
【情報】007-ﾏ SNS 暴力  
なぜ人は匿名の刃をふるうのか  

毎日新聞取材班 著 毎日新聞出版 
突然の炎上、誹謗・中傷…。不幸を繰り返

さないために何ができるのか？匿名の刃か

ら身を守る方法を伝える。 

 

【図書館】016-ﾄ 戦場の秘密図書館  
シリアに残された希望 

マイク・トムソン 著  文溪堂  
シリア内戦下、ダラヤの町の地下にでき

た秘密図書館を守った若者たちのノンフィ

クション。 

 
【読書案内】019-ﾄ もっとある!学校図書
館の司書が選ぶ小中高生におすすめの本
220  
東京・学校図書館スタンプラリー実行委員
会 編著 ぺりかん社  

本がたくさんありすぎて「何を読んだら

いいのかわからない」という小中高生のた

めの、ピッタリの一冊が見つかるブックガ

イド第２弾。 

 

【】031-ｷ モノのはじまりを知る事典  
生活用品と暮らしの歴史  

木村茂光,ほか著 吉川弘文館 
私たちの生活に身近なモノの誕生と変化、

名前の由来、発明者などを伝える。豊富な図

版や索引を収め、調べ学習にも最適。 

 

【博物館】069-ﾖ ミュージアムを知ろう 
中高生からの美術館・博物館入門 
横山佐紀 著 ぺりかん社  

ミュージアムをより深く知ることで広が

る、鑑賞だけではない新しい学び方、楽しみ

方を伝える本。 

 
【ジャーナリズム】070-ｲ 13 歳からのジャ

ーナリスト 社会正義を求め世界を駆ける 
伊藤千尋 著 かもがわ出版 

世界８２か国を取材し、平和と社会正義

を求めた「行動するジャーナリスト」が、記

者としての３５年間の歩みを綴る。 

 
【14 心理学】☆141-ｽ 「自分だけの答え」
が見つかる 13 歳からのアート思考  
末永幸歩 著 ダイヤモンド社  

アートを通して「ものの見方を広げる」こ

とに力点を置いた授業を展開する中学校美

術教師が、「アーティストのように考える方

法」「自分のものの見方」を伝える。 

 

【倫理】150-ﾓ いまを生きるための倫理学 

盛永審一郎,ほか 編 丸善出版 
生き方やモラルを問い直そうとする現代

人が見過ごすことのできないトピックを論

題に立て、１テーマ見開き完結で平易に解

説。 

【昭和史】210.7-ﾋ 米軍が記録した日本
空襲 
平塚柾緒 編著 草思社  

東京、名古屋、大阪をはじめ全国の被災都

市の姿を捉えた米国防総省所蔵の記録写真

を収載し、詳細な解説つき。 

 
【南米】256-ｶ 図説マヤ文明  
嘉幡茂 著 河出書房新社 

古代マヤ人たちが生み出した類のない歴

史と文化を、彼らの思想と他地域文明との

関わりをもとに読み解く。 

 
【太平洋諸島】270-ｲ 太平洋諸島の歴
史を知るための 60 章 日本とのかかわり  
石森大知, 丹羽典生 編著 明石書店 

太平洋諸島の歴史を、「日本とのかかわり」

という視点で解説。 

 

【皇室】288-ｱ 令和即位の礼 
 豪華記念写真集 

朝日新聞出版 編 朝日新聞出版 
５月１日の即位後朝見の儀から１０月２

２日の即位礼正殿の儀、１１月９日の国民

祭典や１０日の祝賀パレードまでを収録。 

 
【29 地理】 
290-ｲ 地図化すると世界の動きが見えて
くる  伊藤智章 著   ベレ出版  

世界各地の様々な統計データを地図に起

こして可視化し、地理的視点で考察。世界事

情を視覚的に理解できる。 

 

291-ｼ 外国人だけが知っている「観光
地ニッポン」 47 都道府県満足度ランキン
グから読み解く訪日客が好きな日本、感動
した日本  
ステファン・シャウエッカー 著 大和書房 

４７都道府県の満足度ランキング、グル

メと買い物、心に残ったこと、とまどったこ

となどを紹介する。 

 

【統計】351-ﾔ 数 字 で み る 日 本 の
100 年 日本国勢図会長期統計版  
矢野恒太記念会 編集 矢野恒太記念会 

明治以後１００年の日本の歩みを様々
な統計を使ってとらえ、日本を把握する。 

 
【職業】366-ﾅ-補 25 教育業界で働く 
三井綾子 著 ぺりかん社 

学習塾、資格学校など、公教育以外の学び

において大きな役割を担う民間教育。ＩＴ

の活用など、大きく変化する教育業界の仕

事の実際と「なり方」を解説する。「なるに

はフローチャート」も掲載。 

 
【教育】374-ｸ保健室コーチングに学ぶ! 
養護教諭の「現場力」 「癒しの場」を「教育
の場」にチェンジする 35 の事例  
桑原規歌 著 明治図書出版 

保健室を「癒しの場」から「教育の場」に

チェンジしよう。具体的な子どもたちへの

関わりの実践例を紹介。 

【38 民族 風俗 習慣】 
382-ｶ 日本のしきたり英語表現事典  
亀田尚己, 中道キャサリン 著 丸善出版 

日本独特の慣習やしきたりについて、英

語で説明するための表現方法や背景知識を

解説する事典。和文・英文索引付き。 

 
388-ｸ 桃太郎は盗人なのか?  

「桃太郎」から考える鬼の正体  
倉持よつば 著 新日本出版社 

桃太郎盗人説の真偽を確かめるべく、全

国の桃太郎を読み比べ。江戸時代の文献に

まで遡り、各時代の桃太郎像を炙り出す。 

 

【自然科学】400-ﾜ 身のまわりのすごい「し
くみ」大百科  
涌井良幸, 涌井貞美 著 KADOKAWA 

ハイテクから動植物、社会全般、人体、電

気関連に至るまで、身近なのに知らなかっ

たさまざまな「すごいしくみ」を、図ととも

にわかりやすく解説。 
 
【数学】410-ｻ  この数学,いったいいつ
使うことになるの?  
Hal Saunders 著 共立出版  

数学の内容は、社会のどのような場面で

利用され、活用されているのか。さまざまな

職業に結び付けた問題を多数収録。数学の

有用性を感得できる問題集。 

 

【暦】449-ﾐ 時の名前  
三枝克之 編集・文 ; 西美都 写真 
KADOKAWA  

目には見えない「時」にまつわる言葉４７

１項目と８０７語を、１７８点の写真とと

もに紹介。 

 
【気象】451-ｶ 地球温暖化で雪は減るの
か増えるのか問題  
川瀬宏明 著 ベレ出版  

地球温暖化で日本の雪が変わる！？ 雪

と地球温暖化を専門に研究する著者が、日

本の雪の特徴と地球温暖化の基本を踏まえ

たうえで、０度を境にした雪と地球温暖化

の戦いに迫る。 

 

【48 動物】 
480-ｼ 森の物語  

シートンショートセレクション  
アーネスト・トンプソン・シートン  理論社 

野生はどこでも育つと感じられる「森の

物語」や野生動物の芯の強さを描いた「ロボ 

クルンパのオオカミ王」など５編を厳選 

 
鳥取環境大学の森の人間動物行動学 
140-ｺ 先生、脳のなかで自然が叫んで
います!  
481-ｺ 先生、大蛇が図書館をうろつい
ています!  
481-ｺ 先生、アオダイショウがモモンガ
家族に迫っています!  
481-ｺ 先生、オサムシが研究室を掃除
しています!  
481-ｺ 先生、犬にサンショウウオの捜索
を頼むのですか! 
481-ｺ 先生、洞窟でコウモリとアナグマ
が同居しています!  
481-ｺ 先生、ワラジムシが取っ組みあ
いのケンカをしています! 
小林朋道 著 築地書館  

動物たちの生態がおもしろい 

 
486-ｳ 世界でいちばん変な虫 珍虫奇
虫図鑑  
海野和男 写真と文 草思社  

虫を求めて世界を旅する昆虫写真家が、

「強烈な色彩の蝶」から「特別気持ち悪い虫

の集団」まで、人間の想像を超えた２３０種

のおかしな虫たちを紹介。 

 
488-ｶ 鳥の骨格標本図鑑  
川上和人 著 ; 中村利和 写真 
文一総合出版  

ダチョウからスズメまで、１４５種の鳥

の骨格標本を掲載。飛ぶ、泳ぐ、走る、木に

止まる、獲物を捕らえるなど、生態・行動と

関連させて、骨の見どころを解説する。鳥の

進化の道筋を垣間見ることができる一冊。 

冬休みにいっぱい本を読みませんか❤ 
2020 年もあと半月ですね。いろんなことがあった年です。 

何が一番記憶に残っていますか？三高祭？コロナ？ ？？？ 

今回も新刊をたくさん紹介します。冬休みに読む本を探しに来ませんか。 

新刊だけじゃなく、今年読みそびれていた本があなたを待っていますよ(^▽^) 

体調に注意して、よい年を迎えてください。来年もよろしくお願いします。 ｂｙ司書 

図書館だより 
2020－№10 

令和２年 1２月 16 日発行 
三刀屋高校図書館 
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その１．冬休みの⾧期貸出を 2５日まで行っています。 
                貸出冊数は無制限 返却期限は 1 月８日(金)３学期始業日 

       期限が過ぎている本を返却してから、借りてください。 

                冬休み期間中、図書館は閉館します。 
返却は昇降口と図書館入口にある返却 BOX に入れてください。 

その２．２５日までに本を借りた人にはちょっといいことがありますよ。 

 

図書委員会からの 
クリスマス会のおしらせ 

２４日（木）14:45～ 図書館 

図書委員みんなで頑張りますので、 

お楽しみに。(*^o^*) 

18 日までに申し込んでください。 

お待ちしています。 

 

 



【医学】491-ｴ 人体 2 遺伝子  
NHK スペシャル「人体」取材班 編  
日本放送協会 医学書院  

私たちはまだ、自分の遺伝子がもつ可能

性を知らずにいる?最新の科学によって明

らかになった遺伝子の新しい真実の精密な

しくみを、高精細ＣＧで描き出す。 

 

【519 環境問題】 
519-ｳ 地球に住めなくなる日 「気候崩
壊」の避けられない真実  
デイビッド・ウォレス・ウェルズ 著 NHK 出版 

気候変動の実態は思っているよりはるか

に深刻で、現状のままでは多くの都市が浸

水し、数億人が貧困にあえぐことになる…。

近い将来に訪れる衝撃の世界を描く。 

 

519-ｼﾞ ひと目でわかる地球環境のしく
みとはたらき図鑑 
トニー・ジュニパー 著 創元社 

国際関係や社会経済システム、科学技術

など、地球環境の危機をもたらす原因と相

互関係を分野横断的に解説。見開きでまと

まった簡潔な構成と、写真を含むわかりや

すいイラストのビジュアル図鑑。教育、ＳＤ

Ｇｓ対策にも最適。 

 
【原発】543-ｶ ふくしま原発作業員日誌 
       イチエフの真実、9 年間の記録 
片山夏子 著 朝日新聞出版 

人類史でも未曽有の原発事故から９年。

高線量下で日当６５００円、作業員の被ば

く隠し、がん発病と訴訟…。箝口令が敷かれ

た作業員たちを取材し、福島第一の「現場」

に迫った記録。【講談社本田靖春ノンフィク

ション賞（第４２回）】 

 

【工業化学】576-ﾌ トコトンやさしい化粧品
の本 福井寛 著  日刊工業新聞社 

身近な化粧品について、イラストを用い

てわかりやすく解説。 

 

【料理】596-ｻ 世界のスープ図鑑 独自
の組み合わせが楽しいご当地レシピ 317 
佐藤政人 著 誠文堂新光社 

手軽に作れて、野菜や肉などの食材を１

品で摂れる「スープ」。世界各地で食される

様々なご当地スープを、レシピ付きで紹介。 

 

【健康】598-ｼ 身近な病気こうして予防 
生涯健康のために  
島根県立大学出雲キャンパス 監修・編集 
山陰中央新報社  

歯周病、熱中症、脳梗塞、サルコペニア、

花粉症、更年期障害…。２６の身近な病気の

症状や予防法、最近の医療の話題について、

島根県立大学出雲キャンパスの看護学部教

授陣が解説。 
 
【726 マンガ・絵本】 
726-ｱ-23 この音とまれ! 23 
アミュー 著 集英社  
 箏曲部の全国大会間近だが、愛（ちか）た

ちは練習がうまくいかず･･･。 

 

726-ｺ おはぎ 3 しまい  
兒玉季世 [作] みらいパブリッシング  

長女のあん子、次女のきな子、三女ののり

子。おはぎ三姉妹による、おもしろ姉妹物語。

見返しにおはぎの作り方も掲載。 

作者は島根県出身。 

 
726-ｺ-34  あさひなぐ 34 
こざき亜衣 著 小学館  

インターハイ団体決勝。そして、完結編。 

 

【工芸】753-ﾅ よみがえった奇跡の紅型 
中川なをみ 著 あすなろ書房 

沖縄を代表する伝統工芸の紅型は、琉球

王朝時代に完成したが、明治末期には衰亡

の一途をたどっていた。「紅型」に魅せられ

た芸術家による奇跡の復活と再興を描いた

ノンフィクション。【感想画指定図書】 

 
【音楽】761-ﾓ かんたん!よくわかる!楽譜
の読み方 楽譜が読めれば、音楽がもっと
楽しくなる!  
森真奈美 著 日東書院本社 

音の高さ、長さ、音程や和音など、楽譜を

読むのに必要な要素をカテゴリーごとに分

け、わかりやすく解説する。コード表、音楽

用語リストなども掲載。 

 

【スポーツ】780-ﾔ パラアスリート  
山田清機 著 PHP 研究所  

２０２０年、東京パラリンピック。芦田創

（パラ陸上）、三木拓也（車いすテニス）ら、

「人生の岐路」に立つ選手９人の葛藤と覚

悟に迫るノンフィクション。マセソン美季

のインタビューも収録。 

 
【生け花】793-ｳ 花いけの勘どころ  
器と色と光でつくる、季節のいけばな 
上野雄次 著 誠文堂新光社 

花って綺麗だ、ちょっといけてみたい? 

そんな人に向け、いけばなにルーツを持つ

花道家・上野雄次が花をいけるために大切

なことを作例と合わせて伝える。基礎的な

花留めのテクニックも紹介。 

 
【将棋】796-ｽ 悔しがる力  

弟子・藤井聡太の思考法  
杉本昌隆 著 PHP 研究所 

悔しがることは闘争心の表れ、あきらめ

の悪さは不断の努力。藤井聡太七段の集中

力の源泉、能力以上の成果を出す心得など、

棋士たちの戦い方、生き方を通して「悔しが

る力」「あきらめない心」を見直す。 
 
【８１ 日本語】 
810-ｲ 日本語をつかまえろ! 
飯間浩明 文 毎日新聞出版  

「どんぶらこ」はモモ専用なの？ 五十音

はどうやってできたの？ 「おいなりさん」

は食べ物？ 「考えときます」って本心？ 辞

典の編さん者が、身近にあって気になるこ

とばの面白さを綴る。 

 

【小論文】816-ｼﾞ-4 時事から学ぶ小論
文 第 4 号 「情報リテラシーを身につける」 
朝日新聞社 朝日新聞出版 
 
【83 英語】 
830-ｱ 英語日記 BOY 

海外で夢を叶える英語勉強法 
新井リオ 著 左右社  

お金がなくても英語は身につく！ 英語

日記を書き続けて、英語が話せるようにな

った著者が、英語が話せるようになる考え

方や勉強法、実際にどのように英語を使っ

ているかを具体的に紹介。 

 

837-ｿ 一日の会話のすべてを英語に 
してみる  
曽根田憲三, 上原寿和子 著 ベレ出版 

「おはよう」から「おやすみ」まで、一日

の中のやりとりをすべて英語に。実践的な

多くの表現をシンプルな対話形式にして収

録する。音読練習に役立つ、無料音声ダウン

ロード付き。 

 

【９文学】 
902-ｶ 恋って何ですか?  

27 人がすすめる恋と愛の本  
河出書房新社 編 河出書房新社 

恋について考えたいとき、恋で悩んだと

き…あなたの恋の力になる一冊が見つかる

ブックガイド。 

 
908-ｱ 大人になるまでに読みたい 15
歳の海外の詩 
 1 愛と季節 2 私と世界 

青木健 編・エッセイ ゆまに書房 
選りすぐりの詩が大集合！ 

 

【913 日本の小説】 
913-ｱ ハリネズミは月を見上げる 
あさのあつこ 著 新潮社 

１６歳の夏、私は彼女に出会った?。引っ

込み思案な高校生・鈴美の前に現れた、凛と

した雰囲気をまとう同級生の比呂。自分と

全く違う彼女に圧倒された鈴美は、その背

中を追い始め…。 

 

913-ｱ 烏百花 蛍の章  
阿部智里 著 文藝春秋 

八咫烏の一族が支配する異世界・山内。壮

大な歴史の流れの中、語られなかった人気

キャラクターたちの過去と恋愛を描いた、

「しのぶひと」など全６編を収録する。 

 
913-ｲ-4 半沢直樹 4 銀翼のイカロス 
池井戸潤 [著] 講談社  

腐った大航空会社が抱える７百億円の借

金を、銀行は帳消しにせよ。政府主導の再建

チームによる無茶なお達しを、受けて立つ

のは半沢直樹。拒絶するのが道理と思いき

や、銀行上層部は生返事で…。ＴＢＳドラマ

の原作。 

 

913-ｵ 王の祭り  
小川英子 著 ゴブリン書房 

女王陛下の革手袋をつくるため、父親と

ケニルワース城へ向かった少年ウィルは、

そこで女王暗殺の計画に巻きこまれる。妖

精の力を借りて女王を助けようとするが…。

時と処を超えて繰り広げられる、壮大な歴

史ファンタジー。【読書感想画指定図書】 

 

913-ｵ 遥かに届くきみの聲  
大橋崇行 著 双葉社  

声を失った少年と朗読に救われた少女。

二人の出会いはやがて感動の舞台へ。" 

 

913-ｸ もえぎ草子  
久保田香里 作 ; tono 画 くもん出版 

平安時代なかごろの京の都。大内裏で下

働きをはじめた萌黄は、清少納言や、路上の

歌うたいとの出会いを経て、言葉を広める

“紙”の魅力に惹かれていき…。枕草子か

ら生まれた物語。【読書感想画指定図書】 

 

913-ﾅ ニキ  
夏木志朋 著 ポプラ社 

高校生の田井中広一が、唯一人間的な関

心を寄せた美術教師の二木良平。彼が自分

以上に危険な人間であると確信する広一は、

二木に近づき、脅し、取引をもちかけ…。生

徒と教師の悪戦苦闘を描いた青春小説。 

 
【916 ルポルタージュ】 
916-ｵ きつおんガール  

うまく話せないけど、仕事してます。 
小乃おの 著 合同出版 

小学生の時、音読の順番がまわってくる

のが怖かったが、大学卒業後は社会福祉士

として働いている著者。なぜ社会福祉士と

いう仕事を選んだのか。吃音と生きてきた

著者のこれまでを、マンガで紹介。 

 
916-ｺ コータリン&サイバラの介護の絵本 
神足裕司 著 文藝春秋  

2０１１年９月にくも膜下出血で倒れた

コラムニストの神足裕司。妻に支えられた

リハビリの日々を、西原理恵子の絵ととも

に描きます。老人ホーム検索サイト『みんな

の介護』連載に加筆修正し書籍化。 

 

916-ｻ 仕事本 わたしたちの緊急事態
日記 左右社編集部 編 左右社  

ひとつの仕事は誰かの生活につながり、

その生活がまた別の人の仕事を支えてい

る！ パン屋、内科医、校長など、緊急事態

宣言が出される中、コロナにも負けず働い

ていた様々な職業の人たち７７人の２０２

０年４月の日記を収録。 

 

【９３３英米文学】 
933-ｸﾞ  明日をさがす旅  

故郷を追われた子どもたち 
アラン・グラッツ 作 福音館書店 

ナチスドイツから逃れるユダヤの少年、

カストロ政権下のキューバを出てアメリカ

に向かう少女、内戦下のシリアからヨーロ

ッパをめざす少年。故郷を追われて旅立つ

３人の物語が、時代や国を超えて同時進行

で語られる。彼らの運命はやがて思わぬと

ころで結びつき……。命の危険にさらされ

恐怖と闘いながらも、明日への希望を見失

わず成長していく子どもたちの姿を描く。

歴史的事実を踏まえたフィクション作品。 

 
933-ﾚ ゴースト  
ジェイソン・レノルズ 作小峰書店 

少年キャスは、父親に銃を向けられ、家か

ら逃げだした過去がある。足の速さから自

分でつけた呼び名は“ゴースト”。中学の

陸上チームに入った彼は、チームメートた

ちとの関係を通し、自分の才能と弱さに向

き合っていく…。【読書感想画指定図書】 


