
【002 学びかた】 
002-ｳ 創造するということ 
宇野重規ほか著 筑摩書房 
新しい技術やネットワークが進化した今、

昔では考えられないようなことが一人でも

できるようになっている。新しい価値観を

創る力を身につけて、自由な発想で一歩踏

み出してみよう。 

 
002-ｶ 学びを結果に変えるアウトプット
大全  
樺沢紫苑 著 サンクチュアリ出版 
脳科学に裏付けられた伝え方・書き方・動

き方 

 

【郷土】096-ﾃ ビレッジプライド 
 「0円起業」の町をつくった公務員の物語 
寺本英仁 著 ブックマン社 
マスコミなどで多々取り上げられる「公

務員」の枠を超えた地域再生の物語。島根県

邑南町のスーパー公務員：寺本英仁、初の書

籍。 

 

【１哲学】 
104-ｻ プチ哲学  
佐藤雅彦 文・絵 中央公論新社  
ちょっとだけ深く考えてみる―それがプ

チ哲学。新たに、書き下ろし「プチ哲学日記」

を加えた決定版。感じたままに生きること

は大切、でもそれだけでは見えないことも

ある。ちょっとだけ深く考えてみることで、

今まで気付かなかった小さな真実が見えて

くる。 

 

140-ﾆ 高校生のための心理学講座 
 こころの不思議を解き明かそう  

日本心理学会 監修 誠信書房  
心理学の世界を高校生にも分かりやすく

楽しく紹介する。若者が実生活で役立てる

ことができる情報が豊富に盛り込まれてい

る。 

 

141-ｱ 自分の強みを見つけよう  
「8つの知能」で未来を切り開く  

有賀三夏 著 ヤマハミュージックエ
ンタテインメントホールディングス出版部 
多重知能理論とは、人間には「８つの知能」

が備わっているという考え方。多重知能理

論を知ることで、自分の得意や不得意を把

握し、無理なく能力を伸ばすことができる

ようになる。 

 

【318地方行政】 
318-ﾀ 地方都市の持続可能性  
「東京ひとり勝ち」を超えて  
田村秀 著 筑摩書房  
煮え切らない国の方針に翻弄されてきた

全国の自治体。厳しい状況下で地域を盛り

上げ、どうブランド力を高めるか。都市の盛

衰や従来の議論を踏まえた生き残り策。 

 

318-ﾉ むらの困りごと解決隊  
実践に学ぶ地域運営組織  

農山漁村文化協会 編 農山漁村文化協会 

本書は、「困りごと」に直面した地域の住

民が、その解決のための活動の中から、地域

運営組織を立ち上げつつある実践例と立ち

上げた実践例を集めた。 

 

【361 社会学・人間関係】 
361-ｲ 思考力を磨くための社会学  

日常こそが教科書  
岩本茂樹 著 中央公論新社 
文学や映画といった社会への強いメッセ

ージ性を持ったメディア文化を論じること

で、社会学を理解し思考力を磨いていくこ

とができる。身近な出来事を「人」と「社会」

を絡めて考え、自然と「自分について」知る

ことで、自己の再発見・成長にもつながる。 

 

361-ﾊ 共感スイッチ  
浜崎慎治 著 中央公論新社 
ＣＭ好感度１位、ａｕ「三太郎」！家庭教

師のトライ「トライさん」！日野自動車「ヒ

ノノニトン」！なぜ彼のＣＭは、たった１５

秒で想いを伝え、愛されるのか？そこには

共感を生む仕掛け、名づけて「共感スイッチ」

が隠されていた！誰もが知る桃太郎・金太

郎・浦島太郎が予想外の行動を起こす意味

とは？ 

 

361-ﾋ 図解自分の気持ちをきちんと
〈伝える〉技術 人間関係がラクになる自己
カウンセリングのすすめ  
平木典子 著 PHP研究所 
伝える＝聴く×話す。「さわやか自己表現」

スキルを身につければ、相手を傷つけずに、

自分の意見を言えるようになる。本書のテ

ーマ「アサーション」は、違いを認め、気持

ちのよいコミュニケーションを交わすため

の考え方とスキル。 

 

361-ﾋ アサーション入門  
自分も相手も大切にする自己表現法  

平木典子 著 講談社  

アサーションとは「自分も相手も大切に

する」自己表現＝コミュニケーションのこ

と。その考え方と実践を第一人者がわかり

やすく語る。 

 

【職業】366-ﾅ-106 税理士になるには 
西山恭博 著 ぺりかん社 
複雑な税法や会計に精通し企業や個人を

サポート！書類や帳簿の作成だけでなく、

税務以外にも経営や事業の発展に貢献する

税理士たちの姿を紹介。公認会計士との違

いや資格取得までの道のりを詳しく解説！ 

 

【369社会福祉、防災】 
369-ｲ 目の見えない人は世界をどう見
ているのか  

伊藤亜紗 著 光文社  
目の見えない人の「見方」に迫りながら、

「見る」ことそのものを問い直す。 

 

369-ﾖ みえるとかみえないとか  
ヨシタケシンスケ さく ; 伊藤亜紗 そうだん 
アリス館  
うちゅうもちきゅうもいっしょだな。お

なじところをさがしながら、ちがうところ

をおたがいにおもしろがればいいんだね。

“ちがいをかんがえる”えほん。 

 

369-ﾆ 被災地から学ぶかぞくの防災 
日本アムウェイ財団  徳間書店  

３．１１東日本大震災から７年。１４名の

被災者体験談、第一線の識者インタビュー

を収録！来るべき大災害に、私たちはどう

向き合うべきなのか？今だからこそ見えて

きた、本当に大切なこと。被災地からの感謝

の気持ちとアドバイスが込められた愛する

家族を守るための一冊です。 

 

【371 教育】371-ｷ〈超・多国籍学校〉は
今日もにぎやか! 多文化共生って何だろう
菊池聡 著 岩波書店  
横浜市立飯田北いちょう小学校には、外

国籍の児童や親が外国籍である児童など、

外国に関係のある児童が多く学んでいる。

昇降口に貼られた様々な国の挨拶の言葉、

少人数学習、地域との連携…。国際教室担当

として多様な文化を尊重する学校の環境づ

くりに長く携わってきた著者が、多文化共

生教育の実践を語る。 

 

379-ﾂ どんな人でも頭が良くなる世界に
一つだけの勉強法  
坪田信貴 著 PHP研究所 
勉強はしたくない。でも頭は良くなりた

い。そんなあなたの大変身はここから始ま

る！１２０万部突破のベストセラー『ビリ

ギャル』著者の、本当に結果が出る奇跡のメ

ソッドついに初公開 

 

 

 

【38 民俗学 風俗習慣】 
382-ｵ くらべる世界  
おかべたかし 文 ; 山出高士 写真 
東京書籍  
日本の当たり前が、世界ではこんなに違

う。３３の世界の文化の違いを写真に撮っ

た！ 

 

386-ﾖ 日本まじない食図鑑  
お守りを食べ、縁起を味わう  

吉野りり花 著 青弓社  

いまも日本全国に息づく「食べるお守り」

である“まじない食”とその背景にある民

俗・風習や伝統文化、それを支える人々の思

いをカラー写真も交えて紹介する。 

 

387-ｶ ニッポンのおみくじ  
日本全国 232種のおみくじを引く 
鏑木麻矢 著 グラフィック社 
楽しく引ける！人生に役立つ！あなただ

けに寄り添う導きの言葉。日本全国２３２

種のおみくじを引く。 

 

【4 自然科学】 
400-ｵ ここが一番おもしろい理系の話  
おもしろサイエンス学会 編 青 春 出 版
社 
チバニアン、AI、生体認証、自動運転など、

いま話題のキーワードから、身近な科学の

ギモンまで、「理系の目」で世の中が楽しめ

るようになる一冊です！ 

 

470-ﾆ はつみみ植物園  
西畠清順 文 ; はつみみ工房 画 東京書籍 

森と林の違いは？なぜ、クリスマスツリ

ーや門松を飾るの？葉っぱはなぜ緑色？そ

もそも植物はいつどこからきたの？そんな、

日本人が知らないと恥ずかしい素朴な植物

の常識やトリビアが一冊に！  

 

472-ﾆ そらみみ植物園  
西畠清順 文 ; そらみみ工房 画東京書籍  
 
 
 

学年締めくくりの学期、肝心です！ 

1月もあと１０日。3年生は卒業後の進路に向け、準備を進めています。3学期は新

しい学年へステップアップするための準備の学期です。今の学年でとりこぼしていること

はありませんか？今学期が取り返すチャンスです。自分の将来を考えて、やれることを

やって、日々を過ごしましょう。図書館はいつも皆さんを応援しています。ｂｙ司書 

 

＊＊新着図書案内 ＊＊   
分類、書名、著者名、出版社、内容の順  ☆リクエスト 

 

図書館だより 
H30－№１1 

平成３1年 1月 2３日発行 

三刀屋高校図書館 
 

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？ 

今年の恵方は東北東だよ～！！ 

◆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！ 

 

 

期限が過ぎている本は早く返しましょう 



【海洋生物】483-ﾐ ときめくクラゲ図鑑  
峯水亮 写真・文 山と溪谷社  

謎多きクラゲを、水中フォトグラファー

峯水亮氏の最高に魅力的な写真とともに理

解し"ときめく"を体感するための図鑑。 

【49 医学】 
491-ﾀ からだの中の化学  
立屋敷哲 著 丸善出版  

食べた物がからだの中でどのように化学

反応し、私たちの身となり健康を支えてい

るのだろう。化学的基礎がからだの仕組み

や消化・吸収、代謝、栄養などとどうつなが

っているのか、自分のからだの中で起こっ

ていることは化学的にどういうことなのか、

基礎から応用へしっかり解説 

 

498-ｲ 生と死の現場から  
聖路加国際病院救命救急医のメッセージ
石松伸一 著 海竜社  

 

【61 農業】 
611-ﾆ 小さい農業で稼ぐコツ 加工・直
売・幸せ家族農業で 30a1200万円 
西田栄喜 著 農山漁村文化協会  
小さい農業とは―ゼロから始める家族経

営の直売農業のこと。一年中切れ目なく収

穫する野菜つくり、ムダなく長く売るため

の漬物・お菓子つくり、自分らしさをアピー

ルする売り方、ファンを増やすつながり方

など、小さい農業できちんと稼ぐコツを伝

授！ 

 
612-ｼ 農業がわかると、社会のしくみが
見えてくる 高校生からの食と農の経済学
入門  
生源寺眞一 著 家の光協会 
世界の食料、日本の農業、毎日の食生活の

つながりがよく理解できるユニークな授

業！ 

 

612-ﾅ 最新農業の動向としくみがよ～く
わかる本 業界人、就職、転職に役立つ情
報満載  
中村恵二, 山口大樹 著 秀和システム 
変革期迎える農業の現在と成長ビジネス

モデルを探る！業界人、就職、転職に役立つ

情報満載。 
 

【64畜産 ペット】 
641-ｳ 小さい畜産で稼ぐコツ  

少頭多畜・加工でダントツの利益率! 
上垣康成 著 農山漁村文化協会 
暮らしを楽しみ、きちんと稼ぐ畜産のコ

ツ大公開！３頭の繁殖牛の飼育から始まっ

た牧場が、今では牛と豚の肥育、アイガモの

飼育なども取り入れ、その肉をさばいて売

るようになるまでのお肉ストーリー。 

 

645-ﾔ 犬と猫の向こう側  
山田あかね 著 扶桑社  

年間６万頭もの犬や猫が殺処分される現

実。社会問題ともいえる多頭飼育崩壊に迫

る！ 

 

【広告】674-ﾐ 広告業界の仕事図鑑 
宮嶋和明 編著 中央経済社 
「どんな職種があるの？」「広告の新しい

潮流って何？」広告代理店、広告関連会社の

仕事内容や働き方を大公開！プレ就活世代

のためのお仕事ガイド 

 

【726 マンガ 絵本】 
☆726-ｳ-14 3月のライオン 14 
羽海野チカ 著 白泉社 

将棋界と下町を舞台にしたマンガ 

 

726-ｺ 先生と僕 夏目漱石を囲む人々 
青春篇  
香日ゆら 著 河出書房新社 
夏目漱石の生涯と、友人・門下・家族との

交流を描く傑作四コママンガ。「青春篇」に

は漱石の学生時代から作家デビューまでを

収録 

 

726-ｺ-28  あさひなぐ 28 
こざき亜衣 著 小学館  

なぎなたのインターハイ本選。ライバルと

の対決は！ 

 

726-ﾖ それしかないわけないでしょう 
ヨシタケ シンスケ 著 白泉社 
ヨシタケシンスケのかんがえる絵本。た

いへんな未来しかないわけないでしょ

う！？考え方ひとつで楽しい未来が見えて

くる！ 

 

726-ﾖ-9  海街 diary 9 行ってくる 
吉田秋生 著 小学館  
すずが中学 1 年の夏、蝉時雨のやむ頃か

ら始まった家族の物語、ついに完結！ 

 

【写真集】748-ｴ 絵本のなかを旅する
ようなかわいい世界の村  
MdN 編集部 編 エムディエヌコーポレーシ
ョン  

 世界には絵本の世界のような村が本当に

あったんだ！ 

 

【レポート】816-ｵ 5 日で学べて一生使
える!レポート・論文の教科書  
小川仁志 著 筑摩書房 
文章を書くのってむずかしいと思ってい

るそこのあなた！この本には、そんな人の

ために必要なすべてが詰まっています。情

報の探し方、本の読み方から、人を動かす日

本語の書き方まで。 

 

【913 日本の小説】 
☆913-ｱ 捨ててこそ空也  
梓澤要 著 新潮社  

平安時代半ば、醍醐天皇の皇子ながら寵

愛を受けられず、都を出奔した空也。野辺の

骸を弔いつつ、市井に生きる聖となった空

也は、西国から坂東へ、ひたすら仏の救いと

生きる意味を探し求めていく。悪人は救わ

れないのか。救われたい思いも我欲ではな

いか。「欲も恨みもすべて捨てよ」と説き続

けた空也が、最後に母を許したとき奇跡が

起きる。親鸞聖人と一遍上人の先駆をなし

た聖の感動の生涯。 

 

913-ｱ アレグロ・ラガッツァ 
あさのあつこ 著 朝日新聞出版 
吹奏楽はもうやらないと高校の入学式で

美由は心に決めていた。だが大人びた久樹

さんや人懐っこい菰池くんとの出会いがそ

の気持ちを徐々に変えて……。新しい世界

の扉を開けたばかりの 16 歳の揺れる心を、

にぎやかにキュートに描く。元気の出る青

春小説。 

 

913-ｳ 風と行く者 守り人外伝 
上橋菜穂子 作 偕成社 
つれあいのタンダとともに、久しぶりに

草市を訪れたバルサは、若い頃に護衛をつ

とめ、忘れ得ぬ旅をしたサダン・タラム“風

の楽人”たちと再会、その危機を救ったこ

とで、再び、旅の護衛を頼まれる。シャタ

“流水琴”を奏で、異界への道を開くこと

ができるサダン・タラム“風の楽人”の頭

は、しかし、ある事情から、密かに狙われて

いたのだった。ジグロの娘かもしれぬ、この

若き頭を守って、ロタへと旅立つバルサ。草

原に響く“風の楽人”の歌に誘われて、バ

ルサの心に過去と今とが交叉するとき、ロ

タ北部の歴史の闇に隠されていた秘密が、

危険な刃となってよみがえる。 

 

913-ｶ 思い出が消えないうちに 
川口俊和 著 サンマーク出版 
伝えなきゃいけない想いと、どうしても

聞きたい言葉がある。心に閉じ込めた思い

出をもう一度輝かせるために、不思議な喫

茶店で過去に戻る４人の物語。『コーヒーが

冷めないうちに』シリーズ 

 

913-ｸ 青少年のための小説入門 
久保寺健彦 著 集英社  
落ちこぼれヤンキーといじめられっ子中

学生が、小説界に殴り込み!?小説家を目指

すデコボココンビの奮闘を描く、渾身の青

春長編小説。 

 

913-ｺ 秩父あやかし案内人 困った時
の白狼頼み  
香月沙耶 著 宝島社  

夢を諦め故郷の秩父に帰ってきた晴人は、

ひょんなことから秩父が舞台の映画ロケを

手伝うことに。―が、肝心の脚本家が行方不

明になってしまう！彼を捜し秩父の神社を

巡る中、晴人は不思議な白狼・ハクと出会う。

「小豆飯を寄越せ」「依り代なしでは動けな

い」とワガママを言うハクに狼の着ぐるみ

を着せ探索を続けるうち、次々と起きる不

思議な事件。どうやら、あやかし達が“悩み

を抱えた人々”に何か悪さをしているよう

で…？見習い案内人、秩父を平和に導く！ 

 

913-ｻ 昭和少女探偵團  
彩藤アザミ 著 新潮社  

和洋折衷文化が花開く昭和６年。女学校

に通う花村茜と級友たちに怪文書が届いた。

疑われた親友を庇う茜の耳に凛とした声が

響く。―「やれ、アリバイがないのは僕も同

じだぞ」。謎めいた才女・夏我目潮だった。

鮮やかに事件を解決する彼女に惚れ込んだ

茜は、天才で変人の丸川環も誘い、探偵團を

結成するのだが。乙女の園で繰り広げられ

る昭和本格レトロ青春ミステリーここに登

場！ 

 

☆913-ｻ 声なき蟬 上・下 
佐伯泰英 著 双葉社  

直心影流の達人坂崎磐音の嫡子空也は十

六歳で武者修行の旅に出た。向かったのは

他国者を受け入れない“異国”薩摩。そこ

に待ち受けるのは精霊棲まう山嶺と、国境

を支配する無法集団の外城衆徒。空也は名

を捨て、己に無言の行を課して薩摩国境を

目指す。出会い、試練、宿敵との戦い…若武

者の成長を描いた著者渾身の青春時代小説

が登場。 

 

913-ｼ すべての神様の十月 
小路幸也 著 PHP研究所 
貧乏神、福の神、疫病神……。人間の姿を

した神様があなたの側に!? 八百万の神々

とのささやかな関わりと小さな奇跡を描い

た連作短篇集。 

 

913-ﾅ 50%のユーレイ  
長山新 著 双葉社  

「魂のある期限内に、ある人間の縁を結

ぶ。縁を結ぶのは花びらみたいな―」事故で

生死の境を彷徨っていた少女は、目の前に

現れた死神と自分の身体に戻るための契約

をした。透明の仮幽霊になった少女だが、偶

然出会った少年・添島だけは、なぜか少女の

姿が見える。徐々に、お互いの優しさに惹か

れていく二人だが、ある日、少女は添島の胸

に花びらのような痣を見つけた。やがて少

女は、添島の縁を結ぶ相手を知ることにな

る―まさかのラストに、涙が止まらない！ 

 

913-ﾋ 小夏と麦の物語  
飛騨俊吾 著 双葉社  

あるきっかけから殺処分寸前の犬「小夏」

を引き取った真央。仕事も恋もうまくいか

ない毎日に、小夏がリズムを与えてくれる

『ニューサマーオレンジ』。野良猫「麦」と

暮らす夫婦に訪れた試練。生への希望と儚

さを描いた『麦ねこ』。人間に寄り添う「小

さな命」との温かくも穏やかな日々を描く

中編小説二編を収めた感動の物語。 

 

913-ﾋ 世にもふしぎな動物園 
東川篤哉ほか 著 PHP研究所  

ペンネームの一部に「動物」が隠れた人気

作家による、それぞれの動物をテーマとし

た異色の短編集。バラエティに富んだ五作

を収録。 

 

913-ﾓ みかづき  
森絵都 著 集英社  

昭和３６年。放課後の用務員室で子供た

ちに勉強を教えていた大島吾郎は、ある少

女の母・千明に見込まれ、学習塾を開くこと

に。この決断が、何代にもわたる大島家の波

瀾万丈の人生の幕開けとなる。二人は結婚

し、娘も誕生。戦後のベビーブームや高度経

済成長の時流に乗り、急速に塾は成長して

いくが…。第１４回本屋大賞で２位となり、

中央公論文芸賞を受賞した心揺さぶる大河

小説 

 

 


