
  

【教養】002-ﾆ 現役東大生の世界一
おもしろい教養講座 正しく未来を見通すた
めの「地理的思考」入門  
西岡壱誠 著 実務教育出版 

知識をつなげて「世界を正しく見る力」が

つく。身の回りから世界経済、国際社会、そ

して歴史的偉業まで。地上のあらゆるデキゴ

トから生まれる、驚きのストーリー。 

 

【14 心理学】 
140-ﾍ ひと目でわかる心のしくみとはた
らき図鑑 
ジョー・ヘミングス 編 創元社  

心の病を支援する臨床心理学をはじめ、身

近な人間関係から学校、職場、地域社会、産

業・文化など、心理学の関わる広大な領域を、

カラフルなイラストと簡潔な解説でやさし

く学べるビジュアル図鑑。 

 

141-ｶ 〈図解〉他人を攻撃せずにはいら
れない人 職場、家庭の困った人から身を
守る処方箋 40 : 「害になる人」-その避け
方、言い返し方、つきあい方  
片田珠美 著 PHP 研究所  

陰湿な上司、生意気な部下、マタハラ、セ

クハラ、セレブ気取り、いじめ、友達のふり

をして攻撃する人…。嫌な人の精神構造と対

処法がわかる！イラストと図解で面白さ２

００％パワーアップ！ 

 

【生き方】159-ｱ これからを生きる君へ 
天野篤 著 毎日新聞出版 

医学部を目指して３浪、そして…天皇陛下

の執刀医へ！！どうすれば心が折れないの

か？「ブレない軸」の作りかた。「ピンチを

チャンスに！ 

 

【日本史】210-ﾓ 英語で案内する日本の
伝統・大衆文化辞典  
森口稔 編著 三省堂  

日本を案内するすべての人に。日本を究め

るすべての人に。インバウンド観光ガイドに、

日本研究の傍らに。新旧の日本文化・社会を

英語で案内・説明するための、固有名詞を含

む８６００項目を立項。 

 
【29 地理】 
ナショナルジオグラフィック 世界の国 
アフガニスタン  イラク インド イラン 
イスラエル  韓国  中国  トルコ 
ベトナム  ラオス アイルランド  イギリス 
イタリア   ギリシャ スペイン  ドイツ 
スウェーデン   ロシア ポーランド  
ポルトガル エジプト  ケニア ナイジェリア 

アメリカ  カナダ キューバ   グアテマラ 
ジャマイカ  メキシコ コロンビア ブラジル 
ペルー  オーストラリア ニュージーランド 
ほるぷ出版 
 

【社会】302-ｲ 池上彰の世界の見方 中
国・香港・台湾  

池上彰 著 小学館  

「反日」「反中」を鵜のみにしない、偏見を

捨てよ、客観的な国際感覚を磨け！渾身の授

業録！！ 

 

【31 政治】 
310-ﾌ 図解はじめて学ぶみんなの政治  
アレックス・フリス, ほか 晶文社 

政治なんてつまんない！だけど政治がな

かったら、実際どうなると思う？身近なもめ

事から国際問題まで、政治のしくみを豊富な

イラストでいきいきと解説！ 

  

312-ｼ 地図で読む「国際関係」入門 
眞淳平 著 筑摩書房 

日本を取り巻く世界情勢が緊迫している。

事態の状況やその地理的・歴史的背景を豊富

な地図や資料で整理して解説する。この一冊

で、国際関係早わかり！ 

 
316-ﾊ 内戦の地に生きる フォトグラファ
ーが見た「いのち」  
橋本昇 著 岩波書店 

貧困、飢餓、民族対立のなかで「死」と隣

り合わせに暮らす人々の「生」を撮り続けた

フォトグラファーが生きることの意味を問

う。 

 

【32 法律 国際関係】 
320-ﾔ こども六法 
山崎聡一郎 著 弘文堂  

いじめ、虐待に悩んでいるきみへ。法律は

みんなを守るためにある。知っていれば大人

に悩みを伝えて解決してもらうのに役立つ

よ！きみを強くする法律の本。 

 

329-ﾐ 世界で活躍する仕事 100 10 代
からの国際協力キャリアナビ  
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング 編 
東洋経済新報社  

やりたいこと、必ず見つかる！キャリアパ

ス、難易度、給与水準から待遇まで、すべて

を掲載！使いやすさ抜群の３部構成。 

 
【361 コミュニケーション】 
361-ｼ 人を傷つける「言い方」元気にす
る「言い方」  
渋谷昌三 著 新講社  

話し方ひとつで、人生が変わる。誤解され

ない、信頼される、チャンスが来る 

 
361-ｼﾞ 謝る力 「伝える言葉」が人の心
を動かす時  
城島徹 著 清水書院  

人はどう謝罪と向き合うべきか、謝罪の流儀

を解き明かす。 

 

 

 

 

 
 
 

冬はぬくぬくしながら本を読もう! 
期末試験お疲れ様でした。２学期の総まとめの試験はいかがでしたか？ 

今年も残すところ、あと 20 日。試験も終わり、心に余裕のある今こそ、読んでみたかった

本や自分の将来を見つめた本を読んでみませんか。シリーズものに挑戦するいい時期でも

あります。コタツでほっこりしながら、読書を楽しんでみませんか。 

図書委員会がクリスマス会を 12 月２３日（月）の放課後に企画しています。 

かなり楽しいので、ぜひ、参加してくださいね。申し込み、待ってます❤ ｂｙ司書 

図書館だより 
２０１９－№９ 

令和元年 1２月 11 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 ☆リクエスト 

展示のお知らせ 

展示ケース 「人を思う心を育てよう」と題して 
  人権週間（１２/４～１２/１０）をテーマに展示しています 

さまざまな人権課題について考える機会にしてください。 

 

館内展示  12 月 1 日の「世界エイズデー」、「エイズ」をテーマに展示しています。 

 

返却期限が過ぎている本を持っている

人は、返すか、貸出延長の手続きをし

てください！ 



【社会保障】364-ｲ #社会保障、はじめま
した。 高校生・大学生がポジティブに語っ
てみたら、 
猪熊律子 著 SCICUS 

高社会保障教育に悩まれている現場の先

生。若者に何がわかるのかと議論をしてみた

い方々。社会保障を国民にどう「自分事」化

させればいいのか分からない厚生労働省の

方々、または各自治体の方々におすすめ。 

 

【仕事】366-ｷ 化学のしごと図鑑  
きみの未来をさがしてみよう  
近畿化学協会 編 化学同人  

教育・研究から販売・管理、意外な職業ま

で、３０のさまざまなしごとを紹介。 

 

【性問題】367-ﾜ 性の多様性ってなん
だろう? 
渡辺大輔 著 平凡社  

あなたの“性”はなんですか？“ＬＧＢ

ＴＱ＋”？“ふつう”？さまざまな性のあ

り方を通して“私”について考えよう。 

 

【教育】370-ﾄ 勉強するのは何のた
め? 僕らの「答え」のつくり方  
苫野一徳 著 日本評論社  
「正解」のない問いに「答え」を出す！思考

のワナを脱けだし、だれもが「なぁるほど！」

と思える道を見つけるために。 

 

【風習】382-ｵ イラストでみる戦国時代の
暮らし図鑑  
小和田哲男 監修 宝島社  

歴史小説や大河ドラマでは描かれること

がない、ミクロ目線の戦国時代の暮らしぶり

を、豊富なイラストでわかりやすく解説。 

 

【４３ 化学】 
430-ﾌ ロウソクの科学  
ファラデー 著 岩波書店  

一本のロウソクに火をともせば、深遠な科

学の世界への扉が開く。製本工から夢を叶え、

偉大な科学者になったファラデーが、実験を

くりひろげる名講義。 

＊ノーベル化学賞を授業した吉野彰さんの
おすすめ本！ 
 
430-ｵ 「ロウソクの科学」が教えてくれるこ
と 炎の輝きから科学の真髄に迫る、名講
演と実験を図説で  
マイケル・ファラデー, SB クリエイティブ 

もし１９世紀にノーベル賞があったら、こ

の人は幾度も受賞したはず…。そう言われて

いる化学・物理学者のファラデー。彼の歴史

的な講演の記録をもとに、写真や図解、補足

などを交えて紙上に再現した１冊。 

 

【医学 491-ﾔ 山中伸弥人体を語る 
NHK スペシャル『人体』  NHK スペシャル
『人体』取材班 編 日本放送協会 

小学館クリエイティブ 小学館 ノーベル

賞受賞者が人体の不思議、再生医療の現状と

未来、生命科学の魅力について語った。明か

されたｉＰＳ細胞誕生の裏話！ 

 
498-ｻ 走れナース 「白衣奮闘記」 
齋藤理江 著 春秋社  

全力看護２５時。患者さんに寄り添って、

看護師生活４２年。いつも明るく、まっしぐ

ら。今なお“尼ナース”として活躍する姿。 

 

【726 マンガ】 

726-ｱ-21 この音とまれ! 21 
アミュー 著 集英社 

愛たちは一英高校の演奏に刺激を受け、練

習の質あげる取り組みを始めるが･･････。 

 

☆726-ｵ お別れホスピタル ２，３ 
沖田×華 著 小学館  

終末期病棟で働く看護師･辺見の物語。 

 

☆726-ｵ-8 透明なゆりかご  
産婦人科医院看護師見習い日記 8 

沖田×華 著 講談社  
「産む」「産まない」その狭間で揺れる女性

の想いは？真実の産婦人科医院物語。 

726-ｺ-31 あさひなぐ 31  
こざき亜衣 著 小学館  

インターハイ団体ベスト８、いざ、持てる

すべてを尽くし合う闘いへ!! 

 

【言語】816-ｲ 思考を鍛えるレポート・論
文作成法 
井下千以子 著 慶應義塾大学出版会 

初歩から応用まで、本物の「書く力」「考

える力」を身につける！書くことと考えるこ

とのサイクルを、常に意識できる。わかりや

すく解説。 

 

【913 日本の小説】 
913-ｲ 明日の僕に風が吹く 
乾ルカ 著 KADOKAWA 

罪悪感と絶望に押しつぶされ引きこもり

の日々を過ごしてきた有人は、北海道の離

島・照羽尻島で暮らすことに。島の生活に戸

惑い、時に反発しながらも、徐々に前を向き

始める。だが、突然の別れと残酷な真実が降

りかかり…。感動が胸を満たす、再生と成長

の物語。 

 

913-ｵ 祝祭と予感  
恩田陸 著 幻冬舎  

大ベストセラー『蜜蜂と遠雷』、待望のス

ピンオフ短編小説集！大好きな仲間たちの、

知らなかった秘密。全６編。 

 

913-ｵ 白銀の墟 玄の月 第三、四巻 
小野 不由美 著  新潮社 

十二国記、待望の新刊。載国の命運は終焉

か開幕か！ 

 

913-ﾊ 徳治郎とボク  
花形みつる 著 理論社  

死を知ることは、生を知ること。悪童だっ

たお祖父ちゃんから、無言のエンディングメ

ッセージ。 

 

913-ﾏ 人間  
又吉直樹 著 毎日新聞出版  

38歳の誕生日に届いた、ある騒動の報せ。

何者かになろうとあがいた季節の果てで、か

つての若者達を待ち受けていたものとは? 

 

913-ﾓ マレスケの虹  
森川成美 作 小峰書店  

第二次世界大戦期のアメリカ・ハワイ。日

系二世の少年マレスケは、よろず屋を営む祖

父の元で貧しくも平和に暮らしていた。だが、

1941 年 12 月、日本軍による真珠湾攻撃

を境に環境は激変してしまう……。 

 

913-ﾖ I の悲劇  
米澤穂信 著 文藝春秋 

一度死んだ村に、人を呼び戻す。それが「甦

り課」の使命だ。徐々に明らかになる、限界

集落の「現実」！そして静かに待ち受ける「衝

撃」。 

 

913-ﾖ 南西の風やや強く  
吉野万理子 著 あすなろ書房 

親に言われるがまま、難関中学をめざし、

勉強づけの日々を送っていた伊吹。夏の夜、

の出会いが、伊吹を変えていく…！ 

 

933-ﾘ 子犬たちのあした ロンドン大空襲 
ミーガン・リクス 作 徳間書店  

犬のミスティは、空襲におびえて逃げこん

だ地下鉄の駅で子犬を２匹産んだ…。戦時下

のロンドンを人間と動物の関わりから描く。 

１０代の“リアル”な悩みにこたえる３

つのストーリー。E テレ「オトナノベル」 

 
913-ﾀ SNS トラブル連鎖  
髙橋幹子, みうらかれん 著 金の星社 

 
913-ﾅ 仮面シンドローム  
長江優子, 陣崎草子 著 金の星社
  

 
913-ﾐ 自分コンプレックス  
みうらかれん, 長江優子 著 金の星社
  


