
【心理】 
141-ｴ 「対人不安」って何だろう? 

 友だちづきあいに疲れる心理  
榎本博明 著 筑摩書房 
友だちといっしょにいてもホンネを出せ

ない自分がいる。嫌われることを恐れ、気づ

かいに消耗している…。そこにはどんな心理

メカニズムがあるのだろう。若者が抱える

「対人不安」とそれを活かす方法を考える。 

 

 

141-ﾆ 折れない心のつくりかた  
はじめてのレジリエンスワークブック  
日本ポジティブ心理学協会 著 ; 宇野カ
オリ 監修 ; 滝本繁 執筆 すばる舎 
７つのワークでストレスに上手に対処す

る。名門ペンシルベニア大学で効果が認めら

れた世界最強のメンタルトレーニング法を

わかりやすくていねいに紹介。自分で書いて

どんどん進む。イライラ、クヨクヨ、ハラハ

ラ、ドキドキがなくなる心のレッスン。 

 

 

【考え方】 
159-ﾏ ポジティブ会議  

たった一度きりの人生をマックスに!  
茂木健一郎,松岡修造著 アスコム  

日本一熱い男・松岡修造と脳のスペシャリ

スト・茂木健一郎が、「ポジティブ」をテー

マに会議を開催。読めば元気に、参加すれば

ポジティブになれる「ポジティブ会議」が始

まります！ 

 

【日本史】 
210.6-ﾀ レンズが撮らえた幕末維新の日
本 高橋則英 監修 山川出版社 
激動の幕末維新から１５０年。奔走する志

士、美しくも逞しい女たち、変貌する日本の

風景など、歴史的瞬間を撮らえた貴重な写真

で綴る。 

 

210.7-ｲ 池上彰の世界から見る平成史 
池上彰著  KADOKAWA  

平成時代が３１年で終わりを迎える。平成

のスタートは、東西冷戦終結とも重なり、新

たな世界と歩みを同じくした時代だ。日本の

大きな分岐点となった激動の平成時代を世

界との関わり、５１のニュースから読み解く、

知らないと恥をかく世界の大問題・特別版。 

 

【社会】 
304-ｲ 池上彰の未来を拓く君たちへ 

池上彰 著 日本経済新聞出版社 
教育者・池上彰が、未来を拓く若者たちに

向けて、時代を理解し本質を見極めるための

「学び方」「働き方」「生き方」を伝えます。

あなたがあなたらしく生きるための、「学び

方」・「働き方」・「生き方」。池上先生と一緒

に考えてみませんか。 

 

【統計】 351-ﾔ -2018 日本国勢図会 
2018/19 日本がわかるデータブック 
矢野恒太記念会編集 矢野恒太記念会  
日本の社会・経済情勢を表とグラフでわか

りやすく解説したデータブック。国土と気候、

人口、工業、貿易など、さまざまな分野の基

本統計を収録する。府県別主要・生産統計も

収載。折り込み地図付き。 
 

【職業紹介】366-ﾅ-68獣医師になるには 
井上こみち 著 ぺりかん社  

動物病院の先生から、水族館の海獣担当、

高度医療に携わる専門医まで、医薬品の開発

や畜産の発展などにも寄与し、幅広く活躍す

る獣医師の仕事と“なり方”を解説。 

 
【動物】480-ｲ ざんねんないきもの事典 
おもしろい!進化のふしぎ  
今泉忠明 監修 ; 下間文恵 , 徳永明子, 
かわむらふゆみ 絵 高橋書店  
笑えて、ちょっとためになる！生き物たち

のおどろきの真実。思わずつっこみたくなる

いきもの１２２種。 

 

 
【49医学】 
490-ｺ QOL って何だろう  

医療とケアの生命倫理  
小林亜津子 著 筑摩書房  
人生一〇〇年時代、高度な医療の恩恵にあ

ずかる現代人。でも、医療は「魔法」？長生

きだけが「幸せ」？高齢者のフレイル、地域

包括ケア、看取り搬送…医療技術と人間性の

接点を、ＱＯＬから考えてみませんか。Ｑｕ

ａｌｉｔｙ ｏｆ Ｌｉｆｅ（生活の質）か

ら考える、生命倫理学入門。 

 

491-ｻ 世界一美しい人体の教科書 

坂井建雄 著 筑摩書房  

私たちにもっとも身近な存在でありなが

ら、いまだ解き明かされない神秘に満ち溢れ

た人体。第一線の研究と、光学顕微鏡や走査

顕微鏡をはじめとする最新鋭の技術で撮影

した一〇〇枚の超ミクロカラー写真で、主要

な臓器の成り立ちと働きをわかりやすく解

説します。 

 

493-ｶ スマホが学力を破壊する 
川島隆太 著 集英社  

2010 年より急速に普及したスマートフ

ォンは日本人の生活に深く浸透し、街中を歩

けばスマホを使う人を見かけないことのほ

うが珍しくなった。しかし、その使用に付帯

するリスク、とりわけ子どもたちによる長時

間使用の危険性や、成績に及ぼされる影響に

ついてはあまり知られていない。本書は七万

人の子どもたちを対象に、数年間にわたって

行われた大規模調査の結果を基に、スマホや

アプリの使用がもたらす影響を解明し、スマ

ホ使用のリスクを正面から論じた、現代人、

とりわけ全保護者必読の一冊である。 

 

梅雨明けまであと少し 

毎日暑いですね。暑さに負けないよう、気合を入れていきましょう。 

今の時期は試験も終わって、気持ちに余裕のあるいい時です。涼しい図書館には面白

い本も待っていますよ。展示ケースには「ニッポンのアツイ夏に読んでほしい本」と

題して選んだ、見た目が涼しい本、こわ～い話を用意しました。入口と館内には感想

文におすすめの本などのコーナーを用意しています。夏休み前の今だからこそ読書

しませんか。終業式までにもう一回、新着案内を出す予定です。お楽しみに❤  

夏休みの長期貸出は１９日（木）からです。ｂｙ司書 

 

図書館だより  
H30－№４ 

三刀屋高校図書館 

平成３０年７月６日発行 
 

＊新着案内＊ 請求記号 書名 著者名 出版社 内容 ☆リクエスト  

 

今月末まで図書館前で七夕飾りをします。 

短冊に願い事を書いて、笹に飾って、お願いしてみませんか。 
 



498-ｻ 「低気圧頭痛」は治せる! 
佐藤純 著 飛鳥新社  
天気の悪い日は頭が痛い！ 雨が降ると

体がだるい…それは気圧が原因です。そんな

天気痛を和らげる方法を解説！ 

 

【宇宙】538-ｵ 宇宙に命はあるのか  
人類が旅した一千億分の八  

小野雅裕 著 SB クリエイティブ  

一九六九年七月二十日。人類がはじめて月

面を歩いてから５０年。宇宙の謎はどこまで

解き明かされたのでしょうか。本書は、ＮＡ

ＳＡの中核研究機関・ＪＰＬジェット推進研

究所で火星探査ロボット開発をリードして

いる著者による、宇宙探査の最前線。「悪魔」

に魂を売った天才技術者。アポロ計画を陰か

ら支えた無名の女性プログラマー。太陽系探

査の驚くべき発見。そして、永遠の問い「我々

はどこからきたのか」への答え―。宇宙開発

最前線で活躍する著者だからこそ書けた渾

身の書き下ろし！ 

 

【手芸】594-ﾋﾟ フェルトの福づくしチャーム
とお守り袋 
がなはようこ・辻岡ピギー:ピポン 著 
文化学園文化出版局  
  

【マンガ】 
☆726-ｱ-14 よつばと! 14 
あずまきよひこ 著 KADOKAWA 
満員電車に乗ったり、原宿を歩いたり、豪

華なランチを食べたり、ちょっぴり特別な時

間を過ごすよつばととーちゃん。さらに初登

場の人物も？ 

 
726‐ｱ この音とまれ １６，１７ 
アミュー著 集英社 
新年度になり、新入部員が入った時瀬高校

筝曲部に新たな風が吹き…。 

 
726-ｽ-38  ちはやふる 38 
末次由紀 著 講談社  

名人位・クイーン位 東西挑戦者決定戦。

一度はかるたから離れた新、太一とともに挑

戦者となった千早は、3 人でこの場所にいる

喜びを噛みしめる。西の代表・結川桃は、自

分らしいかるたで千早のペースを乱す。その

一方、太一は新という壁を越え、その先にい

る名人・周防と戦うために新しい戦い方で試

合に臨み…！？ だれも見たことのない景

色を求め、いざ、3 本勝負！！  

 

726-ﾑ 生き返っても、あの世 
村上竹尾 著 幻冬舎  
重度の糖尿病からくる９つの合併症、心肺

停止、脳浮腫…死の淵から生還し、「奇跡の

人」として退院したが、そこに待ち受けてい

たのは想像を絶する後遺症との闘いだった。

自由の利かない身体、失われている記憶に苦

しみながらも、「生きる希望」を見つけてい

く壮絶闘病記。話題作『死んで生き返りまし

たれぽ』、衝撃の続編！！ 

 

【絵本】726-ﾂ わくせいキャベジ動物図鑑  
tupera tupera 作・絵 アリス館  
はるか彼方。地球から８３１光年はなれた

銀河のかたすみに、“キャベジ”という小さ

なわくせいがあります。黄緑色に輝く、みず

みずしいわくせいには、ふしぎな動物が、た

くさんすんでいます。この“わくせいキャベ

ジ動物図鑑”では、今現在わかっている動物

たちのすがたや、そのおどろきにみちた生態

を紹介します 

 

【芸能】770-ﾄ  響く言葉  
エンタテインメント業界を目指す若者たちへ 
東京工科大学 編 茉莉花社 河出書房
新社 (発売)   

音楽プロデューサー、アーティストマネー

ジャー、コンサートプロモーター、ゲームク

リエイター、音楽評論家、アニメ動画マン・

原画マン・ＣＧマン・ラインプロデューサー・

監督、テレビプロデューサー、ラジオプロデ

ューサー、映画、舞台…エンタテインメント

業界にはいろいろな仕事がある！一般社団

法人コンサートプロモーターズ協会寄附講

座「ライブ・エンタテインメント論」ゲスト

講師インタビュー集 

 

【ゲーム】798-ﾐ 高校生のためのゲー
ムで考える人工知能  
三宅陽一郎, 山本貴光 著 筑摩書房  
今やデジタルゲームにかかせない「人工知

能」。どう作るとプレイヤーを楽しませるゲ

ームになるだろうか。人工知能を考えること

は、「知性」とは何か、「人間」とは何か、を

考えること。さあ一緒に人工知能の正体に迫

る冒険にでかけよう。 

【朝鮮語】 
829-ｶ こうやって覚える!もじもじハングル 
カン ヨンヒ 著 スリーエーネットワーク 
書いて覚えるだけじゃない！イメージイラ

ストで楽しく暗記できる！発音のコツがわ

かる！旅行で役立つプチ韓国語も学べる。 

 

【和歌】911-ｷ 千年後の百人一首  
清川あさみ, 最果タヒ 著 リトルモア  

言葉と絵―。ふたりが１０００年の時の砂

をはらうと、たった１つの変わらない「思い」

が、切なる１００の音楽を奏ではじめた。表

現・交信・ひとりごと・恋の告白…コミュニ

ケーションの原点が、ふたりの圧倒的な才能

によって、鮮やかによみがえる。 

 
【913 日本の小説】 
☆913-ｻ  たとえばラストダンジョン前の村の
少年が序盤の街で暮らすような物語 2～4 
サトウとシオ 著 SB クリエイティブ  
誰かのためになら、僕はもっと強くなれる。

勇気と出会いと勘違いで綴られる、ド田舎
からきた強すぎ村人の無自覚最強ファンタ
ジー、第２、３、４弾！！ 
 
913-ﾀ おカネの教室  

僕らがおかしなクラブで学んだ秘密  
高井浩章 著 インプレス  
この世には、おカネを手に入れる方法が６

つあります」中学２年生になった僕は突然、

奇妙なクラブに放り込まれた―。謎の大男、

大富豪の美少女、平凡な「僕」の３人がお金

や経済の仕組みをひも解いていく。知られざ

る過去、家業への嫌悪感、淡い恋心…さまざ

まな学びと思惑が錯綜する、「おカネの教室」

がはじまる！現役経済記者が娘に贈った、実

用エンタメ青春小説。 

 

913-ﾐ 未来  
湊かなえ 著 双葉社  
「こんにちは、章子。わたしは 20 年後の

あなたです」ある日、突然届いた一通の手紙。

送り主は未来の自分だという……。『告白』

から 10 年、湊ワールドの集大成！待望の書

き下ろし長編ミステリー!! 

 

913-ﾐ ののはな通信  
三浦しをん 著 KADOKAWA 
横浜で、ミッション系のお壌様学校に通う、

野々原茜（のの）と牧田はな。庶民的な家庭

で育ち、頭脳明晰、クールで毒舌なののと、

外交官の家に生まれ、天真爛漫で甘え上手の

はな。二人はなぜか気が合い、かけがえのな

い親友同士となる。しかし、ののには秘密が

あった。運命の恋を経て、少女たちは大人に

なる。女子の生き方を描いた傑作小説。女子

校で出会い、運命の恋を得た少女たちの２０

年超を、全編書簡形式で紡いだ、女子大河小

説の最高峰。 

 

913-ﾔ ペンギンは空を見上げる 
八重野統摩 著 東京創元社  

将来、NASA のエンジニアになりたい小

学六年生の佐倉ハルくんは、風船宇宙撮影を

目指しています。ハルくんは意地っ張りなこ

ともあって、同じクラスに友達はひとりしか

いません。しかし、あることをきっかけに、

クラスのだれとも話そうとしない、金髪の転

校生の女の子に妙になつかれました。結局、

撮影は三人で挑むことになりますが……。ハ

ルくんの、夢と努力の物語。奮闘するこの少

年を、きっと応援したくなるはずです――読

み終えたあとは、もっと。 


