﾞ 図説世界史を変えた 50の船 
イアン・グラハム 著  原書房 
時の流れとともに、船は大型化して大洋の

航行が可能になった。人類の歴史と文化、文

明は、船とその活用によって形づくられてき

たのである。人類と船の壮大な物語！ 

 

559-ﾚ 図説世界史を変えた 50の武器 
ジョエル・レヴィ 著 原書房  
石斧、中世の弩、大砲、カラシニコフ、ミ

サイル…過去３０００年の人類の歴史を、武

器をとおして豊富なすばらしい図版ととも

に描く。世界をつくりあげてきた壮大な武器

の物語！ 

 

686-ﾛ 図説世界史を変えた 50の鉄道 
ビル・ローズ 著 原書房  
スティーヴンソン、地下鉄、大陸横断鉄道、

新幹線…過去２００年、現代文明にはかりし

れないほどの影響をあたえてきた５０の鉄

道の興味深い物語を、図版とともに紹介。 

 

813-ｼ日本国語大辞典 全 14巻 
日本国語大辞典第二版編集委員会,  
小学館国語辞典編集部 編 小学館  
＊調べ学習に役立つ国語辞典、新しい版
に更新しました。 
 
911-ｴ 日本の詩  
1 あい   2 あなたへ  3 いきる 
4 いのち   5 わたし   6 おや・こ  
7 しぜん   8 たび    9 しごと  
10 せんそう･へいわ 
遠藤豊吉 編・著 小峰書店 
＊テーマごとに厳選した現代詩集。 


