
【生き方】 
159-ｻ 女の子が生きていくときに、 

覚えていてほしいこと  
西原理恵子 著 KADOKAWA 
もうすぐ、大きな帆をあげて、子どもたち

の船が漕ぎ出していく。人生という航路に絶

対安全はないからこそ、今、伝えておきたい。

母から娘へ―厳しくもハートフルな生き方

指南。 

 

【宗教】160-ｼ 無宗教でも知っておきたい
宗教のことば 
島田裕巳 著 朝日新聞出版  
日本人に唯一欠けた世界の必須教養。政治、

経済、歴史、地理、文化、芸術、思想、哲学。

そして、マナー、交渉、ビジネス、テクノロ

ジー…宗教は、すべてに底流する。宗教は「こ

とば」から学べ！ 

 

【地理】291-ﾌ-2017 誇れる郷土データ・
ブック 2017年版  
古田陽久, 古田真美 著 ; 世界遺産総合
研究所 企画・編集 シンクタンクせとうち総
合研究機構  
 

【３社会科学】 
304-ｳ 18歳からの選択  
社会に出る前に考えておきたい 20のこと 
上木原弘修, 横尾俊成, 後藤寛勝 著  

フィルムアート社  

ＬＧＢＴ、地域コミュニティ、高齢化、い

じめとストレス、ＳＮＳ、結婚や子育て、テ

ロと戦争、再生医療、エネルギー問題、人工

知能、宇宙開発やお金のこと…全２０項

目！！２０、３０、５０代の著者による多様

な論点と考え方。 

 
316-ﾅ ぼくは 13 歳、任務は自爆テロ。 
テロと紛争をなくすために必要なこと 
永井陽右 著 合同出版  

世界最悪の紛争地ソマリアをなんとかし

たい。どうしたらこの世界からテロをなくす

ことができるのか？「対話」ができないとき、

ぼくらはどうするべきなのか？現代のテロ

と紛争の解決に向けた新たなアプローチ！ 

 

332-ｷﾞ 夢を追いかける起業家たち ディ
ズニー、ナイキ、マクドナルド、アップル、グ
ーグル、フェイスブック  
サラ・ギルバート, アーロン・フリッシュ, ヴァ
レリー・ボッデン 著 西村書店東京出版編
集部  

世界有数のアメリカのグローバル企業を

おこした若き起業家たちのユニークな発想

の原点と、新たな技術を駆使して世界を変え

ていった足跡をコンパクトにつづる。 

 

364-ﾔ 人口減少と社会保障 孤立と縮
小を乗り越える  

山崎史郎 著 中央公論新社 
国民皆年金・皆保険と社会保険方式を特徴

とする日本の社会保障。「ミスター介護保険」

と呼ばれ、地方創生総括官も務めた著者が現

状の問題点を指摘し、孤立を防ぐ方法、高齢

者偏重から全世代型への転換など新しい方

策を示す。 

 

366-ﾅ-補 18 なるには Books 
東南アジアで働く  

横山和子 著 ぺりかん社  
 

367-ﾌ ワンオペ育児 わかってほしい休
めない日常  
藤田結子 著 毎日新聞出版 
気鋭の社会学者が、朝から晩まで働きづめ

の母親たちの実情に迫る。 

 
371-ﾅ いじめのある世界に生きる君たち
へ いじめられっ子だった精神科医の贈る
言葉  
中井久夫 著 中央公論新社  

精神科医の卓越した人間論に裏づけされ

た「いじめ」論であり、学校関係者にも必読

の書です。読むか読まないかで、いじめへの

対応が変わります。深い「いじめ」論が、や

さしく読める。精神医科が自身の体験をもと

に綴ったバイブル。 

 

376-ｼ それって、保育の常識ですか? 
ほんとうに大切なこと 35  
柴田愛子 著 鈴木出版  

保育で“ほんとうに大切なこと”がこの一

冊に詰まっている。 

 

【医学】492-ｶ ナイチンゲールの『看護覚
え書』 イラスト・図解でよくわかる!  
金井一薫 編著 西東社  

現代の看護に合わせた内容＋たくさんの

イラスト・図・表→一番わかる決定版！ 

 

【製造】589-ﾅ SHOE DOG 靴にすべてを。 
フィル・ナイト 著 東洋経済新報社  

父親から借りた 50 ドルを元手に、アディ

ダス、プーマを超える売上げ 300 億ドルの

会社を創り上げた男が、ビジネスと人生のす

べてを語る! 

 

【594手芸】 
594-ｱ はじめてでも簡単!太糸で編むマ
フラー・帽子・スヌード 
朝日新聞出版 編著 朝日新聞出版 
初心者にもわかりやすい大きな写真でプ

ロセス解説。贈り物にも最適。 
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三刀屋高校図書館 

春らしくなりました。 

 今学期も残すところ１週間になりました。この学年のしめくくりと次学年への

準備の期間になりますね。大忙しでしょう。自分の未来のため、手間を惜しま

ず、毎日過ごしましょう。ｂｙ司書 

 

 

 

新着図書案内 ラベルの番号 書名 著者名 出版社の順 ☆はリクエスト  

 

図書館からのお知らせ 
〇展示より、ガラスケースでは、地域や世界で活躍する女性やカッコいい女子が主人公の

小説など「カッコいい女子たち」の本を特集中。見習いたところ満載です。 

館内では、「３．１１をわすれない」と題し、震災の記録など関連本を展示しています。 

 

〇3月 19 日に校内ビブリオバトル大会を開催します。気軽に参加してくださいね。 

詳しいことは教室に掲示されたポスターを見てください。よろしくお願いします。 

 

〇16 日（金）より、春休みの長期貸出を始めます。冊数は無制限、返却期限は 4 月
9 日。春休み中にしっかり読書して、エネルギーをためておきましょう。 
春休み期間中は閉館しますので、本を借りたい人は 23 日までにご来館くださいね。 
本の返却は入口前に返却 BOXを置きますので、そちらにお願いします。 

 



594-ｲ いちばんやさしいゆび編みの小もの 
日本ヴォーグ社  

ゆび先だけを使って編む「ゆび編み」。作

り方はすべてイラストと写真で親切に解説、

編み物が初めての方でもかならず完成！ 

 

【596 料理】 
596-ｼ ラテアート&デザインカプチーノ 
上達 BOOK プロが教える本格テクニック 

篠崎好治 監修 メイツ出版 
手元の動きから道具、抽出へのこだわりま

で。「本物」の技術をマスターしてもっとき

れいに、もっと美味しくレベルアップ。 

 
596-ﾊ-1和食のすべてがわかる本  

たのしくつくれるレシピつき 1  
服部幸應 こどもくらぶ 編 ミネルヴァ書房 
第１巻では、和食の調理法「五法」から食

事作法にいたるまで、和食の基本を総合的に

学ぶ。 

 

596-ﾊ-2   和食のすべてがわかる本 
たのしくつくれるレシピつき 2  

服部幸應, こどもくらぶ 編ミネルヴァ書房  

郷土料理は、地域の人びとのくらしと深く

かかわりながら成立。地方色豊かな郷土料理

を通して、日本の食文化を学ぶ。 

 

596-ﾊ-3 和食のすべてがわかる本  
たのしくつくれるレシピつき 3  
服部幸應, こどもくらぶ 編 ミネルヴァ書房 
懐石料理を通して、和食のおもてなしの心

をわかりやすく示す。 

 
596-ﾊ-4 和食のすべてがわかる本  
たのしくつくれるレシピつき 4  
服部幸應, こどもくらぶ 編 ミネルヴァ書房 
世界じゅうで健康志向が広がるなか、和食

への関心はますます高まっています。世界各

地で、和食の基本をそこなわず、現地で手に

入る食材を駆使してつくられているＷＡＳ

ＨＯＫＵを紹介。 

 

599-ﾄ 0～5 歳子どもの味覚の育て方 
毎日のごはんで、心・からだ・味覚の発達を
促す  
とけいじ千絵 著 日東書院本社 
毎日のご飯で心・体・味覚の発達を促す離

乳期からできる味覚の育て方を紹介。理論と

ともにすぐに実践できるレシピも掲載。 

 

【育児】599-ﾅ 子どもはみんな問題児。 
中川李枝子 著 新潮社  

焦らないで、悩まないで、大丈夫。子ども

は子どもらしいのがいちばんよ。名作絵本

「ぐりとぐら」の生みの親は母であり、数多

くの子どもを預かり育てた保母でもあった。

毎日がんばるお母さんへいま伝えたい、子ど

もの本質、育児の基本。「45 のメッセージを

収めた、心がほぐれる子育てバイブル。 

 

【７２６マンガ・イラスト】 
726-ｸ 4色ボールペンでかんたん&かわ
いいイラストを描く! らくらく楽しい! 
くわざわゆうこ 著 主婦の友社  

 
726‐ｺ 宇宙兄弟  
１～３２ 
小山宙哉 著 講談社 
宇宙飛行士の弟・日々人 

兄・六太の物語 

全巻、揃えました。  
 
726 コウノドリ １～21 

鈴ノ木ユウ 著 講談社 

年間 100 万人の新しい 

命が誕生する現場から、 

産科医の物語。 

人気テレビドラマの原作、 

全巻揃えました 

 
726 あさひなぐ ２５ 
こざき 亜衣 著 小学館 
恒例の夏合宿で 4 日間口を利かないとい

う試練が。どうなる旭たち…。 

 

【写真】740-ﾏ  動物写真家という仕事 

前川貴行 写真・文 新日本出版社 

自然がいいと思った。そう決めたとたん、

窮屈だった胸のうちが大きく広がり、未知な

る新しい世界への旅立ちに心が震えた。動物

写真界の若き旗手、前川貴行は、いかにして

前川貴行になったのか？ 

 

【茶道】791-ﾆ 懐石料理  
NHK「美の壺」制作班 編 日本放送協会 
日本放送出版協会  

四季の移ろいを盛り込んだ料理と器とが、

一幅の絵を描く。もてなす心がはぐくんだ、

茶事における美しき食事作法―「懐石料理」

を味わいつくす極意とは。 

 

【英語】830-ﾅ 会話もメールも英語は
3語で伝わります 
中山裕木子 著 ダイヤモンド社 
知的でわかりやすい「やさしい英語」をマ

スター！「３語」の組み立てパターンを徹底

解説！ 

【９１３ 日本の小説】 
913-ｱ 黄金(きん)の烏  
913-ｱ 烏は主を選ばない 
913-ｱ 空棺の烏  
阿部智里 著 文藝春秋  

人間にかわり八咫烏が支配する世界・山内

のエリート武官養成学校で切磋琢磨する少

年たちの青春の日々を彩る、冒険、謀略そし

て友情。八咫烏の世界で繰り広げられる壮大

なファンタジー 

 

913-ｼ わたしたちは銀のフォークと薬を
手にして  
島本理生 著 幻冬舎  

限られた時間。たった一度の出会い。特別

じゃないわたしたちの、特別な日常。 

 
913-ｼ 夜が明けたら、いちばんに君に会
いにいく  
汐見夏衛 著 スターツ出版 
ある事情から優等生を演じている茜。そん

な茜を見抜くように、隣の席の青磁から「嫌

いだ」とはっきり言われショックをうける。

自由奔放な彼を嫌っていた茜だけど、孤独と

窮屈さでどうしようもなくなっていた自分

を救ってくれたのは、青磁だった。青磁の隣

で過ごす時間は、茜の気持ちをゆっくりと溶

かしていき…。野いちご大賞大賞受賞作！ 

 

913-ﾋﾞ アナログ  
ビートたけし 著 新潮社  

たけしがたどりついた“究極の愛”。狂暴

なまでに純粋な、書下ろし恋愛小説。 

 

913-ﾖ いまさら翼といわれても 
米澤穂信 著 KADOKAWA 
神山市が主催する合唱祭の本番前、ソロパ

ートを任されている千反田えるが行方不明

になってしまった。夏休み前のえるの様子、

伊原摩耶花と福部里志の調査と証言、課題曲、

ある人物がついた嘘―折木奉太郎が導き出

し、ひとりで向かったえるの居場所は。そし

て、彼女の真意とは？ “古典部”４人の過

去と未来が明らかになる、瑞々しくもビター

な全６篇！ 

 

【914 エッセイ】 
914-ﾎ いのちの車窓から  
星野源 著 KADOKAWA  
星野源の魅力、そのすべてがわかる、誠意

あふれるエッセイ集。怒濤の毎日を送るなか

で、著者が丁寧に描写してきたのは、周囲の

人々、日常の景色、ある日のできごと…。そ

の一編一編に鏡のように映し出されるのは、

星野源の哲学、そして真意。 
 

914-ﾐ 山猫珈琲 上・下巻  
湊かなえ 著 双葉社  
好きなものは「山」と「猫」と「珈琲」。デ

ビュー１０周年、初エッセイ集！脚本から小

説へ。こうして作家・湊かなえは誕生した！ 

 

 

 

 

 

督促状を出します。返却期限が過ぎている

本を持っている人は早く返しましょう。 

 



 

 


