
  
【ジャーナリズム】070-ﾓ フェイクニュース
があふれる世界に生きる君たちへ  
世界を信じるためのメソッド  
森達也 著 ミツイパブリッシング 

メディアのからくりを解き明かし、フェ

イクニュースに強くなるために必要なこと

を伝える。 

 
【哲学】114-ｸ 生老病死そして生  
写真と言葉で刻む : 限りがあるからみんな
でつなぐ  
國森康弘 写真・文 農山漁村文化協会 

生老病死と向き合い、死を見据え一瞬一

瞬をどれだけ大切に生き重ねていくかが肝

心。一人ひとりの存在そのものに輝きがあ

る、ということを写真に一片の言葉（詩）を

添え、さらにエッセイを綴り、伝える。 

 
【159 生き方】 
159-ｺ いきもの人生相談室  
動物たちに学ぶ 47 の生き方哲学 
小林百合子 文 ; 今泉忠明 監修 ; 小幡
彩貴 絵 山と溪谷社  

ハゲへの恐怖、夫婦の倦怠期、子どもの偏

食、ブラック企業…。なぜ人間はこうも悩む

のか？ 現代社会よりはるかに厳しい野生

の世界で生きる動物の生態や行動を紐解き、

そこから人間の悩みを解決するヒントを探

る。 
 
159-ｼ 明日いいことが必ず起こる孤独
の夜に寄り添う 117 の言葉  
しみずたいき 著 大和書房  

占いや宗教よりも信じるべきなのは、あ

なた自身の力です。奇跡を待つのではなく、

あなたの覚悟と行動が、奇跡を起こしてい

くのです…。ＳＮＳで人気のカリスマセラ

ピストによる珠玉の言葉集。 

 

【290 地理 旅行】 
290-ｶ 旅が好きだ!  

21 人が見つけた新たな世界への扉  
河出書房新社 編 ; 角田光代 [ほか] 著 
河出書房新社  

人生には、旅が必要だ！ どんなにネット

が発達しても自ら訪ねないと見られない・

得られないものがある。国内から海外の秘

境まで、２１人の無類の旅好きたちが全力

で旅の魅力を伝える。 

 

290-ｼ イラストで学ぶ地理と地球科学
の図鑑  
柴山元彦, 中川昭男 日本語版監修 ; 東
辻千枝子 訳 創元社  

地形のでき方や気候、生態系と循環など

の自然地理学・地球科学から、人口の変化や

経済開発、移民や環境問題など、地理研究が

さかんなイギリス発、地理・地球科学の基礎

と応用が学べる楽しい学習図鑑。 

 
290-ﾓ 世界まちかど地政学 90 カ国弾
丸旅行記  
藻谷浩介 著 毎日新聞出版 

地理と歴史で読み解く、世界経済がわか

る旅行記。世界９０カ国を訪ねた著者が、歴

史認識と２１世紀の現場で起きていること

の観察を踏まえ、現代の地政学を論じる。 

 
 
 

【行政】317-ﾑ 公務員という仕事  
村木厚子 著 筑摩書房  

一見地味ではあるが、長い目で見れば、

人の意識を変え、社会全体を変革する公務

員。公務員の仕事とは？ 求められる力と

は？ 公務員の醍醐味を、豊富な経験をもと

に紹介する。 

 
【３３経済】 
330-ﾔ 10 歳から知っておきたいお金の
心得 大切なのは稼ぎ方・使い方・考え方 
八木陽子 監修 ; オフィス・ジータ 編  
オフィスジータ えほんの杜 

お金は「社会の血液」。社会をよくするた

めの「お金」について考えてみよう。物価、

キャッシュレス、銀行、投資、税金などにつ

いて解説し、自分らしいお金の稼ぎ方、使い

方、生き方を見つけるためのヒントとは。 

 

331-ｲ 世界がぐっと近くなる SDGs と 
ボクらをつなぐ本  
池上彰 監修 学研プラス  

ＳＤＧｓとは？自分には何ができる？国

連が採択した２０３０年までの目標「ＳＤ

Ｇｓ」を子どもが自分ごととして理解する

ための本。 

 
【移民】334-ﾐ まんがクラスメイトは外国
人 課題編  
「外国につながる子どもたちの物語」編集委
員会 編 明石書店  

差別や困難な状況とたたかう、外国にル

ーツを持つ子どもたち。ハーフ、移民政策、

貧困、戦争責任、領土問題など、様々な社会

的問題や課題を、事例に基づくストーリー

マンガで描く。多文化共生を考えるための

Ｑ＆Ａも収録。 

 
 

361-ﾀ ネットと差別扇動 
フェイク/ヘイト/部落差別 
谷口真由美,ほか 著 ; 部落解放・人権研
究所 編 解放出版社 

人権が保障されたネット空間、人権確立

社会の実現に向けて何が必要で、どう取り

組めばよいのか。 

 
【児童虐待】 
367-ｼ 凍りついた瞳(め)2020 虐待死を
ゼロにするための 6 つの考察と 3 つの物語 
椎名篤子 編・著 集英社  

虐待死はなぜ起こるのか。どうすれば虐

待死を防ぐことができるのか。虐待死をま

ぬがれた子どもたちを支えるために何がで

きるのか?最新の取材に基づいた物語と、

日々奮闘する専門家たちからの提言を紹介。 

 
【367 性の問題】 
367-ﾅ はじめよう!SOGI ハラのない学
校・職場づくり 性の多様性に関するいじ
め・ハラスメントをなくすために 
「なくそう!SOGI ハラ」実行委員会 編 

大月書店  

ハラスメントの加害・被害を生まないた

めの入門書。ＳＯＧＩハラの基礎知識、学校

で起こるＳＯＧＩハラと支援のありかた、

起こりがちなトラブル事例などを解説。 

 
367-ﾐ 少女のための性の話 
三砂ちづる 著 ミツイパブリッシング 

恋愛、パートナー選び、妊娠、出産、生殖

技術との向き合い方まで。次世代女子に贈

る、ココロもカラダも女子力アップするた

めの虎の巻エッセイ。オトナ一歩手前の女

の子とお母さんが一緒に読むにも最適の性

教育本。 
 
 

367-ﾔ 男女平等はどこまで進んだか  
女性差別撤廃条約から考える 
山下泰子, 矢澤澄子 監修 ; 国際女性の
地位協会 編 岩波書店  

女性差別撤廃条約と、条約を基にした男

女平等の国際基準の展開について、身近な

テーマやトピックスを切り口に紹介。 

 

367-ﾔ ぼくが小さなプライド・パレード 北
欧スウェーデンの LGBT +  
ソフィア・ヤンベリ 著 ; 轡田いずみ 訳  
ミツイパブリッシング  

ＬＧＢＴ＋についての基礎知識を説明し、

スウェーデンのＬＧＢＴ＋コミュニティに

属するとはどういうことか、歴史、現在の課

題等を紹介。 

 
【児童福祉】369-ﾅ ハンドブック子どもの
権利条約 
中野光, 小笠毅 編著 岩波書店 

子どもの権利を確立し、大人の社会をも

変えていくために、この条約をいかしてい

く主人公はみなさん自身。 

 
【37 教育】 
371-ｱ 居場所がほしい  

不登校生だったボクの今  
浅見直輝 著 岩波書店  

ネガティブに語られがちな「不登校」、そ

れは人生のチャンスだ? 体験を語る。 

 

375-ｲ いじめ・虐待・貧困から子どもた
ちを守るためのQ&A100 スクールソーシャ
ルワーカーの実践から  
岩田美香, 髙良麻子 編著 生活書院 

いじめ、不登校、虐待、貧困など様々な困

難に直面し、耐えている子どもたち。どのよ

うに支援をすればよいのか、どうすれば予

防できるのかを、Ｑ＆Ａ形式で解説。 

💛 図書委員会が企画した読書週間イベント 💛 
その 1 恒例の手づくり POP コンテスト 

作品応募は明日 11 月 1１日（水）までにお願いします。 
投票は１２日から３０日まで行います。投票は一人、一票です。 

 

その 2 恒例の古雑誌市は明日１１月 1１日(水)昼休みと放課後  
一人３冊まで、無料です。早い者勝ちです! 
古雑誌市に出る雑誌は、 オレンジぺージ、Number、日経エンタテ
イメント、MOE、ナショナルジオグラフィック、non-no、ダ・ヴィン
チの今年３月号まで。詳しくは各クラスに掲示されるポスターを見てね。 

 

＊こんなコーナー作っています＊ 

入口･･･『誰かさんのおすすめ』 
過去の POP コンテストの作品と本をいっしょに

並べています。読んでみたくなる本ばかり！ 
 
ガラスケース･･･食欲の秋 VS 読書の秋 
カラダの栄養と本や図書館の本を集めました。 
 

館内･･･１１月 1１日は介護の日 
介護の体験談や介護職についての本を集めまし

た。将来の職業にと考えている人はぜひ！ 

読書の秋、継続中！ 

世の中の読書週間は昨日まででしたが、三高の読書週間は 

今月末まで続きます。図書委員会のイベントにぜひ参加してくださいね。 

よろしくお願いします。 

図書館改造の続報です。ソファーのところに、畳のスペースが 

できました。ちょっとお昼寝にゴロっとできますよ。試してみてください。 

図書館改造はまだまだ続きます。新しい要望もお待ちしています。  

みんなで素敵な図書館にしていきましょう。ｂｙ司書 
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10/30 のハロウィンイベントには約 200 人が参加してくれました。ありがとうございました。 



375-ｶ 僕たちの部活動改革  
部活自治・10 のステップ  

神谷拓 著 かもがわ出版  
突然廃部を言い渡された南中男子バレー

部。タクヤはキャプテン・ツカサや仲間たち

と緊急ミーティングを開き…。 

【大学】377-ﾋ 理工系大学でどう学ぶ?  
〈つなげてつくる〉工学への招待  

広石英記 編著 東京電機大学出版局  
普通高校で学び、理工系大学へ興味を持

つ人に向け、理工系大学の学びの特徴をわ

かりやすく解説。 

 
【地学】452-ｶ 生活環境主義でいこう! 
琵琶湖に恋した知事  
嘉田由紀子 語り 岩波書店  

滋賀県知事が、長年にわたる琵琶湖の研

究をもとに語る環境論。自然と人々の暮ら

しの共存をめざす新たな地域づくりのあり

方を提案。 

 
【47 植物】 
474-ﾎ すごいぜ!菌類  
星野保 著 筑摩書房  

地球上のありとあらゆるところにいて、

その総数は１５０万種とも言われる菌類。

カビやきのこ、酵母といった菌類とは何か。

様々なエピソードを交えて菌類を紹介。 

 
479-ﾀ もっと美しき小さな雑草の花図鑑 
多田多恵子 文 ; 大作晃一 写真 
山と溪谷社  

小さすぎて同じように見える雑草の花に

も、それぞれに際立つ個性がある。なぜこれ

ほどの多様性が生まれてきたのか？雑草の

花の世界を、色別に拡大写真で紹介。 

 

【48 動物】 
480-ｸ 家の中のすごい生きもの図鑑 
久留飛克明 文 ; 村林タカノブ 絵 
山と溪谷社  

外壁や軒下にいるニホンヤモリ、ベラン

ダにいるハシブトガラス、庭にいるクマバ

チ…。最も身近にいながら、意外と知らない

家の中にすむ奇妙な生きものたち全６４種

が、自らの暮らしぶりを語る。彼らとの付き

合い方もわかる本。 

 
489-ﾐ 世界の海へ、シャチを追え! 
水口博也 著 岩波書店  

海の王者シャチを追って世界を旅する写

真家が、臨場感あふれる文章で綴る。 

 
 

【医学】498-ﾄ 隔離  
故郷を追われたハンセン病者たち 

徳永進 著 岩波書店  
社会、そして生きることから「隔離」され

た元ハンセン病患者たち。彼等に深い共感

を抱き続けた著者が、らい療養所を訪ね、同

郷の元患者一人一人の話を聞く。 

 
【環境問題】519-ｼ 13 歳からの環境問題 
「気候正義」の声を上げ始めた若者たち  
志葉玲 著 かもがわ出版 

現代社会に生きている以上、誰でも環境

問題の当事者。いくつもの環境問題の中か

ら、時に重大な危機と言えるものや、国際社

会で大きな話題となっているものを選び、

何が起きているかを解説。 

 
【手芸】594-ｾ 固まるハーバリウムで作る
インテリア雑貨とアクセサリー 花を閉じこめ
る新しい手作りのカタチ  
誠文堂新光社 編 誠文堂新光社 

ハーバリウムオイルの代わりにシリコン

ゲルを使った「固まるハーバリウム」を紹介。 

 
【料理】596-ﾏ 一生おいしいお弁当 
MAYA 著 コサエルワーク 

インスタグラムで人気のお弁当研究家・

ＭＡＹＡのアイデアレシピが満載。 

 
【農業】612-ｺ いのちをはぐくむ農と食 
小泉武夫 著 岩波書店  

１年間に農業に就く後継者が５０００人

を割り、食料自給率も４０％を割った。そん

な日本の農と食に未来はあるのだろうか。

各地で活性化策をアドバイスしてきた小泉

先生が、再生へのカギをにぎる取り組みを

紹介。 

 

【627 園芸】 
627-ｶ 持ち歩き!花の事典 970 種 

知りたい花の名前がわかる  
金田初代 文  金田洋一郎 写真  
西東社  

現在出回っている約９７０種の花を収録

した、持ち歩きに最適な 

コンパクトサイズの事典。 

 

627-ｿ 花の名前、品種、
花色でみつける切り花図鑑  
草土出版 著 山と溪谷社 

花を品種別、色別に編集した切り花図鑑。

花の特色や、扱う上での注意点、花言葉、出

回り時期などを掲載。 

 

【放送】699-ｻ 部活でスキルアップ! 
放送活躍のポイント 50  

さらだたまこ 監修 メイツ出版 
大会審査や講習会で活躍する指導者が、

「放送部」のコツを徹底解説。基礎力をアッ

プさせる練習法から、朗読・アナウンス力を

向上させるためのポイント、テレビやラジ

オのドキュメント・創作ドラマ制作の秘訣

までを収録。 

 

【マンガ】726-ｵ 老人ホームに恋してる。  
介護職 1 年生のめくるめく日常  

大塚紗瑛 著 祥伝社  
母が祖父母の介護をするのを見て興味を

持った介護職。身体はキツいし泣きたいこ

ともあるけれど、わたし、この仕事が好きで

す?。介護職の悲喜こもごもをほがらかに暴

いた、老人ホームコミック＆エッセイ。 

 
【絵本】726-ﾋ むれ  
ひろたあきら さく KADOKAWA 

いろんな「むれ」の中に、ひとりだけへん

てこな仲間がいます。ひつじのむれ、とりの

むれ、とうめいにんげんのむれ？ ひと味違

った絵探し遊びができる、子ども参加型の

楽しい絵本。 

 
【77 演劇】 
772-ｻ 夢のつかみ方、挑戦し続ける力 

元宝塚トップスターが伝える  
早霧せいな 著 河出書房新社 

自分を信じて、あきらめないこと。それが

夢をつかむ第一歩。２度の受験不合格、身長

と歌のコンプレックスを乗り越え、宝塚男

役トップスターに就任した早霧せいなが、

夢の見つけ方、夢を叶えるための行動をつ

づる。 

 
775-ｽ 部活でスキルアップ! 

演劇上達バイブル  
杉山純じ 監修 メイツ出版 

舞台を作り上げるどの役割にも役立つ！ 

毎日の効果的な練習メニューから、期間に

応じた稽古プラン、本番で輝くための意識

とコツまで、演劇部のトレーニング方法と

注意点を解説。 

 

【スポーツ】780-ｳ アスリートのメンタルケ
ア  選手の心の悩みケースブック  
内田直 編著 ; 西多昌規, 関口邦子, 石
原心 著 大修館書店  

心の問題のケアは競技力向上にもつなが

る。オーバートレーニング症候群、バーンア

ウト、摂食障害、睡眠不足症候群など、選手

に起こりがちな心の問題をとりあげ、その

症状や対処法等をわかりやすく解説。 
 
【ダンス】799-ﾉ 部活でスキルアップ! 

ダンス上達バイブル  
のりんご☆ 監修 メイツ出版 

練習メニュー、振り付け、体調管理…。ダ

ンス部やダンスグループが、大会で勝つた

めのエッセンスから、壁にぶつかったとき

の解決法までを紹介。個人のレベルアップ

はもちろん、チームづくりにも役立つ。 

 
【81 日本語】 
810-ﾖ 入門・やさしい日本語  

外国人と日本語で話そう  
吉開 章 著 アスク出版 

相手に直接話す場面で役立つ表現方法を

中心に、やさしい日本語の表現方法を解説。 

 
813-ﾆ 世界ことわざ比較辞典 
日本ことわざ文化学会 編 ; 時田昌瑞, 
山口政信 監修 岩波書店  

世界各地の諸言語にある同じようなこと

わざの意味や使い回しの異同を比較。すべ

て日本語訳と原語で掲載し、異型・類義など

の多様な言い回しや歴史的な変遷も解説。 

 
816-ｺ 自分で考え、自分で書くための
ゆかいな文章教室  
今野真二 著 河出書房新社 

「わかりやすい」「論理的」って何？ 表現

の言い換えや置き換えといった「ことばの

実験」を通して、日本語のニュアンスや語感

の多様さ、奥深さを体感できる文章指南書。

「考えて書く」「書いて考える」力が身につ

く。 

 
【9 文学】 
908-ｶ 絶望書店  

夢をあきらめた 9 人が出会った物語  
頭木弘樹 編 河出書房新社 

夢をあきらめる気持ちに寄り添ってくれ

る物語を集めたアンソロジー全９作を収録。 

 
911-ﾀ そんなとき隣に詩がいます  

鴻上尚史が選ぶ谷川俊太郎の詩 
谷川俊太郎, 鴻上尚史 著 大和書房 

さみしくてたまらないとき、家族に疲れ

たとき、生きるパワーがほ

しくなったとき…。人生の

折々に読みたい谷川俊太

郎の詩を、劇作家・鴻上尚

史がセレクトし、エッセイ

を添えて紹介する。 

【913 日本の小説】 

913-ｶ 風に乗って、跳べ 太陽ときみの声 
川端裕人 著 朝日学生新聞社 

生徒会を辞めた高２の華。幼なじみの六

花が打ち込む「ブラインドサッカー」に出会

い、競技の迫力に魅せられて、気づけば声で

選手をサポートする「ガイド」を引き受けて

いた? 

 
913-ｼ 百年と一日  
柴崎友香 著 筑摩書房  

地下街にはたいてい噴水が数多くあり、

その地下の噴水広場は待ち合わせ場所で、

何十年前も、数年後も、誰かが誰かを待って

いた?。人生と時間を描く新感覚物語集。 

 
913-ﾂ 富豪刑事  
筒井康隆 著 新潮社  

キャデラックを乗り回し、最高のハバナ

の葉巻をくゆらせた”富豪刑事”こと神戸

大助が、迷宮入り寸前の五億円強奪事件を、

密室殺人事件を、誘拐事件を･･････次々と

解決していく。 

 
913-ﾏ 52 ヘルツのクジラたち 
町田そのこ 著 中央公論新社 

自分の人生を家族に搾取されてきた女

性・貴瑚と、母に虐待され「ムシ」と呼ばれ

た少年。孤独ゆえ愛を欲し、裏切られてきた

彼らが出会う時、新たな魂の物語が生まれ

る? 

 
913-ﾏ 無限の中心で  
まはら三桃 著 講談社  

数学オリンピックに挑戦する数学研究部

を取材することになった、文系少女のとわ。

部室では３人の部員が１枚のプリントを前

にして興奮していた。なんでも、数学の難問

を置いておくと誰かが解答した状態になっ

ているといい…。 

 
913-ﾑ 一人称単数  
村上春樹 著 文藝春秋  

世界は流れていく。物語が光景をとどめ

る?８作を収録した短篇小説集。 

 
【フランスの小説】 
953-ｺ 彼女たちの部屋 
レティシア・コロンバニ 著  早川書房 

困窮した女性たちの支援施設で働くこと

になった弁護士のソレーヌ。一方、救世軍の

ブランシュは街中の貧困と闘い…。現代と

約１００年前のパリで、女性のための居場

所づくりに人生を捧げたヒロインを描く。 

 

 

 


