
 

【郷土資料】092.1-ﾏ出雲の古墳  

まりこふん 著 ; はにわの先生 監修 
今井印刷 今井出版 (発売)  

島根県から送る、古墳中級者向けの結構ア

ドベンチャーな古墳ガイドブック 

 

【心理学】141-ｲ 学びとは何か  
〈探究人〉になるために  

今井むつみ 著 岩波新書 
「学び」とはあくなき探究のプロセスだ。

たんなる知識の習得や積み重ねでなく、すで

にある知識からまったく新しい知識を生み

出す。その発見と創造こそ本質なのだ。本書

は認知科学の視点から、生きた知識の学びに

ついて考える。 

 

【生き方】159-ｶ リアル人生ゲーム完全
攻略本 
架神恭介, 至道流星 著 筑摩書房 
各種職業の特色から、様々なイベントの対

処法まで、全てを網羅した究極のマニュアル

本！ 

 

【日本史】210.5-ﾉ ほんとはものすごい幕
末幕府 
 消し去られた江戸幕末史と明治維新 

野口武彦 著・監修 造事務所 編著 
実業之日本社  

江戸幕府の政治は行き詰まって失敗した、

それを打倒した薩摩や長州が正しいとする

明治維新史観。当たり前のように刷り込まれ

た、幕末の江戸幕府のイメージは正しいの

か？江戸幕府崩壊の真実に迫る！ 

 

【伝記】289-ｼﾞ 三浦義武缶コーヒー誕生物語 

神英雄 著 松籟社  

浜田市出身の三浦義武が缶コーヒーにか

けた思いを伝える｡ 

 

【3 社会科学 法律 経済 職業 教育】 

304-ﾜ しんがりの思想 反リーダーシップ論 
鷲田清一 著  KADOKAWA 
縮小社会・日本に必要なのはつねに人びと

を後ろから支えていける人であり、いつでも

その役割を担えるよう誰もが準備しておく

ことである。新しい市民のかたちを考える。 

 

324-ｲ 日本の無戸籍者  
井戸まさえ 著 岩波書店 

少なくとも一万人は存在するとされる日

本の無戸籍者。民法の壁に加え、貧困などで

出生届が出されないことがその原因だ。しか

し、戦争や災害による戸籍の大量滅失はい

つ誰にでも起こりうる。国民を規定し、ま

た排除する戸籍制度がいかにもろく曖昧

か、歴史と多くの事例から考察する。 

 

335-ｺ ふしぎな総合商社  
小林敬幸 著 講談社 
売上ゼロでもボーナスが良い営業部っ

て！？実は隠れた高収益・高成長業界だっ

た！新聞を読んでもよくわからない商社ビ

ジネスの仕組み 

 

336-ﾂ 図解頭のいい説明「すぐできる」
コツ 鶴野充茂 著 三笠書房 

人は「正論」で動かない。「話し方」で動

く。「１分間で信頼される人」の話し方。 

 

361-ﾎﾟ マンガでわかる人間関係の心理
学 人と会うのが好きになる!悩みがフッと軽
くなる  
ポーポー・ポロダクション 著 ソフトバンクク
リエイティブ 
人生のなかで、幾度となく体験する人間関

係の悩み。集団で生活するうえで避けては通

れないこの悩みの原因から解消方法までを、

心理学と脳科学の両側面から、マンガでわか

りやすく解説していく。 

 

365-ｻ 後悔しない「産む」×「働く」 
齊藤英和, 白河桃子 著 ポプラ社 
「結婚は？」「子供は？」「仕事は？」選択

は自由と言われても、その方法は学校でも家

庭でも教わらなかった―。女性とそのパート

ナーのための仕事・結婚・出産への不安に対

して、医療とキャリアの視点から多数のデー

タやアンケートとともに応える。これから産

みたい人、産んで働きたい人、娘を持つ親に

も必携の一冊。 

 

366-ｱ 大人になったらしたい仕事  
「好き」を仕事にした 35 人の先輩たち 
朝日中高生新聞編集部 [編著]  
朝日学生新聞社  

 

366-ﾅ-補 19 なるにはＢｏｏｋｓ 補巻 19 
魚市場で働く  
鑓田浩章 著 ぺりかん社 
魚介の卸売市場に関わるさまざまな職種 

をまとめて紹介。卸売や仲卸、せりの実際か

ら冷蔵倉庫の管理まで、市場の成り立ちや仕

組みを交え解説。 

 

371-ﾅ ヒトは「いじめ」をやめられない 
中野信子 著 小学館  

こども、大人の「いじめ」に関して、どの

ように防止・対応していけばよいのか、脳科

学の観点から論を進める。 

 

375-ｼ 人生を豊かにする学び方 
汐見稔幸 著 筑摩書房 
社会が急速に変化している今、学校で言わ

れた通りに勉強するだけでは個人の「学び」

は育たない。本当の「学び」とは何か。自分

の未来を自由にするための 1冊。 

＊＊新着図書案内 ＊＊分類、書名、著者名、出版社、内容の順   

 

図書館だより 
H2９-№１3 

平成３０年２月６日発行 

三刀屋高校図書館 

 

 

二月は逃げる、三月は去る、どうする三学期！ 

 一月が行ってしまいました。そして節分や立春も過ぎ、まだまだ寒いけど、 

暦の上では春です。今学期もあと二か月。ぼぉっとしていたら、2月もあっという

間に逃げちゃいますよ。少しずつでも自分の進む道について考えていきましょう。 

図書館はいつもみなさんを応援しています。ｂｙ司書 
 
 
 
 
 
 

展示コーナーのご案内 

◆図書館入口では節分がテーマ。あなたはどんな鬼を追い出したい？ 

鬼のお面のほかにかわいい鬼の手作り人形が仲間入りしました！ 

◆ガラスケースでは、 

バレンタインデー特集で「あま～いお菓子と恋の話」をテーマに本を展示中。 

◆館内では、 

2 月 22 日は「竹島の日」です。竹島関連の本をコーナーにしています。 

この問題は皆さんにとっても大切なこと。しっかり考えよう！ 

 



377-ﾖ 「文系学部廃止」の衝撃 
吉見俊哉 著 集英社  

「文系学部廃止」の報に沸き立つわが国の

教育界。理系偏重の学部再編を推し進める

「官僚の暴走」により、近代日本の教養の精

神はここに潰えてしまうのか? 大学論の第

一人者が驚愕の舞台裏を語る。 

 

【４自然科学 地質 医学】 
457-ｷ 生きた化石摩訶ふしぎ図鑑 
北村雄一 絵と文 保育社  

 

495-ｽ コウノドリ 命がうまれる現場から 
鈴ノ木ユウ 原作・イラスト ; 日本産科婦人
科学会 監修 講談社  

『コウノドリ』の舞台、聖ペルソナ総合医

療センターで、人が生まれてくるという“奇

跡”を目の当たりにしてみませんか。命が誕

生するまでに母胎では何が起きているのか、

産科医は、助産師は、どうやって命と向き合

っているのか―。この一冊で、妊娠・出産の

基本的な知識が身につく。 

 

【漫画】726-ﾖ-8  海街 diary 8  
吉田秋生 著 小学館  

鎌倉を舞台に繰り広げられる四姉妹の物

語、最新刊。 

 

【クイズ】798-ﾄ 東大ナゾトレ 東京大学謎
解き制作集団AnotherVisionからの挑戦状 
 第 1 巻 第 2 巻 第 3 巻 
東京大学謎解き制作集団 AnotherVision 
著 扶桑社  

頭がやわらかければ、小学生でも解ける脳

トレ問題。東大サークルＡｎｏｔｈｅｒＶｉ

ｓｉｏｎによる「あっ」と驚くひらめき問題

がこの一冊に。書籍オリジナル問題も収録！ 
 
【913 日本の小説】 
913-ｱ-8  浜村渚の計算ノート 8 さつめ 
青柳碧人 著 講談社  

横浜で謎解きイベント「私立赤煉瓦学園」

にエントリーした渚と武藤。街中に隠された

ヒントを探し、盗まれた“学びの夏みかん”

を奪還するゲームだ。イベントの主催者は、

悪名高いドクター・ピタゴラスの教え子。そ

して「黒い三角定規」首領が追う、あの男も

横浜に…数学的大事件が起きる予感が！全

３編。 

 

913-ｵ 2030 年の旅  
恩田陸ほか 著 中央公論新社  

東京オリンピックからさらに十年後。仕事

は、恋愛は、科学は、そしてこの国はどのよ

うに変わっているのだろう。空間を超えて他

人と認知を共有できる新技術「ＲＲ」。意識

上で集った三人が奇妙な事件に挑む「逍遙」

（恩田陸）など八つの短編を収録。それぞれ

ジャンルの異なる豪華作家陣が紡ぎだす、日

本の明るい未来 

 

913-ｵ 8 年越しの花嫁 
奇跡の実話 ノベライズ版  

岡田惠和 脚本  主婦の友社  

結婚式の直前、意識不明となった花嫁を新

郎は８年間待ち続けた―。そして、結婚の約

束から８年。二人に訪れる最高の奇跡とは…。

感動の実話を完全小説化！ 

 

913-ｶ 先生! 、、、好きになってもいいで
すか? : 映画ノベライズ  
河原和音 原作 ; 岡本千紘 著 集英社 

島田響はごく平凡な高校二年生。ある日、

親友の千草ちゃんから頼まれたラブレター

を、間違えて世界史の教師・伊藤の下駄箱に

入れてしまい、責任をとって取り戻すことに。

この一件から、恋を知らなかった響の運命は

動き出す。  

 

913-ｶﾞ 出雲のあやかしホテルに就職しま
す 2、３ 
硝子町玻璃 著 双葉社  
神様や妖怪をゲストとして迎える出雲の

お化けホテルに就職した時町見初。ある日、

見初のもとに嬉しい一報が届く。イベント盛

りだくさん！笑って泣けるあやかしドラマ。 

913-ｻ この世界に i をこめて 
佐野徹夜 著 KADOKAWA 

生きづらさを抱え、退屈な高校生活を送る

僕に、ある日届いた１通のメール。“現実に

期待なんかしてるから駄目なんだよ”でも、

それは届くはずのないメール。あり得ないは

ずのメールのやりとりから、僕は失った時間

を取り戻していく。やがて、遺された吉野の

最後の言葉に辿りついた時、そこには衝撃の

結末が待っていた―。 

 

913-ｼ 駐在日記   
小路幸也 著 中央公論新社 
平和な田舎に事件なんて起きない…と思

ってたのに。事件解決のカギは入念な捜査と

お節介。駐在さん×元医者の妻がワケありな

謎を解き明かす。 

 

913-ﾀ がらくた屋と月の夜話 
谷瑞恵  著 幻冬舎  

仕事も恋も上手くいかないつき子は、ある

晩、ガラクタばかりの骨董品屋に迷い込む。

そこは古道具に秘められた“物語”を売る店

だった。未亡人を未来へと導いた時刻表、母

と娘の拗れた関係を解いたレース、居場所の

ない少女に特等席を与えた椅子…。人生の落

し物を探して、今日も訳ありのお客が訪れる。

つき子もまた、ある指輪を探していた。 

 

913-ﾄ 絵物語古事記  
富安陽子 文 ; 山村浩二 絵 ; 三浦佑之 
監修 偕成社  
息のかよった文と迫力のある絵でよみが

える神話の世界。こんなにも面白かったいに

しえの神々の物語。全ページ挿画入り 

 

913-ﾊ 明治・妖(あやかし)モダン 
畠中恵 著 朝日新聞出版 
「江戸が終わって２０年。妖たちがそう簡単

にいなくなると思うかい？」モダン銀座の派

出所に勤める巡査・原田と滝の元へは、瞬く

間に成長する少女や鎌鼬に襲われた噂など、

不思議な厄介ごとばかり持ち込まれて

…！？ゾクゾク妖怪ファンタジー、第１弾。 

 

913-ﾎ 100 回泣いても変わらないので
恋することにした。  
堀川アサコ 著 新潮社  

地方都市のしがない学芸員として働く手

島沙良は、仕事の途中で体長１５センチの謎

の小さなおじさんを発見する。彼の名は槇原

伝之丞。孤独な人間にしか見えない存在だと

いう。なりゆきでその願いを叶えるハメにな

った沙良だが―。ひょんなことから出会った

イケメンは訳ありで、街に伝わる河童伝説が

蘇ったり、あげく殺人事件発生？彼女の平凡

な日常は今、涙とともに変わり始める。 

 

913-ﾔ 吾輩はシャーロック・ホームズで
ある 柳広司 著  角川書店 
ロンドン留学中の夏目漱石が心を病み、自

分をシャーロック・ホームズだと思い込む。

当分の間、ベーカー街２２１Ｂにてワトスン

と共同生活を送らせ、ホームズとして遇する

ことになった。折しも、ヨーロッパで最も有

名な霊媒師の降霊会がホテルで行われ、ワト

スンと共に参加する漱石。だが、その最中、

霊媒師が毒殺されて…。 

 

【エッセイ】 
914-ｶ 森林官が語る山の不思議  

飛騨の山小屋から  
加藤博二 著 河出書房新社 
飛騨の山やま月淡く、灯りにむせぶ湯の煙

―。山奥の世界はあくまで懐かしく、そこに

棲むひとたちはまた哀しくもあたたかい。森

林官の見た、湯小屋のおやじ、山窩の娘、雪

和郎…たちの物語。 

 


