
【生き方】159-ﾏ 弱さをさらけだす勇気 
松岡修造 著 講談社  
偽りの自分を脱ぎ捨てろ。本当の自分で勝

負しろ！羽生結弦、高梨沙羅、錦織圭、萩野

公介…僕がアスリートから受け取ったメッ

セージ。 

 
【２歴史 伝記 地理】 
210.7-ｽﾞ 図解で振り返る激動の平成史
三栄書房  
４００件のトピックで３０年分の人やモ

ノ、出来事をまとめて総決算 

 

281-ｲ 姫君たちの明治維新  
岩尾光代 著 文藝春秋  
百五十年前、お城やお屋敷の奥深くで蝶よ

花よと育てられた姫君たちを時代の大波が

襲った！悲しく、儚く、しかし、どこか逞し

い女性たち三十一人の明治維新物語。 

 

290-ｲ-2019 今がわかる時代がわ
かる世界地図 2019年版  
成美堂出版編集部 編集 成美堂出版 

 

291-ｲ-2019 今がわかる時代がわ
かる日本地図 2019年版  
成美堂出版編集部 編集 成美堂出版 

【３ 社会科学 ３６６職業紹介】 
302-ｲ 池上彰の世界の見方 朝鮮半島 
池上彰 著 小学館  

韓国・北朝鮮を理解するための必須知識 

 

302-ｳ 日本で 1日に起きていることを 
調べてみた 数字が明かす現代日本 
宇田川勝司 著 ベレ出版  

１日という時間を尺度にした数字に表し

てみることで、現代日本の意外な側面や驚き

の事実が浮かび上がってくる！自然現象か

ら日常の暮らしの中の出来事まで、現代日本

の実態が明らかに！ 

 

366-ﾅ-補 21 医薬品業界で働く 
池田亜希子 著 ぺりかん社 
安心して使える薬を届ける「医薬品」のス

ペシャリスト！薬の候補となる物質の発見

から、製造、輸送、販売まで、厳しいルール

に守られながら、安全・安心な「医薬品」を

私達のもとに届ける様々な仕事と“なり方”

を解説！ 

 

366-ﾉ わたしをひらくしごと  
野村美丘 取材・文 ; 藤田二朗 写真 
KTC中央出版  

働いて生きることには人の数だけ物語が

ある。仕事と人生が分かちがたく混ざり合う

１５のインタビュー集。 

 

【児童福祉】369-ｲ  漂流児童  
福祉施設の最前線をゆく  

石井光太 著 潮出版社  

レールを外された子供は、どのような世界

を生きているのか。女子少年院、児童養護施

設、赤ちゃんポスト、子供ホスピス、子供食

堂、発達障害、フリースクール。ノンフィク

ションの“革命児”が挑む児童福祉の現場。 

 

【３７教育】 
374-ｳ 調査報告学校の部活動と働き
方改革 教師の意識と実態から考える 
内田良ほか著 岩波書店  
勤務と意識の実態を、独自の全国調査デー

タから描き出す。 

 

375-ｺ じぶんで考えじぶんで話せるこど
もを育てる哲学レッスン  
河野哲也 著 河出書房新社  

課題を見つけ、考え、話す力は、学校や家

庭で身につけられる！何から始めればい

い？どう進めればいい？方法を丁寧に解説。 

 

376-ｺ 保育の自由  
近藤幹生 著 岩波書店 

新制度と新指針を正面から検討し、独自の

実践例も紹介しつつ、これからの保育の在り

方を提案する。 

 

【４自然科学 45地学 46生物学】 
404-ｲ 科学的とはどういうことか  

いたずら博士の科学教室  
板倉聖宣 著 仮説社  

手軽に確かめられるような実験を通して,

科学的に考え行動するとはどういうことか

を体験的に実感できる，科学的思考の入門書。  

 

458-ﾆ 石はなにからできている? 
西村寿雄 文 ; 武田晋一 写真 ; ボコヤ
マクリタ 構成 岩崎書店 
月の石は灰色、地球の石はいろいろ。なぜ

だろう？石ころは地球の花。「自然のしくみ」

「生き物のつながり」「多様な生き方」を伝

える本。 

 

460-ﾎ いのちとは何か 幸福・ゲノム・病 
本庶佑 著  岩波書店  
「いのちとは何か」は、永遠の問いとも言

える大問題です。いのちのダイナミズムと人

の幸福について、世界的に知られる免疫学・

分子生物学研究の第一人者が語ります。 

 

 

＊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-№１2 

平成３1 年２月 7 日発行 

三刀屋高校図書館 

  

二月は逃げる、三月は去る、どうする三学期！ 

一月が行ってしまいました。そして節分や立春も過ぎ、暦の上では春です。 
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2月 14日は図書館へ行こう！何か素敵なことがありますよ❤ 



【601地域創造】  
601-ｶ 地域の食をブランドにする! 食の
テキストを作ろう  
金丸弘美 著 岩波書店 
「食のブランド化」の基礎となるテキスト

の作り方や、バイヤー・消費者・マスコミ向

けのプロモーションの具体的な方法を紹介

する。多彩な事例から、地域創生のヒントを

提案。六次化産業・農商工連携を成功させる

ための必読書。 

 

601-ﾐ キーワードで読み解く地方創生 
みずほ総合研究所 編 岩波書店 
高齢化や東京一極集中が進む中、地方の活

路はここにある。各種統計資料など多彩なデ

ータや取材を踏まえ、４７の気になるキーワ

ードから地域の現状を解説。 

 

【流通】685-ｼ 物流危機は終わらない  
暮らしを支える労働のゆくえ  

首藤若菜 著 岩波書店 
私たちの暮らしや経済を支える物流。それ

を維持するためのコストは、いったい誰が負

担すべきなのか。問題提起の書。 

 

【７２絵画 ７２６マンガ】 
723-ﾅ 怖いへんないきものの絵 
中野京子, 早川いくを 著 幻冬舎 
『怖い絵』と『へんないきもの』が、まさか

の合体。不気味で可笑しい名画の謎に迫る！ 

 

726-ﾄﾞ 必修すぎる文学作品をだいたい
10ページくらいの漫画で読む。 
ドリヤス工場 著 リイド社  
 

726-ﾄﾞ 有名すぎる文学作品をだいたい
10ページくらいの漫画で読む。 
ドリヤス工場 著 リイド社  
 

726-ﾄﾞ 定番すぎる文学作品をだいたい
10ページくらいの漫画で読む。 
ドリヤス工場 著 リイド社  
 

【７８スポーツ】 
780-ﾓ おもしろい!スポーツの物理 
望月修 著 講談社  

スポーツの練習が変わる！観戦が１０倍

楽しくなる！チャレンジしてみよう！おと

なも知らない、わくわくする「物理」の授業。

小学上級から。 

 

783-ｺ 金足農 雑草魂の奇跡 
高校野球番記者有志の会 著 青志社  

野球の神様が作ってくれたドラマ！ジワ

ーッと心に染みる秋田と甲子園、“９人”野

球感動物語！吉田輝星くんの笑いと涙、感動

秘話も満載！ 

 

【茶道】791-ﾓ 日日是好日  
「お茶」が教えてくれた 15のしあわせ 

森下典子 著 新潮社 
お茶を習い始めて二十五年。気がつけば、

そばに「お茶」があった。季節を五感で味わ

う歓びとともに、「いま、生きている！」そ

の感動を鮮やかに綴る。 

 

【９１３日本の小説】 
913-ｱ ゆっくり十まで  
新井素子 著 キノブックス 
前世が雪女だった女の子、寂しい王妃様か

ら、車、消火器まで、個性豊かな主人公たち

の「だいすき」が詰まった一冊。かわいくて、

切なくて、ちょっと不思議な１５の物語。 

 

913-ｱ 玉依姫  
阿部智里 著 文藝春秋 
八咫烏（やたがらす）シリーズ第５弾！ 

ついに八咫烏の支配する異世界「山内」の謎

が明らかになる。 

 

913-ｲひゃっか! 全国高校生花いけバトル 
今村翔吾 著 文響社  

目指せ、「花の甲子園」！花を愛する女子

高生と大衆演劇の花形のコンビが頂点を狙

う！ 

 

913-ｴ 5分後に切ないラスト 
エブリスタ 編 河出書房新社 
「５分シリーズ」は、エブリスタと河出書

房新社が贈る短編小説シリーズ。すぐ読める

短さなのに、衝撃的に面白いものばかりです 

 

913-ｶ 2.43  清陰高校男子バレー部 
春高編  

壁井ユカコ 著 集英社  

この仲間で戦えるのは、今年の春高が最後。

だからこそ、負けられない。シリーズ史上最

も熱く、最も泣ける、最強の青春スポーツ小

説。 

 

913-ｶ 家康、江戸を建てる 
門井慶喜 著 祥伝社  

家康は湿地ばかりが広がる江戸をどのよ

うに開拓していったのか。ピンチをチャンス

に変えた究極の天下人の、日本史上最大のプ

ロジェクトが始まった！ 

 

913-ﾄ 零號琴（れいごうきん） 
飛浩隆 著 早川書房 
はるかな未来、秘曲“零號琴”が暴露する

美縟の真実とは？飛浩隆、１６年ぶりとなる

第二長篇。島根県出身。 

 

☆913-ﾆ 芙蓉の人  
新田次郎 著 文藝春秋 
明治２８年。富士山頂に気象観測所を設け

るために野中到は命を賭けて、冬の富士山に

登り、観測小屋にこもった。一人での観測は

無理だという判断と夫への愛情から、妻・千

代子は後を追って富士山頂に登る。明治女性

の感動的な物語がここにある。 

 

913-ﾓ 隣の席の佐藤さん  
森崎緩 著  一二三書房 

甘酸っぱくてキュンとくる、山口くんと隣

の席の佐藤さんの日常を描いた青春小説。 

 

☆913-ﾓ  熱帯  
森見登美彦 著 文藝春秋  

沈黙読書会で見かけた『熱帯』は、なんと

も奇妙な本だった！謎の解明に勤しむ「学団」

に、神出鬼没の古本屋台「暴夜書房」、鍵を

握る飴色のカードボックスと、「部屋の中の

部屋」…。東京の片隅で始まった冒険は京都

を駆け抜け、満州の夜を潜り、数多の語り手

の魂を乗り継いで、いざ謎の源流へ―！ 

 

913-ﾕ 緑と楯 ハイスクール・デイズ 

雪舟えま 著 集英社  

未来東京に生きる二人の男子高校生。じれ

ったいほど凸凹で、照れくさくなるほどピュ

アな恋の軌跡！ 

 

９13-ﾖ 本と鍵の季節  
米澤穂信 著 集英社  
図書室に持ち込まれる謎に、男子高校生ふ

たりが挑む全六編。 

 

【エッセイ】914-ｲ 食べごしらえおままごと 
石牟礼道子 著 中央公論新社 
食べることには憂愁が伴う。土地に根ざし

た食と四季について、記憶を自在に行き来し

ながら多彩な言葉でつづる豊饒のエッセイ。 

 

【外国文学】 
☆933-ﾛ クィディッチ今昔  
J.K.ローリング 著 静山社  

中世に端を発し、今では魔法界で大人気ス

ポーツとなったクィディッチの、歴史やルー

ルを伝える一冊 

 

☆933-ﾛ 幻の動物とその生息地 
J.K.ローリング 著  静山社 
魔法界の家庭において必ずと言っていい

ほど一冊は備えられている魔法動物ガイド

であり、世代を超えて読み継がれる大ベスト

セラー 

 

☆943-ﾍ  デーミアン  
ヘッセ 著 光文社  
少年の魂の遍歴と成長を見事に描いた傑

作。 


