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三刀屋高校図書館

頑張れ！三刀屋高校
県総体や文化部の大会が近づきました。日々の練習の成果を発揮するときです。
力を出し尽くせるよう祈っています。がんばってください。

❤ ❤ こんなコーナー作っています❤ ❤
入口では
★5 月 12 日は看護の日★
看護について考えよう
看護師の体験記や患者目線の本、
医療スタッフや病院関係の仕事内容、
現在の医療を知る本を選びました。

ガラスケースのなか
部活を頑張れる
ココロとカラダのサプリ本だよ
部活小説をはじめ、スポーツ栄養
学の本やテーピングや心身のケア
の本を集めています。

図書館としてできることと言えば、みなさんの力になるような本を紹介すること。

今月のガラスケースに「ココロとカラダのサプリ本」を用意しています。ちょっと
でも気になる本、役立つ本があるかもしれませんので、ぜひ図書館へ来て見て！

新しく入った本
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☆はリクエスト

【図書館】
017-ﾏ
学校図書館はカラフルな学びの場
松田ユリ子 著
ぺりかん社
学校図書館で起こるカラフル（個性的で多
様）な学びを生徒や教職員の実際のエピソー
ドで多数紹介。“ヒト×モノ×コト”で可能
性がひろがる！

池田書店

【０９ 郷土資料】
092.9-ﾁ 中国地方ローカル線の旅ガイドブ
ック 愛しの三江線
ザメディアジョンプレス ザメディアジョン

統計データを位置情報と合わせて地図上
に展開する（＝地図化）と世の中の様々な実
態が浮かび上がってきます。本書では、比較
的身近なテーマを地図化して地理的視点か
ら解説

093.8-ｻ 山陰の神楽写真集
今井印刷 今井出版 (発売)
石見神楽、出雲神楽、隠岐神楽、獅子神楽、
伯耆の神楽―神々への美しき歌舞。

096.8-ｲ 簸上鉄道の開通と木次線
稲田信, 沼本龍 著 八日市地域づくりの会
木次線の歴史をたどる
【歴史】210.6-ｶ マンガでわかる日本の
近現代史
河合敦 監修 ; サイドランチ マンガ

幕末から現代までのおよそ１５０年間。近
現代の歴史を流れで理解できるよう、マンガ
と図を使ってわかりやすく整理。

【地理】290-ｲ 地図化すると世の中が見
えてくる
伊藤智章 著
ベレ出版

【政治】312-ｺ 社会をちょっと変えてみた
ふつうの人が政治を動かした七つの物語
駒崎弘樹, 秋山訓子 著
岩波書店
保育園が足りない！区の保育行政を動かし
た一人の母、身近に転がる様々な不都合を自
分で解決する方法、それがロビイング。「ふ
つうの人」が、ふつうに「政治」を動かして
いった７つの実例と、思い立ったら今からや
れる極意マニュアルの２本立て！

【人間関係】
☆361-ｶ 友だち幻想
人と人の〈つながり〉を考える
菅野仁 著
筑摩書房
友だちは何よりも大切。でも、なぜこんな
に友だちとの関係で傷つき、悩むのだろう。
人と人との距離感覚をみがいて、上手に“つ
ながり”を築けるようになるための本。

【昆虫】486-ﾏ バッタを倒しにアフリカへ
前野ウルド浩太郎 著
光文社

意味を問う、感動のノンフィクション。
読書感想文コンクール課題図書

【漁業】662-ﾕ
魚で、まちづくり!
大分県臼杵市が取り組んだ 3 年間の軌跡
行平真也 著 海文堂出版
【観光】689-ﾔ 外国人が熱狂するクール
な田舎の作り方
山田拓 著
新潮社

【料理】596-ﾁ ミルク日記
毎日を元気に過ごすためのミルクの本
チーム・ミルクジャパン 著
ポプラ社

岐阜県北部の飛騨に、世界８０ヶ国から毎
年数千人の外国人旅行者を集める人気ツア
ーがある。その最大の売りは「なにげない里
山の日常」だ。小学生のランドセル姿に、カ
エルの鳴き声の拡がる田んぼに、蕎麦畑の中
に立つ古民家に、外国人は感動する。なぜ、
なにもない日本の田舎が「宝の山」になりう
るのか。地域の課題にインバウンド・ツーリ
ズムで解決を図った「逆張りの戦略ストーリ
ー」を大公開。

くすっと笑えて、なぜか元気になる。よう
こそ！ミルクの世界へ。役立つ知識も満載の
イラストエッセイ

【マンガ】726-ｽ-37 ちはやふる 37
末次由紀 著
講談社

バッタ被害を食い止めるため、バッタ博士
は単身、モーリタニアへと旅立った。それが、
修羅への道とも知らずに…。『孤独なバッダ
が群れるとき』の著者が贈る、科学冒険就職
ノンフィクション！

【ペット】645-ｺ
車いす犬ラッキー
捨てられた命と生きる
小林照幸 著
毎日新聞出版
君はかけがえのない家族―。美しい自然と、
人々が支えあう「ユイ（結い）」の伝統が息
づく島で、一人の男がめぐりあった“人生を
変えた犬”。犬と人のドラマを通じて、命の

名人・クイーン戦予選、東日本予選・準決
勝。千早は強豪・富士崎の山城理音と、太一
は須藤と、息もつけぬ戦いを繰り広げる。不
運が重なり形勢不利。しかし原田先生のはか
らいで新の西日本予選突破を知った千早と
太一は、自分たちのかるたを思い出す。

726-ｽ-22 コウノドリ 22
鈴ノ木ユウ 著
講談社
シリーズ【災害医療〈後編〉
】
【腰痛】を収
録！Ｎ県に帰った四宮が見たものは、崩壊寸
前の医療体制と、幼なじみの妻の妊娠、そし
て大切な人が苦しむ姿だった。“災害”とい
う非日常を故郷で過ごしたあと、ペルソナに
戻った四宮は、ある決意を固める――。

【絵本】726-ﾖ なつみはなんにでもなれる
ヨシタケシンスケ 作・絵
PHP 研究所
なつみはね、すごくいいことおもいついた
よ。なつみがなにかのマネをして、それをお
かあさんがあてるゲームだよ！ コレ、なー
んだ。

【デザイン】727-ﾊﾟ わかりやすく情報を伝
えるための図とデザイン : グラフ・チャート/
仕組み/やり方・作り方/マップ/外国人向
け/ピクトグラム Make It Visible
PIE BOOKS 編著 パイインターナショナル
情報を魅力的に視覚化する、インフォグラ
フィックスが満載！

【国語辞典】813-ｼ 広辞苑
新村出 編
岩波書店
新たに１万項目を追加し、総項目数２５万。
各界第一線で活躍する専門家が執筆、正確で
簡明な解説。１０年間の言葉や社会の変化、
学術研究の進展を全面的に反映。基礎的な言
葉の意味説明を刷新、古典用例を大幅に見直
し。別冊付録付き（漢字小字典／アルファベ
ット略語一覧など）
。

社と取引先を巻き込んだ大掛かりな会社の
秘密に迫る。ありふれた中堅メーカーを舞台
に繰り広げられる迫真の物語。傑作クライ
ム・ノベル。校長先生おススメ本

果たして、彦根が挑む大勝負は功を奏するの
か？メディカル・エンタメの最高傑作！

913-ｲ ホワイトラビット a night
伊坂幸太郎 著
新潮社

高校三年の冬。残りわずかとなった高校生
活。このまま、なんとなく卒業していくのだ
と誰もが思っていた。突然、彼が帰ってくる
までは。中学の頃に一度は遠くの街へと引っ
越した同級生。季節外れの転校生との再会は、
「なんとなく」で終わろうとしていた彼らの
気持ちに、小さなスタートの合図を響かせた。

仙台で人質立てこもり事件が発生。ＳＩＴ
が交渉を始めるが―。伊坂作品初心者から上
級者まで、没頭度ＭＡＸ！書き下ろしミステ
リー。

913-ｵ クレオパトラの夢
恩田陸 著
双葉社
北国のＨ市を訪れた神原恵弥。不倫相手を
追いかけていった双子の妹を連れ戻すとい
う名目の裏に、外資製薬会社の名ウイルスハ
ンターとして重大な目的があった。Ｈ市と関
係があるらしい「クレオパトラ」と呼ばれる
ものの正体を掴むこと。人々の欲望を掻きた
ててきたそれは、存在自体が絶対の禁忌であ
った―。

913-ｴ 5 分後に笑えるどんでん返し
エブリスタ 編
河出書房新社
小説投稿サイト・エブリスタに集まった
200 万作超の中から、10 代の「読みたい」
だけを集めた大人気短編集シリーズ！

913-ｴ 5 分後に恋するラスト
エブリスタ 編
河出書房新社
200 万作超の投稿作から選ばれた珠玉の
恋愛短編集。10 代の「読みたい」だけを集
めた大人気シリーズ！

【913 日本の小説】
913-ｲ 七つの会議
池井戸潤 著
集英社

913-ｶ スカラムーシュ・ムーン
海堂尊 著
新潮社

きっかけはパワハラだった！トップセー
ルスマンのエリート課長を社内委員会に訴
えたのは、歳上の部下だった。そして役員会
が下した不可解な人事。いったい二人の間に
何があったのか。今、会社で何が起きている
のか。事態の収拾を命じられた原島は、親会

新型インフルエンザ騒動で激震した浪速
の街を、新たな危機が襲う。今度は「ワクチ
ン戦争」が勃発しようとしていた―霞が関の
陰謀を察知した異端の医師・彦根新吾は、ワ
クチン製造に必要な鶏卵を求めて加賀へ飛
び、さらに資金調達のために欧州へと旅立つ。

913-ｶ Just Because!
鴨志田一 著
KADOKAWA

913-ｶ 銀河鉄道の父
門井慶喜 著
講談社

913-ﾆ 掟上今日子の色見本
西尾維新 著
講談社
「掟上今日子は預かった。返して欲しけれ
ば、十億円用意しろ」置手紙探偵事務所唯一
の従業員・親切守が受けた、突然の脅迫電話。
天涯孤独の忘却探偵を救い出せるのは自分
だけ。今日子さんのような推理力はないけれ
ど、彼には今日子さんとの「記憶」がある。
手探りで捜査を開始する守。置手紙探偵事務
所 vs.漆黒の誘拐犯！頭脳戦の結末は！？

913-ﾆ 十津川警部出雲伝説と木次線
西村京太郎 著
実業之日本社

宮沢賢治は祖父の代から続く富裕な質屋
に生まれた。家を継ぐべき長男だったが、賢
治は学問の道を進み、理想を求め、創作に情
熱を注いだ。勤勉、優秀な商人であり、地元
の熱心な篤志家でもあった父・政次郎は、こ
の息子にどう接するべきか、苦悩した―。生
涯夢を追い続けた賢治と、父でありすぎた父
政次郎との対立と慈愛の月日。

スサノオノミコトがヤマタノオロチを退
治したという古代神話に彩られた島根県奥
出雲。旅行作家・高木は、三段スイッチバッ
クで有名なＪＲ木次線を旅行雑誌の取材で
訪れるが、駅に置かれたノートに「奥出雲で
盛大な花火を打ち上げる」と書かれた意味深
なメッセージを見つける。その後、休暇中の
亀井刑事親子が乗った木次線の列車がトレ
インジャックされ、犯人からは耳を疑う要求
が！？

913-ｽ 青くて痛くて脆い
住野よる 著
KADOKAWA

913-ﾋ マチネの終わりに
平野啓一郎 著
毎日新聞出版

人に不用意に近づきすぎないことを信条
にしていた大学一年の春、僕は秋好寿乃に出
会った。空気の読めない発言を連発し、周囲
から浮いていて、けれど誰よりも純粋だった
彼女。秋好の理想と情熱に感化され、僕たち
は二人で「モアイ」という秘密結社を結成し
た。それから３年。あのとき将来の夢を語り
合った秋好はもういない。僕の心には、彼女
がついた嘘が棘のように刺さっていた。

結婚した相手は、人生最愛の人ですか？た
だ愛する人と一緒にいたかった。なぜ別れな
ければならなかったのか。恋の仕方を忘れた
大人に贈る恋愛小説。

913-ｾ そして、バトンは渡された
瀬尾まいこ 著
文藝春秋
血の繋がらない親の間をリレーされ、四回
も名字が変わった森宮優子、十七歳。だが、
彼女はいつも愛されていた。身近な人が愛お
しくなる、著者会心の感動作。

【エッセイ】914-ｶ もし文豪たちがカップ
焼きそばの作り方を書いたら
神田桂一, 菊池良 著
宝島社
もしも村上春樹がカップ焼きそばの容器
にある「作り方」を書いたら――ツイッター
で発信され、ネット上で大拡散されたあのネ
タが、太宰治、三島由紀夫、夏目漱石といっ
た文豪から、星野源、小沢健二らミュージシ
ャンまで、100 パターンの文体にパワーア
ップして書籍化されました。読めば爆笑必至
の文体模倣 100 連発。

