
【マスメディア】070-ﾐ 人間はだまされる  
フェイクニュースを見分けるには  

三浦準司 著 理論社  

メディアリテラシーを身につけた賢い情

報受信者、発信者になるために 

 

【郷土資料】092.1-ｻ 出雲の中世  
地域と国家のはざま  

佐伯徳哉 著 吉川弘文館 
 

【141思考】 
141-ｷ 論理的思考力を鍛える 33 の思
考実験    北村良子 著 彩図社 
いちばん簡単な思考実験の入門書。考える

って面白い！有名どころからオリジナルま

で、３３の思考実験を掲載。 

 

141-ﾓ 最高の結果を引き出す質問力 
 その問い方が、脳を変える!  

茂木健一郎 著 河出書房新社 
これからの時代は「質問」で決まる！「今」

を生きるあなたのための実践的脳の使い方。 

 

【地理】290-ｵ スマイル! 笑顔と出会った
自転車地球一周 157 カ国、155,502km 
小口良平 著 河出書房新社 

事故、強盗、感染症…襲いかかるトラブル、

死の淵から救ってくれた人々の温もり、世界

中で通じる“魔法の３つの言葉”、人と比べ

なくていい生き方を見つける。自己嫌悪に悩

む青年が成し遂げた約８年半の旅の記録。 

【読書感想画指定図書】 

 

【３社会科学】 
302-ｲ 池上彰の世界の見方 中東  
池上彰 著 小学館  

中東の根本がよくわかる、世界の国と地域

を学ぶ入門シリーズ決定版！  

 

361-ｻ マンガでおぼえるコミュニケーション 

齋藤孝 著 岩崎書店 
本に出てくる、たくさんの「とっさのひと

言」。これを通して相手はどういう気持ちな

のか、何を言うべきなのかがよくわかる。 

 

365-ｵ 町を住みこなす  
超高齢社会の居場所づくり  

大月敏雄 著 岩波書店  
人口減少社会における居住は、個人にも、

地域にも、社会にも今や大問題。人びとが住

まいに求めるものは、プライバシーであった

り、近所づきあいだったり、長い人生のステ

ージに合わせて、さまざまに変遷していく

ことに注目。懐の深い、居場所づくりのユニ

ークな事例を多数紹介し、これからの住ま

いのあり方を考える。 

 

【職業案内】 
366-ﾓ もっとやりたい仕事がある! 
池上彰 著・監修 小学館  

今後「なくなる仕事」とは？どんな能力が

必要なの？「新しい働き方」はどうなる？池

上解説で最新の潮流がよくわかる！ 

 

【37教育】 
374-ｵ 3.11後の子どもと健康  

保健室と地域に何ができるか 
大谷尚子, 白石草, 吉田由布子 著 
岩波書店  

東京電力福島第一原発事故後、子どもたち

の健康を守るため保健室の養護教諭や地域

の住民、自治体などによる独自の活動が広が

り始めている。 

 

376-ﾀ 保育の仕事がわかる本 : 

これから目指す人・働く人のための 

田代和美 編著 日本実業出版社 

保育所と幼稚園のちがいとは？子育て・保

育の場は多様化している、保育士、幼稚園教

諭、保育教諭の仕事内容を解説！ 

 

392-ｳ 在日米軍 変貌する日米安保体制 
梅林宏道 著 岩波書店  

「唯一の被爆国」は米国の核兵器で守られ

る―「戦後の平和主義」の現実だ。自衛隊と

の協力の拡大により変貌する日米安保体制

下の在日米軍を直視し、平和構築の道を探る。 

 

【４４天文学】 
440-ﾀ 人はなぜ星を見上げるのか  

星と人をつなぐ仕事  
髙橋真理子 著 新日本出版社  
星野道夫に、オーロラに憧れた高校生は、

研究者から星と人々をつなぐ仕事にふみだ

した。仕事を通して見えた人の思い、未来を

語る。【読書感想画指定図書】 

 

440-ﾌ 14歳からの天文学 
福江純 著 日本評論社 
中学生以上に向けた天文学の入門書。著者

の中学時代のエピソードや好きなＳＦ、アニ

メに脱線しながら天文・宇宙の話題に誘う。 

 

443-ｱ 星空の見方がわかる本  
星座の探し方から星の神話まで  

縣秀彦 著 学研プラス 
星座を見つける！星を読む！どこへでも、

手軽に持ち運べるコンパクトな星空ウォッ

チングのパートナー。季節ごとの全天星図、

方位別星図、メイン星座やみどころ紹介、さ

らには星にまつわる神話まで。星空観察の楽

しさを徹底解説！ 

 

【自動車】537-ﾏ 自動車整備が一番わ
かる 点検・メンテナンス・修理・分解整備
を理解する  松平智敬 著 技術評論社
  
【工業製品】 
589-ｺ 虹色のチョ
ーク  
働く幸せを実現した
町工場の奇跡  
小松成美 著 
幻冬舎 
社員の７割が知的

障がい者のチョーク

工場が、“日本でいち

ばん大切にしたい会

社”と呼ばれるその

理由とは―。 

 

【料理】596-ﾐ 幻の黒船カレーを追え 
水野仁輔 著 小学館 
男は謎のルーツを探る旅に出た。４年をか

け、インド、イギリス、ドイツ、アイルラン

ドへ！果たして１５０年前の一皿は見つか

るのか！？真面目×爆笑×感動、前代未聞の

傑作カレーライスノンフィクション。 
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秋の夜長は本を読んで過ごしましょう 

読書週間は終わりましたが、三刀屋高校の読書週間イベントは続いています。 

手づくり POP コンテストには投票してくれましたか？いずれも力作ぞろい。どの POP に１

票入れようか、迷うところですね。一人一票なので、しっかり見て投票してくださいね。 

投票は今月 29日（水）までです。投票した人にも素敵なプレゼントが当たりますので、 

よろしくお願いします。ｂｙ司書 

 

 



【689 観光】 
☆689-ﾅ 地方創生を可能にするまちづくり
×インバウンド成功する「7つの力」 
中村好明 著 朝日出版社 
地元に眠っている“お宝”の観光資源を

探せ！先進的な事例が示す成功をリードす

る「力」とは？ 

 

689-ﾅ 「ポスト爆買い」時代のインバウン
ド戦略 日本人が知らない外国人観光客の
本音 中村正人 著 扶桑社 
外国人観光客をめぐるストレスや葛藤の

解決策が満載！ 

 

☆689-ﾓ 観光立国の正体  
藻谷浩介, 山田桂一郎 著 新潮社 
地方から日本を再生させるための処方箋

を、地域振興のエキスパートと「観光カリス

マ」が徹底討論。 

 

【726 漫画】 
726-ｱ-15 この音とまれ! 15 
アミュー 著 集英社  

 

726-ｺ あさひなぐ 20～24  
こざき亜衣 著 小学館  

 

【スポーツ】783-ﾓ 敗北を力に!  
甲子園の敗者たち  

元永知宏 著 岩波書店  

甲子園を熱狂させる名勝負の数々。明暗が

くっきりと分かれる延長戦や大逆転…。甲子

園で激闘を演じ、最後に敗れた甲子園球児の

「その後」を追う。 

【文学】902-ﾅ 戦争をよむ 
 70冊の小説案内 

中川成美 著 岩波書店 
記憶の風化とともに失われていく、かつて

の時代の手がかりを求めて、戦争の文学を再

読する。 

 

【913 日本の小説】 
913 コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命  
１ｓｔ、２nd、3rd シーズン上・下  
扶桑社  

翔陽大学附属北部病院（翔北病院）の救命

救急センターを舞台に、指導医と研修医たち

の日々を描く、人気テレビドラマのノベライ

ズ。 

 

913-ｲ 訪問看護師さゆりの探偵ノート 
石黒順子 著 講談社  

事件は毎日、訪問看護の現場で起きている。

少しでも良質な訪問看護を！奮闘するさゆ

りが直面した老人を利用する「犯罪」とは？ 

 

913-ｴ 災神  
江島周 著 KADOKAWA  

島根県出雲市は、ある一瞬を境に瓦礫の山

となった。原因は不明のまま。先遣隊として

送り込まれた陸上自衛官の新野は、風変わり

な子供アキラと技術者の天音に出会う。見知

らぬ人々の祈りのもと、生存者たちは立ち上

がるが。ノンストップのパニックサスペンス。 

 

913-ｵ 木洩れ日に泳ぐ魚(さかな) 
恩田陸 著 文藝春秋  

アパートの１室で語り合う１組の男女。過

去を懐かしむ２人の会話に、意外な真実が混

じり始める。心理戦の果てに現れたものとは。

不思議な胸騒ぎと解放感が満ちる傑作長編。 

 

913-ｼ 東京カウガール  
小路幸也 著 PHP研究所 
その夜、カメラマン志望の大学生・木下英

志のカメラが捉えた不可解な事件に隠され

た哀しい過去とは？ 

913-ｾ 君が夏を走らせる  
瀬尾まいこ 著 新潮社  

金髪ピアスの俺が１歳の女の子の面倒を

みるなんて！？１６歳の少年の思いがけな

い夏。青春小説の傑作が誕生！ 

 

913-ﾀ 移植医たち  
谷村志穂 著 新潮社  
命を救うための最終手段である臓器移植。

限界に挑む医師たちを支える想いとは。命と

向き合い、生きていくことの意味を問う傑作

長編。 

 

913-ﾁ 人形たちの白昼夢  
千早茜 著 PHP研究所  

嘘をつけない男と嘘しか口にしない女が

出会った時、物語は動き出す―。リアルと幻

想が交錯する１２のショートストーリー 

 

913-ﾅ 恋する熱気球  
梨屋アリエ 著 講談社  

思春期の恋や性に対する悩みと戸惑いを、

様々な立場の男子、女子目線でユーモラスに

誠実に描いた５つの恋する短篇集。 

 

913-ﾊ 我らがパラダイス  
林真理子 著 毎日新聞出版 
それぞれの家庭内で深刻な介護問題を抱

える３人は、困窮していく我が身と、裕福な

施設の入居者たちとの想像を絶する“格差”

を前に、一世一代の勝負に出る！ 

 

913-ﾋ マスカレード・ナイト  
東野圭吾 著 集英社  

若い女性が殺害された不可解な事件。警視

庁に届いた一通の密告状。あのホテルウーマ

ンと刑事のコンビ、再び。 

 

913-ﾋ あなたの隣にいる孤独 
樋口有介 著 文藝春秋  

14 歳の玲菜（れな）には戸籍がない。母

親は〈あの人〉から逃げるために出生届を出

さなかった。母と二人、町から町へひっそり

と移り住み、ここ川越にも二年。ある日、突

然「あの人に見つかった」という電話を最後

に、母は消息を絶つ。学校とも、社会ともつ

ながりのない少女を一人残して…。 

 

913-ﾏ パーマネント神喜劇  
万城目学  著 
新潮社 
笑って笑って

最後にほろり。わ

ちゃわちゃ神頼

みエンターテイ

ンメント。 

 

 

 

913-ﾓ 出会いなおし  
森絵都 著 文藝春秋  

人は会うたびに知らない顔を見せ、立体的

になる。人生の特別な瞬間を凝縮した、名手

による珠玉の六編。 

 

913-ﾔ 風神雷神 風の章 雷の章 

柳広司 著 講談社  

江戸時代前期の画家・俵屋宗達の生涯を描

く。天才絵師は、国宝・風神雷神図屏風で何

を描いたのか。 

 

933-ｼ ガラスの封筒と海と  
アレックス・シアラー 著  求龍堂 
ぼくは、最後にもう一度手紙を書いた。ず

っと海に送りたかった手紙を。あきらめない

勇気とさわやかな感動をくれる奇跡の物語 

 

 

 


