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【心理】146-ｺ 暮らしの中のカウンセリング
入門 心の問題を理解するための最初歩 
神戸松蔭女子学院大学人間科学部心理
学科 編 北大路書房  

カウンセリングが身近に感じられるよう

になる一冊。抑うつや不登校，摂食障害など

心の悩みを解決するヒントも紹介。 

 

【人生】159-ｱ 自分のことがわかる本  
ポジティブ・アプローチで描く未来  

安部博枝 著 岩波書店  

「自分の良いところ」に気付く自分発見シ

ートや「なりたい自分」に近づくための未来

年表などを使って、未来の自分を描いてみま

せんか。 

 

【人生】159-ｶ 人間の値打ち  
鎌田實 著 集英社新書  

諏訪中央病院での地域医療、ベラルーシや

イラクにおける国際支援を通じ、限界状況に

置かれた人々の病苦に向き合った鎌田實医

師が、人間の値打ちを決める 7 つの「カタ

マリ」について論じた注目の一冊。 

【歴史】210.5-ﾔ 世界一よくわかる新選組 
山村竜也 著 祥伝社  

ＮＨＫ大河ドラマ『新選組！』、アニメ『活

撃刀剣乱舞』など、大ヒット作品の時代考証

家が新資料で明かす真実！ 

 

【社会】 
361-ｶ 「いじめ」や「差別」をなくすために
できること 香山リカ 著 筑摩書房 

自分が直面しなくても、誰かが「いじめ」

や「差別」の被害にあっていると気づいた時、

どうすればいいの？  

 

361-ｶ 私、日本に住んでいます 
スベンドリニ・カクチ 著 岩波ジュニア新書 
日本に住むさまざまな外国人の声を紹介。

彼らは日本でどのような生活をし、何を感じ

ているのか。彼らの目に映った日本とは？多

様な文化的背景をもつ人々の声を通して多

文化共生のありかたを考える。 

 

364-ﾋ 「私らしく生きる自由」と憲法・社
会保障  
日野秀逸 著 新日本出版社  

 

 

【マイノリティ】367-ﾛ-4 わたしらしく、
LGBTQ 4 心と体を大切にしよう  
ロバート・ロディ, ローラ・ロス 著 大月書店
  

【福祉】369-ｺ 介護というお仕事  
小山朝子 著 講談社  

高齢者が身近になった今、小学生から身に

つけられる介護の基本技術を一冊に。介護福

祉分野を志望する中高生にもおすすめ。 

 

【福祉】369-ﾀ フランスはどう少子化を克
服したか 髙崎順子 著 新潮新書 
少子化に悩む先進国から、子育て大国へ。

大転換のカギは、手厚い支援策の根幹を貫く

新発想だった。これからの育児と少子化問題

を考えるうえで必読の書。 

 

【保育】376-ﾃ ハンバーガグー!  
てぃ先生 著 ベストセラーズ 
保育園は、最高だ！『ほぉ…、ここがちき

ゅうのほいくえんか。』から２年。園児と男

性保育士のハートフルエピソード集！ 

 

【マナー】385-ﾖ 世界に通じるマナーとコミ
ュニケーション つながる心、英語は翼 
横手尚子, 横山カズ 著 岩波ジュニア新書 

元国際線ＣＡで接客英会話・接遇マナー講

師の横手氏と同時通訳者の横山氏が、だれも

が身につけておくべき基本的なマナー、国際

化する社会で欠かすことのできないマナー、

英語コミュニケーションの極意を伝授。基本

５原則、敬語の使い方、心をつなぐ英語表現

など、実践で役立つマナーの基本を紹介。 

 

【医学】498-ﾅ 次代を担う医療者のため
の地域医療実践読本  
中根晴幸 著 幻冬舎 
医師、看護師、薬剤師、介護職…地域の多

職種が連携して患者を救う「チーム医療」と

は。今後さらにニーズが増していく「在宅医

療」「地域包括ケア」のポイントを徹底解説。 

 

【製造】589-ﾖ ユニクロ潜入一年   
横田増生 著 文藝春秋  

ワンマン経営に疲弊する現場！サービス

残業、人手不足、パワハラ、無理なシフト、

出勤調整で人件費抑制―「うちの会社で働い

てもらって、どういう企業なのかをぜひ体験

してもらいたい」。柳井正社長の言葉に応じ、

ユニクロの店舗で一年以上にわたり働いた

ジャーナリストが克明に描いた潜入ルポル

タージュの傑作！ 

冬休みはコタツでのんびり本を読もう！ 

もうすぐ楽しい冬休み。どう過ごそうかわくわくする毎日ですね。心に余裕のある今だ

からこそ、読んでみたかった本や自分の将来を見つめた本を読むチャンスです。コタツ

でほっこりしながら、読書を楽しみませんか？ 

図書委員会がクリスマス会を企画しています。参加してくださいね。ｂｙ司書 

 

＊＊新着図書案内 ＊＊   
分類、書名、著者名、出版社、内容の順  ☆リクエスト 

 

図書館だより 
H２9－№１１ 

平成29年 12 月 1５日発行 

三刀屋高校図書館  

展示ｺｰﾅｰ「みんなで考えよう人権のこと」：人権週間 12/4～12/10 に合わせて 

「第６９回人権週間」では，啓発活動重点目標「みんなで築こう 人権の世紀 ～考えよう 

相手の気持ち 未来へつなげよう 違いを認め合う心～」をスローガンに人権について考える

機会を設けています。ガラスの展示コーナーに本を集めています。人権について考える機会

にしてください。 

冬休みの長期貸出を本日から 22 日まで行っています。 

                貸出冊数は無制限 返却期限は 1 月９日(火) 

       期限が過ぎている本を返却してから、借りてください。 

                冬休み期間中、図書館は閉館します。 

返却は図書館入口に返却 BOX を置きますので、そちらに入れてください。 

 

 



【農業】610-ｼ 農学が世界を救う!  
食料・生命・環境をめぐる科学の挑戦 

生源寺眞一ほか編著 岩波ジュニア新書 
研究対象は、地球全体から顕微鏡で見る世

界まで！農学に含まれるさまざまな分野の

第一人者が、その魅力を語る！ 

 

【観光】689-ｶ ディズニーキズナの神様が
教えてくれたこと  
鎌田洋 著 SB クリエイティブ  
いったいなぜ、ディズニーには「人と人を

結びつける力」があるのか？その秘密を知っ

ているのが、ディズニーの“キズナの神様”

だった。 

 

【芸術】702-ｶ 江戸の美術大図鑑  
狩野博幸 ほか監修  河出書房新社 
幅広いジャンルからベストセレクション。

収録図版５００点超―従来の画集や美術全

集では紹介しきれていない作品も収載。 

 

【マンガ】 
726-ｳ-13 3月のライオン 13  
羽海野チカ 著  白泉社  

 

726-ｽ-36 ちはやふる 36 
末次由紀 著 講談社  

挑戦者たちの闘志がぶつかる名人・クイー

ン戦予選。 

 

726-ﾊ 漫画君たちは 
どう生きるか 

吉野源三郎 原作  
 羽賀翔一 漫画  
マガジンハウス  
人間としてあるべき姿を 

求め続けるコペル君と 

おじさんの物語。 

 

【スポーツ】780-ｼﾞ 車いすはともだち  
城島充 著 講談社  

車いすに乗ってなんにでも挑戦する子ど

もたち、使いやすくてかっこいい車いすをつ

くる大人たち、スポーツの世界でがんばるア

スリートたちの３つの世界から、生活をとも

にする「ともだち」としての車いすを描く。 

 

【言葉】814-ﾅ 目からうろこ!会話に役
立つ故事ことわざ四字熟語  
中村博英 著 評論社  

現代に生きる故事ことわざ四字熟語の意

味と使い方をイラスト付きで徹底解説！ 

 

【文学】902-ｷ 世界文学大図鑑  
ジェイムズ・キャントン ほか 著  三省堂 
古今東西の「世界文学」の主な潮流を、豊

富な図版を用いてわかりやすく案内。 

 
【作家】910-ｺ 夏目漱石解体全書 
香日ゆら 著 河出書房新社 
漱石大好きマンガ家香日ゆらによる決定

版ガイド。生涯や作品、ゆかりの地、記念館、

漱石をめぐる人々などを紹介！ 

 

【９１３ 日本の小説】 
913-ｱ 終電の神様  
阿川大樹 著 実業之日本社文庫 
あと１本前に乗っていたら――？ 夜の

通勤・通学電車から動き出す運命と、深まる

人生の“謎”。胸にじんわり感動が広がる。 

 
913-ｴ 5分後に戦慄のラスト 
913-ｴ 5分後に後味の悪いラスト 
913-ｴ 5分後に感動のラスト 
913-ｴ 5分後に驚愕のどんでん返し 
913-ｴ 5分後に涙のラスト 
913-ｴ 5分後に禁断のラスト 
エブリスタ 編 河出書房新社 

913-ｵ ツバキ文具店  
小川糸 著 幻冬舎  

鎌倉で代書屋を営む鳩子の元には、今日も

風変わりな依頼が舞い込む。伝えられなかっ

た大切な人への想い。あなたに代わって、お

届けします。 

 

９13-ｵ キラキラ共和国  
小川糸 著 幻冬舎  

ツバキ文具店は、今日も大繁盛。伝えたい

思い、聞きたかった言葉、承ります。『ツバ

キ文具店』待望の続編。 

 

913-ｻ 月の満ち欠け  
佐藤正午 著 岩波書店  

あたしは、月のように死んで、生まれ変わ

る――目の前にいる、この七歳の娘がいまは

亡き我が子だというのか? 三人の男と一人

の少女の、三十余年におよぶ人生、その過ぎ

し日々が交錯し，幾重にも織り込まれてゆく。

第１５７回直木賞受賞。 

 

913-ﾋ 片想い  
東野圭吾 著 文春文庫 
十年ぶりに再会した美月は、男の姿をして

いた。彼女から、殺人を告白された哲朗は、

美月の親友である妻とともに、彼女をかくま

うが…。過ぎ去った青春の日々を裏切るまい

とする仲間たちを描いた、長篇ミステリー。 

 

913-ﾌ ふたご  
藤崎彩織 著 文藝春秋  

 彼は私のことを「ふたごのようだと思って

いる」と言った。私はそうは思わない……。

とあるバンドの結成前夜を描いた極上の青

春小説。ＳＥＫＡＩ ＮＯ ＯＷＡＲＩ Ｓ

ａｏｒｉ、初小説！ 

 

913-ﾏ 奮闘するたすく  
まはら三桃 著 講談社  

 だちの一平と“ケアハウスこもれび”に

通うことになった佑（たすく）は、お年寄り

と接しながら、介護される人と介護する人、

それぞれの気持ちに気づいていく。子どもに

とっての「介護」とは？ 

 

913-ﾐ 宮辻薬東宮  
宮部みゆきほか著  講談社  

 ちょっぴり怖い、だからおもしろい。宮部

みゆきさんから始まった、超人気作家たちが

２年の歳月をかけて“つないだ”前代未聞

のリレーミステリーアンソロジー 

 

913-ﾑ 百貨の魔法  
村山早紀 著 ポプラ社  

時代に抗えず、閉店の噂が飛び交う星野百

貨店。店を守ろうとする店員たちと不思議な

「白い猫」が織りなす、魔法のような物語！ 

 

913-ﾔ 僕はロボットごしの君に恋をする 
山田悠介 著 河出書房新社 
二〇六〇年、三度目のオリンピック開催が

迫る東京で、人型ロボットを使った国家的極

秘プロジェクトが進む中、テロ予告が届き事

態は急変。目的を達するために、はてしなく

暴走する研究者の狂気。テロを防ぎ、想い人

を守れるのか？ 

  

【ルポルタージュ】916-ﾏ 母さん、ごめん。  
50代独身男の介護奮闘記  
松浦晋也 著 日経 BP社  
こんな介護ノンフィクション、今までなか

った！！仕事との両立、ストレス、お金。男

一匹、ガチンコで認知症の母を看る。あなた

に「ごめん」と言わせないために科学ジャー

ナリストの実体験に基づく介護対策が満載。 

 

【外国文学】★933-ﾀﾞ マチルダは小さな
大天才 ロアルド・ダール 著  評論社 
マチルダは天才少女。ところが両親ときた

ら、そんな娘を「かさぶた」あつかい。「物

知らず」だの「ばか」だのと、どなりちらし

てばかり。学校にあがると、そこには巨大な

女校長がいて、生徒をぎゅうぎゅう痛めつけ

ている。横暴で高圧的な大人たちに頭脳で立

ち向かうマチルダの、痛快仕返し物語。 

 

 


