
【ときめく〇〇図鑑シリーズ】  山と渓谷社 

186-ﾓ ときめく御仏図鑑  

門賀美央子 文 ; 嵐山晶 画 ; 瀬谷貴之 

監修 

わたしには、<仏様>がいれば、生きていける

…“仏様”を巡る５つのＳｔｏｒｙ。 

 

210.2-ｺ ときめく縄文図鑑  

譽田亜紀子 文 ; 新津健 監修 

 “縄文遺物”と暮らす。“Ｊｏｍｏｎ”を巡

る５つのＳｔｏｒｙ。 

 

387-ﾓ ときめく妖怪図鑑  

門賀美央子 文 ; アマヤギ堂 画 ; 東雅

夫 監修  

わたしには、“物の怪”がいれば、生きて

いける…“怪”を巡る５つのＳｔｏｒｙ。 

 

443-ﾅ ときめく星空図鑑  

永田美絵, 廣瀬匠 解説 ; 山と渓谷社 編 

最近、「夜空」と暮らしはじめました。ホ

シを巡る５つのＳｔｏｒｙ。 

 

457-ﾂ ときめく化石図鑑  

土屋香 文 ; 土屋健 監修 

 最近、「古生物」と暮らしはじめま

した。化石を巡る４つのＳｔｏｒｙ。 

 

459-ﾔ ときめく鉱物図鑑  

山と溪谷社 編 ; 宮脇律郎 監修  

最近、「天然」と暮らしはじめました。イ

シを巡る５つのストーリー 

 

465-ｼ ときめく微生物図鑑  

塩野正道, 塩野暁子 写真 ; 鏡味麻衣子 

監修  

最近、「プランクトン」と暮らしはじめま

した。微生物を巡る５つのＳｔｏｒｙ。 

 

474-ﾎ ときめくきのこ図鑑  

堀博美 文 ; 桝井亮 写真 ; 吹春俊光 

監修  

キノコを巡る５つのストーリー。 

 

 

 

475-ﾀ ときめくコケ図鑑  

田中美穂 文 ; 伊沢正名 写真 

最近、「コケ」と暮らしはじめました。コ

ケを巡る５つのＳｔｏｒｙ。 

 

484-ﾃ ときめく貝殻図鑑  

寺本沙也加 文 ; 池田等 監修 ; 大作晃

一 写真   

最近、「波の音」と暮らしはじめました。

貝殻を巡る５つのＳｔｏｒｙ。 

 

486-ｲ ときめくチョウ図鑑  

今森光彦 写真・文  

最近、「チョウ」と暮らしはじめました。

…チョウを巡る４つのＳｔｏｒｙ。 

 

487-ﾀ ときめくカエル図鑑  

高山ビッキ 文 ; 松橋利光 写真 ; 桑原

一司 監修  

最近、「両棲類」と暮らしはじめました。

カエルを巡る５つのＳｔｏｒｙ。 

 

488-ﾅ ときめく小鳥図鑑  

中村文 文 ; 吉野俊幸 写真 ; 樋口広芳 

監修  

最近、「さえずり」と暮らしはじめました。

…小鳥を巡る５つのＳｔｏｒｙ。 

 

589-ﾔ ときめく文房具図鑑 

山﨑真由子 文 ; 今野光 写真 

“ペンと紙ｅｔｃ”を巡る６つのＳｔｏｒｙ。 

 

596-ﾀ ときめく和菓子図鑑  

高橋マキ 文 ; 内藤貞保 写真 

“あんこ”と暮らす。和菓子を巡る５つのス

トーリー。 

 

627-ｼ ときめくラン図鑑  

清水柾孝 文 ; 当山礼子 写真  

最近、「洋ラン」と暮らしはじめました。

ランを巡る５つのＳｔｏｒｙ。 

 

秋の夜空を楽しもう  

急に秋らしくなりました。秋といえば、お月見の季節。今年の中秋の名月（旧暦の 8月 15

日）は９月２４日です。お彼岸の頃ですね。これからしばらくは夜空がきれいな季節です。月や

星空を眺めたり、虫の声に耳をすましてみると、ココロがちょっと落ち着きますよ。 

風邪をひかないように温かくして夜空を眺めてみませんか。「行ってみたいな、よその星」と題

して夜空観測の参考になる本や宇宙に行ってみたくなる本をガラスケースに展示していま

す。夜空観察のお供に一冊どうぞ。動物愛護週間関連の本も展示中です。ｂｙ司書 

 

図書館だより 
H30－№6 

平成30年 9月 13 日発行 
三刀屋高校図書館 

 

＊新着図書案内 ＊分類、書名、著者名、出版社、内容の順 ☆はリクエスト 

 

閉館のお知らせ 

図書館の一部が校舎の長寿命化工事とその準備のため、 

9 月 25日（火）から10月 19日（金）まで閉館します。 

 期間中は貸出ができませんので、必要な本がある人、読み

たい本は 21 日までに借りておいてください。 

返却期限は 10月 22 日までです。 

この機会に長編ものなど読んでみませんか。 

◆返却は昇降口に返却BOXを置きますので、そちらに入れてく

ださい。 

◆新聞・雑誌の閲覧は進路指導室向かいの「総合学科企画室」

の前でできます。利用してくださいね。 

 

 

 



627-ﾄ ときめく多肉植物図鑑 

TOKIIRO 文 ; 本浪隆弘 写真 季色 

最近、「不思議植物」と暮らしはじめまし

た。多肉植物を巡る５つのＳｔｏｒｙ。 

 

627-ﾅ ときめく花図鑑  

中村文 文 ; 水野克比古 写真 ; 多田多

恵子 監修  

最近、「季節の花」と暮らしはじめました。

花を巡る５つのストーリー。 

645-ｲ ときめく猫図鑑  

今泉忠明 監修 ; 福田豊文 写真 ; なか

のひろみ 文  

最近、「気まぐれ」と暮らしはじめました。

猫を巡る４つのＳｔｏｒｙ 

 

646-ｵ ときめくインコ図鑑  

おぴ～とうもと 写真・監修  

最近、「かわいい」と暮らしはじめました。

インコを巡る５つのＳｔｏｒｙ。 

 

666-ｵ ときめく金魚図鑑  

尾園暁 写真・文 ; 岡本信明 監修 

最近、「きんぎょ」と暮らしはじめました。

金魚を巡る５つのストーリー。 

 

786-ｲ ときめくヤマノボリ図鑑 

池田菜津美 文 ; 西田省三 写真 

いったい山にはどんな魅力があるのか。

“山”を巡る５つのｓｔｏｒｙ。 

 

【心理】141-ﾔ 「気づく」とはどういうことか  

こころと神経の科学 

山鳥重 著 筑摩書房  

「なんで気づかなかったの？」「気づいたら

やっていた」などなど、「気づく」という言

葉は何気なく使われているが、実際にはどん

な状況で使われているのだろうか？似た言

葉に「意識する」があるが、これだと少し意

味がずれる。その違いはなんだろうか？「気

づく」というこころの働きを、それに関連す

る「意識」「注意」「記憶」などの働きとから

めて整理することで、「こころ」の不思議に

迫る。 

 

【青少年】367-ﾄ 二十歳(はたち)の君へ 

16のインタビューと立花隆の特別講義 

東京大学立花隆ゼミ, 立花隆 著 東京大

学教養学部 文藝春秋 

時間に、恋に、お金に、勉強に、家庭環境

に、人生の選択に、社会の不条理に…ちゃん

と悩んでいますか？「もちろん！」と胸を張

って答えられたあなたへ。そしてちょっと答

えるのをためらってしまったあなたへ。二十

歳の、二十歳による、二十歳のための一冊を、

贈ります。 

 

【進路選択】 

376-ﾔ 法学部 中高生のための学部選

びガイド  

山下久猛 著 ぺりかん社 

みんなの中の半分くらいの人は、大学に進

学すると思う。でも、大学にはたくさんの学

部がありすぎて、「何だかわからない！」と

悲鳴を上げてはいないかな？この本では、学

部で学ぶことやキャンパスライフ、卒業後の

進路までを、実際に取材して、わかりやすく

説明していくよ！ 

 

【物理】420-ﾏ 目に見える世界は幻想

か? 物理学の思考法  

松原隆彦 著 光文社  

現代の物理学は、人間の思考を根底から支

配している常識を捨て去ることで進展して

きた。人間の見た目通りの世界は、本当の世

界の姿なのか。人間の存在は、その物理的世

界の中でどのような位置を占めているのか。

近代物理学の誕生の経緯、そして物理学に大

きな革命をもたらした量子論と相対論の成

り立ちを概観。物理学とは、常識に対する挑

戦である―。日々の生活のヒントにもなる、

数式・図表を用いない物理学の入門書。 

 

【料理】596-ｲ サバが好き! 

 旨すぎる国民的青魚のすべて 

池田陽子 著 ; 全日本さば連合会 監修

山と溪谷社 

究極の定番サバ料理から、全国のブランド

サバ図鑑、絶品サバグルメを楽しめる“街”、

漁業や文化まで。サバを愛する全ての人々に

捧げる「サバ読本」！雲南市の焼サバも掲載。 

 

【広告】674-ﾃﾞ 新アートディレクター入門 

デンツウデザインタンク 編著 ; 後藤徹 監

修 電通  

 魅力化コーディネータの阿部さん、おすす

めの一冊。 

 

【72３ 絵画 】 

723-ﾃ テーマで見る世界の名画 

１． ヴィーナス：豊饒なる愛と美の女神 

２． 肖像画：姿とこころ 

３． 風景画：自然との対話と共感 

４． 宗教画：聖なるものへの祈り 

５． ヌード：かぐわしき夢 

６． 静物画：静かなものへの愛着 

７． 風俗画： 日常へのまなざし 

８． 歴史画： 人間のものがたり 

９． 神話と物語：創造の玉手箱 

10．象徴と寓話：見えないものへのメッセージ 

 

【726 絵本】 

726-ｷ あなたなんてだいきらい  

きむらゆういち 作 ; 高橋和枝 絵 

あすなろ書房  

大人の絵本！あなたの、何よりも一番きら

いなところは… 

 

726-ｷ そのままのキミがすき  

きむらゆういち 作 ; 高橋和枝 絵 

あすなろ書房  

大人の絵本！世界中がキミをブスと呼ん

でも、ぼくにとっては、世界一！ 

 

【726 マンガ】 

726-ｽｰ 39 ちはやふる 39 

末次由紀 著 講談社  

 名人位・クイーン位 東西挑戦者決定戦、第

2 試合。徹底的な「守りがるた」で新を攻め

させない太一。「聞こえすぎて」苦しむ千早。

この一戦のためにすべてを懸けてきた 3 人

の、勝負のゆくえは――!? 

 

726-コー27 あさひなぐ 27 

こざき亜衣 著 小学館 

二ツ坂高校薙刀部全員で降り立ったの

は全国から選ばれし者だけが集う、インター

ハイ本戦開催の地、山口県！積み重ねて

きたすべてはここで闘うために。高揚と緊張

を胸に挑む旭たちは…しかし、団体戦は予

選リーグから波乱の兆しが！？ 

 

【日本の小説】 

913-ｷ さざなみのよる  

木皿泉 著 河出書房新社 

小国ナスミ、享年 43。その死は湖に落ち

た雫の波紋のように家族や友人、知人へと広

がり――命のまばゆさを描く感動と祝福の

物語！ 

 

913-ｷ 手紙屋 私の受験勉強を変えた

十通の手紙 蛍雪篇  

喜多川泰 著 ディスカヴァー・トゥエンティ

ワン  

何のために勉強するんだろう？何のため

に大学に行くんだろう？進路に悩む女子高

生、和花が「手紙屋」から学んだ、勉強の本

当の意味とその面白さ。ベストセラー『君と

会えたから…』『手紙屋』の著者が贈る渾身

のメッセージ。 


