
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【読書案内】 

019-ｼ 東大生の本の「使い方」 
重松理恵 著 三笠書房  
東大生は、読書で思考を広げたり、深め

たり、整理したりしている。東大生協で書

店員として働いていた著者が、東大生が実

際にやっている、本の「選び方」「読み

方」「活かし方」と、「東大生が買った本」

を紹介。 

 
【クイズ集】 
031-ｲ-2 東大生クイズ王・伊沢拓司の
軌跡 2  
伊沢拓司 著 セブンデイズウォー 
開成中・高から東大へ進学した、「高校

生クイズ」２連覇の伊沢拓司が明かす勝利

への方程式。いかにしてクイズと出会い、

その魅力を見出したのか、高校２年から高

校３年までの２年間をまとめる。秘蔵クイ

ズ問題も掲載。 

 

031-ﾐ 水上ノート：東大 No.1頭脳が作
った究極の「知力アップ」テキスト  

水上颯 著  KADOKAWA 

知識を使いこなせる人は「何を」「どう

やって」覚えているのか！？ 「東大王」

最強の男、水上颯がこれまでの学びの記録

をまとめたノートを公開。受験生から教養

を学び直したい人、クイズマニアまで必読

の一冊。 

 

031-ﾐ 天才頭脳・水上颯の「最強クイ
ズ全書」  
水上颯 著 KADOKAWA 
東大クイズ王・水上颯による完全オリジ

ナル・クイズ問題集。早押しクイズで読み

上げる問題文６００問を、初級・中級・上

級の難易度別に収録。中級・上級には解答

を補足する解説も併載する。 

 

【159 生き方】 
159-ｻ 本当の「頭のよさ」ってなんだろ
う? 勉強と人生に役立つ、一生使えるもの
の考え方 
齋藤孝 著 誠文堂新光社 
「頭がいい」とは脳の「状態」。頭のは

たらきのいい状態のときは、目の前の問題

が簡単に解決できるし、未来を楽しく創り

出していくことができる。頭のいい状態を

増やし、現実を変える力を手に入れる方法

を詳しく解説する。 

159-ｼ 志村流  
志村けん 著 三笠書房  

昨日より今日は、いい生活ができるかも

しれない。新型コロナウィルス感染症で、

思いがけず、逝ってしまった志村けんさん

が語る「人生」「仕事」。 

 

【伝記】289-ﾅ こちら、発達障害の世界よ
り 生きやすく生きることを求めて 
難波寿和 著 本の種出版 

自閉スペクトラム症とうつ病の当事者。

そして、子どもから大人までの療育とカウ

ンセリングに携わる心理士。ふたつの立場

を生きる著者が、発達障害特有の世界を語

るとともに、生きづらさを生きやすさへと

変える術を伝える。 

 

【２９地理】 
290-ｴ 世界から消えゆく場所  
万里の長城からグレート・バリア・リーフまで
トラビス・エルボラフほか著 
日経ナショナルジオグラフィック社  
水位が年間１ｍずつ低下し続けている死

海、明の時代に築かれた要塞のうち２００

０ｋｍが姿を消した万里の長城…。世界の

消えてしまった場所＆消えかけている場所

３７カ所を、地図や写真とともに解説。 

 

☆297-ﾆ 面白南極料理人  
西村淳 著 新潮社  

第３０次隊として昭和基地で越冬隊生活

を送り、今回は第３８次隊として、昭和基

地から離れること１０００ｋｍ、標高３８

００ｍ、平均気温マイナス５７℃・最低記

録気温マイナス７９．７℃の世界で最も過

酷な観測地帯と言われる「ドームふじ観測

拠点」通称「ドーム基地」で８名の隊員と

共に、越冬してきた著者が「南極ワンダー

ワールド」をまとめたものである。 

 

【3社会科学】 
304-ﾀ 時代へ、世界へ、理想へ  

同時代クロニクル 2019→2020  
髙村薫 著 毎日新聞出版 

政治腐敗は極を超え、社会システムは破

綻寸前。ウイルスが、気候変動が、地球環

境から個人の肉体、精神までおびやかす。

不穏な時代に確かな理想を手渡してくれ

る、根底的な思考による時評集。 

【経済】332-ﾔ 日本経済 30年史 
バブルからアベノミクスまで  
山家悠紀夫 著 岩波書店  
１９９０年以降低迷を続ける日本経済。

この間、企業業績や私たちの暮らしはどう

変化してきたか。豊富なデータで３０年間

の景気動向を分析。歴代政権の「改革」が

景気の腰を折り、日本経済をどう変質させ

たかを浮き彫りにする。 

 

【多文化共生】365-ｵ 芝園団地に住んで
います 住民の半分が外国人になったとき
何が起きるか 
大島隆 著 明石書店 
日本人と外国人が同じ場所で暮らすと

き、何が起きるのか。住民にはどのような

感情が生まれるのか?。住民の半数余りが

外国人、そのほとんどを中国人が占める埼

玉県川口市の芝園団地で暮らす、ひとりの

住民の記録。 

 

【366就労】 
366-ﾋ障がい者だからって、稼ぎがないと
思うなよ。 ソーシャルファームという希望 
姫路まさのり 著 新潮社  

賃金が当たり前って、おかしくない？ 

誰にとっても大事な、自立のための「お

金」の話。働いて、自立したい！ そんな

「当たり前」を実現させた、障害のある人

たちが働く「成功企業」があった！  

 

366-ﾜ 10年後に食える仕事食えない
仕事 AI、ロボット化で変わる職のカタチ 
渡邉正裕 著 東洋経済新報社 
ＩＴを中心とするテクノロジー進化で、

日本人の仕事はどう変わろうとしているの

か。仕事の未来を５カテゴリに分類して解

説し、どのようにキャリアをシフトすべき

かを説明する。 

 

【369 社会福祉】 
369-ｱ 障害者差別を問いなおす 
荒井裕樹 著 筑摩書房  

何が差別とされてきたのか、それに対し

ていかに異議を唱えたか。多様性が叫ばれ

る一方で、実際にはマイノリティへの不寛

容な価値観が噴出するなか、あらためて障

害者差別に向き合い、人間の尊厳に迫る。 

 

369-ｲ-2020 3.11 を心に刻んで 2020 
岩波書店編集部 編 岩波書店 
大震災から 9 年。震災を忘れないため

に、さまざまな立場の 300名を超える

筆者が綴ってきたウェブ連載。 

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  
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2020-№3 
令和２年７月８日発行 
三刀屋高校図書館 

自分の将来を考えよう！ 
期末試験が終わりました。手応えはどうでしたか？さて、3年生は自分の進路に

向かって進みだしています。自分の将来を見すえて、必要なことを頑張っています

ね。1，2年生も今から自分の将来をイメージして、準備していきましょう。そん

な皆さんを応援するため、図書館には 800 冊のキャリアコーナーがあります。 

今回はその中の主なシリーズを紹介します。 

お悩み相談、大歓迎❤ 図書館はいつでもあなたを応援しています。ｂｙ司書 

新刊の中から ☆☆司書イチオシ☆☆ 

366-ｲ なぜ僕らは働くのか 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと 
池上彰 監修 学研プラス  

仕事、お金、幸せ、ＡＩ、多様性、働きがい…。働くうえで考えるべきテーマをマ

ンガと図解で伝えます。これから社会に出る若者たち、仕事に向き合い悩む大人たち

が、未来に明るい希望を持てるように。そんな想いが込められた、温かくて前向きに

なれる一冊。 

 

☆学部・学科紹介 
進学を考えている人は、どんなことを学

びたいかで、行く学部や学科、大学は違
います。学部や学科をしっかり理解してか
ら、大学を選びましょう。 

 
〇大学の学科図鑑 
伝統ある定番の学科から新進気鋭の学科

を紹介。 

 

〇なるには Books  大学学部調べ 
文学部、看護学部・保健医療学部、 
理学部・理工学部、社会学部・観光学
部、工学部、教育学部、医学部、法学
部、経営学部・商学部、獣医学部、 
栄養学部、外国語学部、環境学部 
 
〇雑誌『蛍雪時代』付録に学部紹介の
冊子があります。 

☆職業紹介本 
〇なるには Books    

150 種類の職業が紹介され、どうやっ

たらなれるのか、その職についている人

のインタビューが載っているシリーズ。 

 

〇まるごとガイドシリーズ 
医療系 20 の業種が紹介されたシリー

ズ。 

 

〇医療・福祉の仕事 見る知るシリーズ 
10代の君の「知りたい」に答えます 
医療・福祉の専門職で活躍している人の

一日に密着。インタビューもあって、知

りたいこと満載です。 
 
〇会社のしごと １～６ 
売る仕事、取りまとめる仕事など会社に

ある様々な部署の仕事がわかるシリーズ 

〇しごと場見学！ 
病院、工場、学校、消防署、美術館、商店

街、遊園地、など、様々な職場で働く人たち

を紹介したシリーズ 

 
〇プロフェッショナル仕事の流儀  
様々な職業のプロフェッショナル達が自

分の仕事について語るシリーズ。 

 
〇目指す人のためのよくわかるハンドブック 
 栄養士、行政書士、税理士、学校の先生、
公務員など 30 種を紹介。 

 

このほかにも資格の取り方、いろんな職業

についている人の書かれた本や業界の事情

のわかる本、働くとはどういうことかがわか

る本を用意しています。 

自分が何になりたいのか、なぜその職業に

就きたいのか、しっかり考えてみよう。 

面接試験のときに必ず聞かれることですよ。 

 

 

今日から図書館前で､七夕飾りをします。 
短冊に願いごとを書いて飾りましょう 
 

 



369-ｶ  保育園に通えない子どもたち 
    「無園児」という闇  

可知悠子 著 筑摩書房  
日本全国に３歳から６歳児で 9.5 万人い

ると言われている無園児。保育園にも幼稚

園にも通えない｢無園児｣の家庭に潜む闇

を、丹念な研究と取材で明らかにした問題

作。駒崎弘樹氏との対談も収録。 
 
【37教育】 
376-ｲ 勉強大全  
ひとりひとりにフィットする 1からの勉強法 

伊沢拓司 著 KADOKAWA 
ひとりひとりにフィットした「勉強法」

を。東大生クイズ王が、最も大切なのに誰

も教えてくれなかった勉強の作法を、大学

受験をベースにレクチャーする。 

 

376-ﾂ 現役東大生が伝えたいやっては
いけない勉強法 
綱島将人, 橋本拓磨 著 学研プラス 
東大生が当たり前にやっている“逆算的

な勉強法”を紹介。受験勉強でハマりがち

な落とし穴、科目ごとの詳しい勉強法を伝

え、受験勉強や入試制度についての悩みに

答える。折込の「やってはいけない勉強法

リスト」付き。 

 

379-ﾐ 東大 No.1頭脳が教える頭を鍛
える 5つの習慣  
水上颯 著 三笠書房  

才能でも素質でもなく、習慣で頭は鍛え

られる。多方面で活躍する東大クイズ王

が、頭を鍛えるためにしている、勉強、読

書、記憶、時間、アウトプットの５つの習

慣を紹介する。「水上颯をつくった１０

冊」も掲載。 

 

【4自然科学】 
☆400-ﾏ-1 ホワット・イフ? Q1 、Q2 
ランドール・マンロー 著 早川書房  
人類総がかりでレーザーポインターで照

らしたら月の色は変わる？ 元ＮＡＳＡの

インターネットコミック作家が、ウェブサ

イトに投稿された突拍子もない、空想的な

質問に、物理と数学とマンガで答える。 

 

400-ﾐ 1分間サイエンス  

手軽に学べる科学の重要テーマ 200  

ヘイゼル・ミュアー 著 SB クリエイティブ 

物理学、化学、生物学といった科学か

ら、２００のテーマを厳選。１テーマ１ペ

ージ完結で、図も交えてわかりやすく解

説。 

【栄養】498-ｱ 管理栄養士が伝える
長生き食事術 人生 100年時代の「新・
栄養学」入門  
麻生れいみ 著 光文社 

「食」を変えればカラダと人生が変わ

る。明日の健康を手に入れる、未来の病気

のリスクを減らすための食事術を紹介。 

 

【医学】498-ﾓ いのちを救う災害時医療
森村尚登 著 河出書房新社 
災害大国・日本で起こる地震や台風など

の災害時に、どうやって「いのち」を救う

ことが出来るのか。体制作りから、個人個

人で何が出来るかまで、命を守る最前線の

取組みをまとめる。 

 

【ゴミ問題】518-ﾎﾟ ポリぶくろ、1 まい、す
てた ミランダ・ポール 文 ; エリザベ
ス・ズーノン 絵 さ・え・ら書房  
アフリカのガンビアの小さな村で、アイ

サトという女の人が破れたポリ袋を地面に

捨てました。やがてゴミは２枚に、１０枚

に、ついには１００枚に。ゴミの山に気づ

いたアイサトは、自分たちでなんとかしよ

うと立ち上がり…。 

 

【電子工学】549-ｱ 異端者たちの挑戦 ト
ヨタ発ベンチャー企業第一号苦闘の軌跡 
安部賛 著 幻冬舎 
クルマ屋が半導体で遊ぶな！ トヨタブ

ランドが通用しない、業界の洗礼が技術者

たちに火をつけた?。トヨタ自動車の新規

事業第一号ベンチャー・アドマテックス

が、半導体実装材料でトップシェアを勝ち

取るまでの苦闘の記録。 

 
【地域】601-ﾅ 最新地域商社の基本と仕
組みがよ～くわかる本 地方創生、地方経
済活性化の切り札!  
中村郁博 著 秀和システム 
地方創生、地方経済活性化の切り札であ

る地域商社について、求められる機能や設

計、運営のポイントなど、「稼ぐ力」と価

値を高める仕組みをわかりやすく解説。 

 

【マンガ】726-ｱ ナウシカ考  
風の谷の黙示録  

赤坂憲雄 著 岩波書店  

傑作マンガ「風の谷のナウシカ」を、一

篇の思想の書として徹底的に読み解く。 

 
☆726-ﾊ  ポーの一族 春の夢  
萩尾望都 著 小学館  

名作「ポーの一族」40 年ぶりの新作続

編！永遠の時を生きるバンパネラ（吸血

鬼）であるエドガーとアランは、1940 年

代戦火のヨーロッパ、イギリス郊外でナチ

スドイツから逃れてきたドイツ人姉弟と出

逢う・・・。そしてその出逢いが新たな運

命の歯車をまわす･･････。 

 

【写真】740-ｱ キャパとゲルダ  
ふたりの戦場カメラマン  

マーク・アロンソン, マリナ・ブドーズ 著  
あすなろ書房  
激動の１９３０年代、スペイン内戦を世

界に伝えた２人のカメラマン、ロバート・

キャパとゲルダ・タロー。夢と理想に燃

え、カメラを武器に革命に身を投じた、若

き２人の青春の物語。 

 

☆【茶道】791-ﾓ 好日日記 季節のよう
に生きる  森下典子 著  
パルコエンタテインメント事業部  

週に一回、「お茶」の稽古に通って４０

年。稽古場での会話、稽古中に心の中にわ

き起こった感情、日々思うことなど、季節

とともにめぐる茶道のお稽古の１年を綴っ

た記録。「日日是好日」の続編。 

 
【クイズ】798-ｲ 東大王・伊沢拓司の
最強クイズ 100 思考力、教養、雑学が一
気に身につく!  
伊沢拓司 著 KADOKAWA 
クイズ番組「東大王」で、圧倒的な知識

で次々とクイズを攻略する著者が書き下ろ

した、自信作１００問。世の中の見方がが

らりと変わる最強クイズの数々を、解説と

ともに収録する。 

 

【言語】804-ｶ わたしの外国語漂流記  
未知なる言葉と格闘した 25人の物語 
河出書房新社 編 河出書房新社 
外国語はシビアな世界を渡る武器にもな

り、時に誰かと自分を結ぶ糸にもなる。留

学、転職、研究、世界大会など、外国語と

格闘した各界の２５名が、自身の外国語学

習法とリアルな体験を綴る。 

 

【俳句】911-ｶ-2020 17音の青春  
五七五で綴る高校生のメッセージ 2020  
神奈川大学広報委員会 編  
角川文化振興財団 
１７音の俳句に凝縮された高校生たちの

青春の日々…。 

【913 日本の小説】 
☆913-ｱ わたしの幸せな結婚  
顎木あくみ [著] KADOKAWA 

継母と義母妹に虐げられて育った美世

は、冷酷無慈悲と噂の若き軍人・清霞への

嫁入りを命じられた。初対面で辛く当られ

た美世だったが実家に帰ることもできず、

日々料理を作るうち、少しずつ清霞と心を

通わせていき…。 

 

913-ｲ 朔（さく）と新（あき） 
いとうみく 著 講談社  
朔と弟の新は、一昨年の大晦日、高速バ

スで仙台に向かい、バスが横転する事故に

巻き込まれ、朔は視力を失った。そして、

長距離走者として注目を浴びていた新は、

ランナーとしての未来を自ら閉ざした。そ

んな新に、突然、朔が願いを伝える。「伴

走者になってもらいたいんだ、オレの」。

かくして兄と弟は、一本のロープをにぎ

り、コースへと踏み出してゆく―。ブライ

ンドマラソンは、兄弟の絆を再生するか。 

 

913-ｲ 逆ソクラテス  
伊坂幸太郎 著 集英社  

敵は、先入観。世界をひっくり返せ！ 

デビュー２０年目の著者が描く少年たちの

物語。 

 

913-ｵ ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい  
大前粟生 著 河出書房新社 

僕もみんなみたいに恋愛を楽しめたらい

いのに。大学２年生の七森は“男らし

さ”“女らしさ”のノリが苦手。こわがら

せず、侵害せず、誰かとつながれるのか？  

 

☆913-ｷ 今昔百鬼拾遺 鬼  
京極夏彦 著 講談社  

「昭和の辻斬り事件」の被害者・片倉ハル

子は、自らの死を予見するような発言をし

ていた。ハル子の友人・呉美由紀から相談

を受けた「稀譚月報」記者・中禅寺敦子は

事件の解明に乗り出すが…。 

 

913-ﾀ あとを継ぐひと  
田中兆子 著 光文社  

働き方、暮らし方、生き方に惑う現代人

に贈る、６つの“あと継ぎ”物語。 

 

913-ﾅ わたしの美しい庭  
凪良ゆう 著 ポプラ社  

統理と百音、路有が住んでいるマンショ

ンの屋上には小さな神社がある。断ち物の

神さまが祀られていて、悪いご縁を断ち切

ってくれるといい…。縁切り神社を訪れる

〈生きづらさ〉を抱えた人たちと、「わた

し」の物語。 

☆913-ﾌ ハイキュー!!ショーセツバン!! 
 ７～１１  

古舘春一, 星希代子 著 集英社 
 人気シリーズの続編 

 

913-ﾐ カブールの園  
宮内悠介 著 文藝春秋 
米国に住む日系三世の玲は、小学校で苛

められた凄絶な記憶と、二世の母との関係

に苦しんでいた。祖父母のいた強制収容所

の跡を訪れた玲は問う?「わたしたちの世

代の最良の精神」はどこにある？  

 

913-ﾔ 廉太郎ノオト 
谷津矢車 著 中央公論新社 
頭のなかに、いつも鳴り響いている音が

ある?。廉太郎は東京音楽学校で才能を開

花させ、新しい時代の音楽を夢みるが…。

歴史小説の俊英が描く、夭折の天才音楽

家・瀧廉太郎の青春物語。 

 

【914エッセイ 916ルポルタージュ】 
914-ｻ コンプレックス・プリズム
 最果タヒ 著 大和書房  

わざわざ傷をつけて、不透明にした自分

のあちこちを、持ち上げて光に当ててみ

る。そこに見える光について、今、ここ

に、書いていきたい?。 

 

916-ﾑ 猫を棄てる 父親について語るとき 
村上春樹 著 ; 高妍 絵 文藝春秋 
時が忘れさせるものがあり、そして時が

呼び起こすものがある?中国での戦争経験

を持つ父親の記憶を引き継いだ作家が父子

の歴史と向き合う。初めて自らのルーツを

綴ったノンフィクション。 

 

【韓国の小説】929-ｿ アーモンド 
ソンウォンピョン 著 祥伝社  

アーモンド（扁桃体）が人より小さく、怒

りや恐怖を感じることができないユンジ

ェ。彼の前にもうひとりの“怪物”が現れ

て…。他人の感情がわからない少年と、物

心もつかないうちに親とはぐれた不良少

年、２人の成長物語。 

 
【英米の小説】933-ｽ フラミンゴボーイ 
マイケル・モーパーゴ 作 小学館 

ナチスが侵攻してきたフランスで、何が

起きたのか?。フランスの南部、フラミン

ゴの生息地カマルグを舞台にした、フラミ

ンゴと話ができる不思議な力を持つ少年と

ロマの少女の切ないけれど優しい物語。 


