
【台湾関係の本】 研修旅行の予習に 
222-ｼ 図説台湾の歴史  
周婉窈 著  平凡社  

台湾の先史時代から現代まで、ビジュア

ルな資料を掲げながら一貫して記述した台

湾通史。 

 

222-ﾀ あなたとともに知る台湾  
近現代の歴史と社会  

胎中千鶴 著 清水書院 
台湾と日本は、苦難の歴史をのり越え、

「友だち」といえる親密な関係を築いた。

「ふたり」が共に歩んでいくために何が必

要か。 

 

292-ﾀ 台湾見聞録 日本が残した足跡
を訪ねて : 完全保存版 三栄  

台湾の、日本統治時代の息吹が感じられ

る建物や場所などを紹介。李登輝のインタ

ビューや、戦前から現代に至る激動の台湾

史、秘蔵写真で見る若き昭和天皇の足跡な

ども収録する。 

 

292-ﾀ 台湾 高雄・台南・花蓮・台北 
[2018]  JTB パブリッシング 
 北、花蓮・台中、高雄・台南の見どころ、

グルメ、ショッピングなどをガイド。台北か

ら日帰りで行ける近郊の街も紹介。表紙を

広げると地図になる「まきまきＭＡＰ」付き。 

 

292-ﾀﾞ 地球の歩き方  台湾  
地球の歩き方編集室 編集 ダイヤモンドビ
ッグ社  
 台湾の見どころ、アクセス、ショッピング、

ホテルなどの情報を満載したガイドブック。

絶景で巡る最強プランやグルメを特集する

ほか、旅の準備と技術も掲載。折り込みマッ

プ付き。 

 
292-ﾀ-2021 台湾 mini '21  
昭文社  

 北の食べる・観る・買うを中心に、台湾の

観光をガイド。取り外せる街歩きＭＡＰ（ク

ーポンあり）、地図と電子書籍をダウンロー

ドできるＱＲコード等付き。 

 

292-ﾌ 台湾へ行こう! 見えてくる日本と
見えなかった台湾  
藤田賀久 著 えにし書房  

 台湾の至る所に残る「過去の日本」に気づ

けば、日本と台湾の深い結びつきに足を止

めたくなる。台湾の社会や歴史を一歩踏み

込んで考える、スタディーツアーのための

ガイドブック。 

 

292-ﾙ-2021 るるぶ台湾 '21  
JTB パブリッシング  

台湾の外せないスポットを厳選紹介。台

北のモデルコース、台湾ローカル旅等もガ

イド。取り外せるクーポン付き台北便利Ｍ

ＡＰなど３大付録、スマホで見られる２大

特典付き。 

 

302-ｱ 台湾・台南そして安平! 日本公
務員の駐在日記  
阿部真行 著 上毛新聞社  

群馬県みなかみ町役場職員が、台湾で政

府顧問に！？ 台湾の行政機関で働く唯一

の日本人公務員である著者が、日本と台湾

の交流のため奮闘する中で見つけた「地方

自治体でもできる実践的な国際交流」の事

例を写真も交えて紹介。 

 

302-ｱ 台湾を知るための 60 章 
赤松美和子, 若松大祐 編著 明石書店 

中華民国と台湾との絡まる現状維持、五

権分立の中華民国の主権と統治権、多文化

主義先進地域における原住民の存在感、日

本との関係…。台湾の政治と経済、社会、文

化と芸術、対外関係などを論じる 

 

302-ｽ しぶとく生き残る台湾 企業・教
育・家庭-日本が目覚めるための逆転発想 
菅原明子 著 成甲書房 

パワフルな台湾を徹底取材し、日本再生

のヒントを探る。 

 

367-ﾐ 台湾の若者を知りたい 
水野俊平 著 岩波書店  

日本と台湾が良好な関係を維持していく

ためには、日本人が台湾人の日常生活や考

え方にもっと関心を持つ必要がある。台湾

生まれ台湾育ち、台湾の都市部に住む標準

的な若者の生活事情を紹介する 

 
596-ﾇ 台湾のあまいおやつ 
沼口 ゆき 著 文化出版局 

本場の味を再現しつつ、家庭でつくりや

すいように工夫した、台湾のあまいおやつ

のレシピを紹介する。 

 
596-ﾜ 台湾スイーツレシピブック  

現地で出会ったやさしい甘味  
若山曜子 著 立東舎  

甘さ控えめ、体がよろこぶ、身近な素材を

たっぷり使った台湾スイーツを紹介します。 

828-ﾊ 台湾 台湾中国語+日本語・英
語  
大田垣晴子 画と文  JTB パブリッシング 

台湾への海外旅行に役立つ会話フレーズ

と単語を、イラストとともに日本語・台湾中

国語・英語の３カ国語で紹介する。外国語で

のコミュニケーション作りに役立つ会話集。

カバー裏面に「日本語の５０音」付き。 

 

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
【郷土】097.4-ﾀ 旅の図案帖  

萩と石見を写真で綴る  
今井印刷 今井出版  

ゆたかな自然と人々のぬくもりのつまっ

た萩・石見エリアを、美しい写真と英文併記

で紹介。みどころやグルメ、宿泊ガイドや、

コラムも収録。 

 

【法律】321-ｴ 僕らが生きているよのなか
のしくみは「法」でわかる 13 歳からの法学
入門 遠藤研一郎 著 大和書房 

いじめって犯罪？ インスタにウソの投

稿をしたら？ １０代から大人までおさえ

ておきたい法律の基礎を、身近で起こりそ

うな出来事を描いたストーリーマンガとい

っしょにわかりやすく解説する。 

 

【職業案内】 

317-ﾆ 日本のカッコいい公務員図鑑  
なりたい職業 No.1 
秋山謙一郎 監修 ; 開発社 編 主婦の友社 

公務員を目指すなら、生涯安定よりカッ

コよさで選べ！ 国の中枢を担う権威職か

ら教諭などの資格免許職、独立行政法人の

職員まで、１１８職の公務員をビジュアル

化して、難易度や将来性などとともに紹介。 

366-ｱ 大人になったらしたい仕事 「好き」
を仕事にした 35 人の先輩たち ２，３ 
朝日中高生新聞編集部 [編著]  
朝日学生新聞社  

子どものころの「好き」を仕事に結びつけ

た３５人のインタビューを紹介します。『朝

日中学生ウイークリー』『朝日中高生新聞』

連載から選んだ３５本をまとめる。 

 
366-ｽﾞ 5 分でわかる 10 年後の自分
2030 年のハローワーク  
図子慧 著 KADOKAWA  

５人の中学生がバーチャルリアリティで

「１０年後の仕事」を体験してみたら…。Ａ

Ｉが変える１０年後の未来を、ショートス

トーリーで紹介する。性格タイプでわかる

「ＡＩ時代のお仕事診断」付き。 

 

366-ﾅ-58 薬剤師になるには 
井手口直子 編著 ぺりかん社  

第一線で活躍する人たちの生きた仕事現

場を取材するほか、薬剤師の世界を、歴史・

具体的な仕事・医療現場での役割も含めな

がら解説。なるための適性や心構え、必要な

資格や進路なども紹介する。 

 

778-ﾆ アニメーターの仕事がわかる本 
業界の現実を教わってきました! 
西位輝実 著 玄光社  

アニメーターはどんな働き方をしている

のか。どんなことに苦労や楽しみがあるの

か。金銭事情やキャリア形成は。これからの

アニメーターに求められる条件は?。アニメ

業界のリアルな情報を会話形式で伝える。 

 

【災害】 
369-ﾀ ドキュメント豪雨災害  

西日本豪雨の被災地を訪ねて 
谷山宏典 著 山と溪谷社 

なぜ人は逃げ遅れるのか。気鋭のノンフ

ィクションライターによる渾身のドキュメ

ントで「西日本豪雨」の被災現場をリアルに

再現すると共に、災害心理学の専門家等へ

のインタビューを収録。 

 

369-ﾖ 孤塁 双葉郡消防士たちの 3・11 
吉田千亜 著 岩波書店  

原発が暴発・暴走するなか、地震・津波被

災者の救助や避難誘導、さらには原発構内

での給水活動や火災対応にもあたった福島

県双葉消防本部の消防士約７０名が、地元

消防の苦難と葛藤を初めて語る。 

 
 

2019 - №14 
令和２年３月 16 日 
三刀屋高校図書館 

時間がたっぷりあるから、本を読もう! 
 新型コロナウィルス感染症の影響で、部活や行事などがいつも通りにできない状況にな
っていますね。こんな時だからこそ、できることがありますよね。読書もその一つです。
「普段は部活で時間が無いから本が読めない」と言っているあなた、今ですよ!もうすぐ
春休み。新学年へ向けて、準備の時期です。自分を見つめて、将来を見据えて、準備して
はどうでしょうか?。 

そして、この号が今年度、最後の図書館だよりです。いつも読んでくれて、ありがとう
ございました。図書館はあなたのお役に立てたでしょうか。新年度に向けて図書館もいろ
いろ準備していきます。新学期を楽しみにしておいてくださいね。ｂｙ司書 
 

 

新着図書案内 ラベルの番号 書名 著者名 出版社の順 ☆はリクエスト  

図書館からのお知らせ 
〇春休みの⾧期貸出を始めています。 

冊数は無制限（好きなだけ）、返却期限は 4 月８日（新学期の始業式の日） 
〇春休み中は閉館しますので、本を借りたい人は 2４日【火】までに 

借りてください。 
図書館の入口前に返却 BOX を置きます。返却はそこへ入れてください。 

〇蔵書点検で６冊行方不明です。持っている人、見かけた人は、図書館まで 

持ってきてください。よろしくお願いします。 
０９３－ｋ この感動 この想い 
４１０－サ 天才たちが愛した美しい数式 桜井 進 著 

  ７７９－カ 図解マジックテクニック入門 カズ・カタヤマ 著 
  ７８３－ク 確実に上達するバレーボール 葛和 伸元 監修 
  ７８３－ハ 心を整える 長谷部 誠 著 

 ９１３－ア ラスト・イニング あさの あつこ 著 



【３６９ 福祉 障がい者 高齢者 幼児】 
369-ｳ マンガで学ぶ対人援助職の仕事 
在宅介護と介護予防をめぐる人々の物語 
植田寿之 著 ; 青野渚 漫画 創元社 

高齢者介護に携わる専門職が、仲間や地

域住民とともに成長する姿を描いたストー

リーマンガと要点解説で、高齢者の暮らし

と人生を支える対人援助スキルを学べる。 

 

369-ｴ わたしが障害者じゃなくなる日 難
病で動けなくてもふつうに生きられる世の
中のつくりかた  
海老原宏美 著 旬報社  

わたしが病気であることと、「障害がある」

ことは、別のこと。わたしの生きづらさをつ

くりだしているのは、この世の中、この社

会?。難病をかかえる著者が、これまでの経

験とともに、障害のみかたが変わるメッセ

ージを送る。 

 

369-ﾐ  真夜中の陽だまり  
ルポ・夜間保育園  

三宅玲子 著 文藝春秋  

認可夜間保育園はなぜ増えないのか。深

夜子どもを預けて飲食店や風俗などで働く

親と、その親を支える保育に取り組んでき

た福岡の「どろんこ保育園」を長期にわたり

密着取材。そのありようを紹介する。 

 
【生物】467-ｲ もうすぐいなくなります  

絶滅の生物学  
池田清彦 著 新潮社  

地球上に現れた生物の９９％はすでに絶

滅。人類はいつ消える？ 生物の絶滅の原因

やプロセスを探り、「進化」や「生物多様性」

が「絶滅」と深い関係にあることを明らかに

する。２０１８年開催の新潮講座をもとに

単行本化。 

 

【動物】481-ｲ 生き物の死にざま 
稲垣栄洋 著 草思社  

生きものたちは、晩年をどう生き、どのよ

うにこの世を去るのか。子に身を捧ぐハサ

ミムシ、海と陸の危険に満ちた一生をおく

るウミガメ…。生命の最後の輝きを描く、哀

切と感動の２９話を収録。生きものイラス

トも掲載する。 

 

【４９ 医学】 
491-ﾅ 40℃超えの日本列島でヒトは生
きていけるのか 体温の科学から学ぶ猛暑
のサバイバル術  
永島計 著 化学同人 

夏が暑いのは当たり前。だが、体温以上の

「命に関わる危険な暑さ」に人体は対応し

ていけるのか？ 「人間の体温調節」のしく

みに焦点を当て、さまざまな側面からその

精緻なメカニズムを解き明かす。猛暑を乗

り切る知恵が満載。 

 
493-ｱ ぼくらの中の「トラウマ」  

いたみを癒すということ  
青木省三 著 筑摩書房 
いじめ、災害、犯罪、死別…。人生の大変な

出来事と、それに対する心のいたみ、トラウ

マについて、そのメカニズムや心の働きを

解説。また、トラウマとの向き合い方や対処

の方法を、豊富な事例とともに紹介する。 

 

【料理】596-ﾏ ゆーママの"何度も作って
たどり着いた"かんたん焼き菓子レシピ 
松本有美 著 KADOKAWA 

バナナパウンドケーキ、スノーボールク

ッキー、ガトーショコラ…。お菓子作りが初

めての人でも失敗せずに作れる、手に入れ

やすい材料と道具を使った焼き菓子レシピ

を紹介します。冷凍保存法も掲載。 

 

【広告】674-ﾊﾟ 千客万来!地域・施設に
人を集めるコピーとグラフィックス 
パイインターナショナル 編著 パ イ イ ン タ
ーナショナル  

地域・施設の魅力を伝えるには、誰に、何

を、どうアピールすればいいのか？ コピー

とビジュアルが相まって、思わず“その場所”

に行きたくなる優れた広告作品を、九州・沖

縄地方から北海道・東北地方まで幅広く紹

介する。 

 

【７２６ マンガ】 
726-15 銀の匙 15  
荒川弘 著  小学館 

ついに八軒たちがエゾノーを卒業。 

それぞれの未来へと歩み出す——！ 

大ヒット酪農青春グラフィティ、 

堂々完結！ 

 

726-ｺ-37 宇宙兄弟 37  
小山宙哉 著 講談社 

日々人がレスキューミッションのクルー

として月にやってくるという朗報に、兄と

しての喜びと地球帰還への希望を感じる六

太。一方で、術後のベティを含むジョーカー

ズ A チームは、ISS で地球帰還のタイミン

グを待っていた。しかしそこで、思いもよら

ないトラブルが発生し…！？ジョーカーズ

は、全員そろって無事に地球に帰還するこ

とができるのか…！？ 

【７８スポーツ】 
783-ﾜ だから僕は練習する 天才たちに
近づくための挑戦  
和田毅 著 ダイヤモンド社 

なぜ“ふつうの野球少年”が才能ひしめく

「松坂世代」のなかで戦い続けてこられた

のか？ 福岡ソフトバンクホークス「思考派

サウスポー」和田毅が、“不器用さ”を武器

にして、自分を高め続ける方法を公開する。 

 

785-ﾏ バタフライ  17 歳のシリア難民
少女がリオ五輪で泳ぐまで  
ユスラ・マルディニ, ジョジー・ルブロンド 
著 ; 土屋京子 訳 朝日新聞出版  

シリア出身の競泳選手、ユスラ・マルディ

ニ。内戦の続く祖国を逃れ、ヨーロッパへ渡

って難民となり、ドイツに受け入れられ、難

民アスリートとしてリオデジャネイロ・オ

リンピックに出場するまでの道のりを綴る。 

 

【８言語】 
817-ｱ AI に負けない子どもを育てる 
新井紀子 著 東洋経済新報社 

ＡＩが苦手な読解力を人間が身につける

には。小・中学校で成果をあげている授業・

取組みを公開。読解力を身につける方法と

ともに、親や学校ができることを提言する。

リーディングスキルテスト＆切り取って使

う解答用紙付き。 

 

837-ﾅ アメリカで生活する英語表現集
長井千枝子 著 ベレ出版  

アメリカでの暮らしに必要な生活情報と、

さまざまなシーンでの豊富な英語表現を収

録。携帯電話やＳＮＳ、荷物の送り方など最

新の情報を取り入れた改訂新版。ＭＰ３フ

ァイル形式の音声ダウンロードサービス付

き。 
 

☆880-ﾋ ゼロからスタートロシア語 文法
編 
匹田剛 監修 ; 佐山豪太, 光井明日香, 
後藤雄介, 宮内拓也, ツォイ・エカテリーナ, 
ヴァフロメーエフ・アナトリー 著 J リサーチ
出版  

ロシア語の基礎をゼロから身に付けるた

めのテキスト。文字の読み方や発音、文法の

基本をビギナーにも分かりやすく解説。書

き込み式の練習問題も掲載。音声を収録し

たＣＤ、音声をダウンロードするためのシ

リアルコード付き。 

 

☆880-ﾕ 基礎からレッスンはじめてのロシ
ア語 オールカラー : イラストでパッと見て

わかる!  
柚木かおり 著 ナツメ社 

あいさつからさまざまな基本フレーズ、

旅行の場面定番フレーズまで、初級ロシア

語の文法やフレーズを、豊富なカラーイラ

ストとともにわかりやすく紹介する。シー

ン別にそのまま使えるフレーズが満載。音

声を収録したＣＤ付き。 

 

☆887-ｵ  ３パターンで決める日常ロシア
語会話ネイティブ表現  
大山麻稀子, 須藤アレキサンドラ 著 ; 徳
永晴美 監修  語研  

ロシア語のネイティブ・スピーカーが毎

日何気なく使っている簡単フレーズを集成。

「こんなときはこう言う」「言えそうで言え

ない」表現などを、目的別に３通りの言い方

で紹介。シャドーイング練習に役立つＣＤ

付き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ひらいて』 綿矢りさ著 新潮社 

 女子高生の「愛」が、哀しい

眼をした地味な男子「たとえ」

に恋をするお話。でも、たとえ

には彼女がいて･･････。 

 ＊この小説は、読んでいて 

すごく「人間らしさ」を感じられま

す。自分たちと同世代の愛の思

春期の恋には、共感できるとこ

ろがいくつかあるし、読みやす

いので、おすすめです。 

 

『colorful（カラフル）』森絵都著 講談社 

 大きな過ちを犯し、一

度死んだ魂は生まれ変

われないが、抽選で生ま

れ変われる再挑戦のチ

ャンスが与えられる。そ

の修行は･･･。 

＊ぼくが自分の正体に気

づく場面が印象的。 

字が大きくて読みやすい。

おもしろいので普段読ま

ない人にもおすすめです。 

【913 日本の小説】 
913-ﾄ 線は、僕を描く  
砥上裕將 著 講談社  

両親を事故で失い、喪失感の中にあった

大学生の霜介は、バイト先で水墨画の巨匠・

篠田湖山と出逢った。なぜか湖山に気に入

られた彼はその場で内弟子にされてしまう

が、湖山の孫・千瑛は、それに反発し…。【メ

フィスト賞（第５９回）】 

 

913-ﾋ 超・殺人事件  
東野圭吾 [著] KADOKAWA  

行き当たりばったりに書き始めたが思い

つかない結末、うっかり使い回してしまっ

たトリック、褒めるところが見つからない

書評の執筆…。作家たちの俗すぎる悩みを、

ブラックユーモアたっぷりに描いた切れ味

抜群の８つの作品集 

 

【紀行】915-ｼ この道をどこまでも行くん
だ 
椎名誠 著  新日本出版社  

コブラの踊り、タクラマカン砂漠の白骨

林、アウシュビッツの今…。思いがけない不

思議な光景が満載！ 自然・人々への讃歌フ

ォト５０枚を、エッセイとともに収録する。 

 

 

 

 

『君は月夜に光り輝く』 

佐野徹夜著 メディアワークス文庫 

僕のクラスには、

「発光病」で入院し

た ま ま の 少 女 が い

た。月の光を浴びる

と体が淡く光ること

からそう呼ばれ、死

期が近づくとその光

は強くなるらしい。 

 

『君の膵臓がたべたい』 

住野よる著 双葉社 

偶然、僕が拾った１

冊の文庫本。それはク

ラスメイトである山

内桜良が綴った、秘密

の日記帳だった。 

 

＊『君は月夜に･･･』 

『君の膵臓を･･･』、 

どちらも泣ける小説な

ので、泣きたい人におすすめです。 

 

督促状を出します。 
返却期限が過ぎている本を持っている人

は早く返しましょう。 
スッキリして、新学年を迎えましょう。 
 

 

図書委員セレクト！普段本を読まない人におススメする 4 冊 

  

 

 


