
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【知識】002-ｵ 文系と理系はなぜ分かれ

たのか  隠岐さや香 著 星海社 

文系と理系はどのようにして生まれたの

か、歴史を確認し、受験や就活、ジェンダー、

研究の学際化といった問題に深く分け入る。 

 

【情報】007-ｵ 13 歳からの「ネットのルー

ル」 誰も傷つけないためのスマホリテラシ

ーを身につける本  小木曽健 監修  

メイツユニバーサルコンテンツ 

日本全国の学校で伝授された、ネット情

報との接し方を解説。 

 

【159 生き方】 

159-ｻ 未来の自分に出会える古書店 

齋藤孝 著 文藝春秋  

コンプレックス、いじめ、進学、恋愛。思

春期の少年なら誰しも突き当たるような問

題に、本は道しるべを与え、成長に誘う。 

 

159-ｼﾞ-2 続 多分そいつ、今ごろパフェと

か食ってるよ。   

Jam マンガ・文 ; 名越康文 監修 

サンクチュアリ出版  

どこにも居場所がない、ちょっとのこと

で落ち込む…。孤独や不安な気持ちと上手

に付き合う６８の考え方を、マンガで紹介。 

 

☆159-ﾓ 苦しかったときの話をしようか 

ビジネスマンの父が我が子のために書きた

めた「働くことの本質」  

森岡毅 著 ダイヤモンド社 

自分の強みをどう知るか。自分の弱さと

どう向き合うのか。「自分をマーケティング 

する方法」を教える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【世界史】209-ｲ 池上彰のまんがで 

わかる現代史 東アジア 

池上彰 著 小学館  

日本に統治されたのに台湾が親日的なの

はなぜか。東アジアの国や地域と日本の複

雑な関係をまんがとコラムで解説。 

 

【３ 社会科学】304-ｻ さらば、民主主義  

憲法と日本社会を問いなおす  

佐伯啓思 著 朝日新聞出版 

憲法、日米同盟、国防、ポスト真実…。 

私たちは何を捨て、何を守るべきか。 

 

【政治】311-ｻ 多数決を疑う  

社会的選択理論とは何か  

坂井豊貴 著 岩波書店  

多数決は本当に国民の意思を反映してい

るのか？人びとの意思をよりよく集約でき

る選び方のルールをさぐる。 

 

【経済】331-ｶ 16 歳からのはじめてのゲ

ーム理論 

鎌田雄一郎 著 ダイヤモンド社 

経済学の中で最も重要である「ゲーム理

論」の思考法を、ネズミ親子のストーリーで

身につけることができる本。 

 

【36 コミュニケーション】 

361-ﾃ 対話する社会へ  

暉峻淑子 著 岩波書店  

人と人のつながりを取り戻し、社会を変

革していく「対話」とは、人間にとって何な

のか。豊富な事例をもとに説く。 
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三高図書館は学校生活の応援団！使いたおしてください！ 

１年生のみなさん、入学おめでとう！一週間経ちましたが、学校にも少し慣れましたか？ 

毎日、新しいことがいっぱいで、ワクワクとドキドキの連続でしょう。いい刺激をたくさん受

けて、自分の可能性を広げてください。２、３年生の皆さんも、自分の目指すところに向かっ

て毎日の勉強や活動に積極的に取り組んでいるところだと思います。そんな皆さんを図書館

は応援していきます。使いやすくて、役に立つ、そしてホッとできる居心地のよい図書館であ

りたいと思っています。いつでも来てくださいね。待ってます。 

そして、もうすぐゴールデンウィーク。連休用に一冊いかがですか？ 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  本の内容 ☆はリクエスト  

 図    書   館   案   内  

★本の数は 

27065 冊 

０総記 1311 

１哲学 869 

２歴史 2604 

３社会科学 3911 

４自然科学 2528 

５技術 1157 

６産業 485 

７芸術 2992 

８言語 946 

９文学 1026２ 

★置いてある新聞★ 
朝日新聞 

山陰中央新報 

毎日新聞 

読売新聞 

島根日日新聞 

（毎日と読売と 

島根日日は 

一日遅れ） 

 

★読みたい本を Get する方法☆ 
   貸出中 → 予約 → 返却されたら   

ない → リクエスト → 貸出の準備ができたら 

「図書館からのお知らせ」を出します 
ので、カウンターで見せて下さい。 
有効期限は７日。お早目に！ 

●冊数は無制限  期間は２週間 

★借りる方法  

本と利用者カードをカウンターの人へ 

渡して、ピッピッとしてもらったら OK！ 

＊カウンターやとなりの図書準備室に 

誰もいない時は 

貸出券にクラスと名前とバーコード番号

を書いて缶の中へ入れる。 

返却期限日のスタンプを押してね！ 

＊もう少し読みたいときは次の予約がない

場合は、継続貸出 OK。 

本と利用者カードを持ってきて、継続貸

出の手続きをしよう。 

★返す方法  
カウンターの人に手渡す か カウンター

や昇降口の返却ＢＯＸへ入れてね！ 

●返却期限は守ろうね！  

春休み前に借りた本は早く返しましょう 

★★こんな雑誌があります★★ 

・栄養と料理…女子栄養大学出版の雑誌。 

・オレンジページ…料理レシピや暮らしの情報が満載。 

・蛍雪時代 

…大学や勉強法を紹介。進路・大学受験の応援雑誌 

・ナショナルジオグラフィック 

…世界中の自然や生物を迫力ある写真で紹介。 

・Number…スポーツ全般を紹介した雑誌。 

・Newton…数学、物理、宇宙、医学などの自然科学系 

の新情報も満載。 

・Non-no…ファッション誌。 

・MOE…絵本やイラストを楽しめる癒し系の雑誌。 

・日経エンタテイメント…芸能関係の雑誌   

・月刊新聞ダイジェスト…1 か月の主要ニュースを 

集めた雑誌。 

・ダ・ヴィンチ･･･いろんな本を紹介する雑誌。 

このほか寄贈された雑誌もたくさんあります。 

*雑誌も借りられます。 

（最新号は一晩、バックナンバーは 1 週間） 

 

開館時間 ８：３０～１７：３０   教室側の窓に 開 の看板が出ている間はいつでもどうぞ！ 

★課題研究、小論文対策に! 
カウンター前にあるブックトラックに新聞記事の切り抜き資料や各分野のオススメ本を用意していますので、 
活用してください。興味が広がったら、関連分類の書架へも行ってみよう。 

 
★展示コーナーは毎月テーマを変えていますので、見てね❤ 本選びの参考にしてね♡ 

入り口 「誰かさんのおすすめ本」生徒手作り本の POP つきです。 

ガラスケース 「夢を描こう」をテーマに夢に向かっている人の本を集めてあります。 

館内 本屋大賞の候補作 1０作を展示。   

手に取ってみてね。貸出も OK です。      

 

お
役
立
ち
情
報 

 

★キャリアコーナー 充実中！仕事や職業調べにどうぞ！ 



361-ﾐ 歩く、見る、聞く人びとの自然再

生 宮内泰介 著 岩波書店 

各地のさまざまな〈いとなみ〉を歩き、見

て、聞いた著者が、災害時や都市部での実践

も含めながら、自然とコミュニティのこれ

からをいきいきと描きだす。 

 

361-ﾓ 空気が支配する国  

物江潤 著 新潮社  

戦争の時もコロナ禍においても、国家・国

民を支配したのは「空気」だった。なぜそう

なるのか、日本の“同調圧力”の正体を事

例をもとに解明。 

 

【366 労働】 

366-ｲ 私たちはどう働くべきか 

池上彰 著 徳間書店  

池上彰が、自分自身の働き方を振り返り

つつ、令和時代の「新しい働き方」を解説。 

 

366-ﾂ 仕事と家族  

日本はなぜ働きづらく、産みにくいのか  

筒井淳也 著 中央公論新社 

スウェーデンとアメリカは働く女性が多

く、出生率も高いという点で共通している。

それはなぜか。歴史的な視点と国際比較を

通じて日本の現在地を示し、目指すべき社

会を考える。 

 

【職業紹介】366-ﾅ-29 小学校教諭にな

るには  

森川輝紀, 山田恵吾 編著 ぺりかん社 

現役の小学校教諭たちに取材し、子供た

ちとのかけがえのない日々をともに過ごす

教師という仕事の実際から初等科の歴史、

〈なり方〉までくわしく解説。 

 

【性の問題】367-ｲ  はじめて学ぶ LGBT 

基礎からトレンドまで スッキリわかる! 

石田仁 著 ナツメ社  

基本的な用語、カミングアウトや学校教

育、当事者の健康、法律上の問題、自治体の

取り組み、市民生活…。さまざまなアプロー

チから、ＬＧＢＴにまつわる基礎的な知識

をわかりやすく解説。 

 

【福祉】369-ｵ 生活保護vs子どもの貧困 

大山典宏 著 PHP 研究所 

行政と民間、双方の立場で貧困問題に取

り組む著者が、「生活保護と子どもの貧困」

をテーマに、知られざる現場の生の声をレ

ポートする。 

 

【教育】371-ﾓ いじめとは何か  

教室の問題、社会の問題  

森田洋司 著 中央公論新社 

１９８０年代にいじめが「発見」されて以

来、３度にわたる「いじめの波」が日本社会

を襲った。なぜ悲劇は繰り返されるのか。 

国際比較から日本のいじめの特徴を探り、

「いじめを止められる社会」への道を示す。 

 

【】379-ｲ 東大教授が教える! 

デキる大人の勉強脳の作り方  

池谷裕二 監修 ; オゼキイサム 絵 

日本図書センター  

最新の脳研究の成果をもとに、勉強に役

立つ脳のしくみや効果的な勉強法を、図と

ともにわかりやすく紹介。 

 

【４自然科学】403-ﾀ  感染症、AI 新時

代を生き抜く科学知識の身につけ方 竹内

薫の「科学の名著」案内      

竹内薫 著 徳間書店 

常識やこれまでのやり方では通用しない

とき、科学や数学的発想があなたの道標と

なる！ 脳、医学、ＡＩといった分野を中心

に、いま読むべき本を紹介。 

 

【49 医学】 

490-ｲ 医と人間  

井村裕夫 編 岩波書店  

ｉＰＳ細胞、ロボット治療など最先端の

医学、そしてチーム医療、緩和ケア、地域の

医療、災害医療、情報技術、死生学など第一

線での医療、高齢社会を幸せに生き抜くた

めになすべきことを考える。 

 

☆491-ﾊ スマホ脳 

アンデシュ・ハンセン 著 新潮社 

睡眠障害、うつ、記憶力や集中力、学力の

低下、依存…。スウェーデンで注目される著

者が、スマホやｉＰａｄが人間、特に子供や

若者に与える影響を明らかにする。 

 

493-ﾄ NICU 命の授業  

小さな命を見守る最前線の現場から 

豊島勝昭 著 赤ちゃんとママ社 

妊娠・出産で直面する困難な選択を迫ら

れるシーンを挙げ、問題提起を交えながら

小さな命を守る最前線を伝える。 

495-ｼ 大切なのに誰も教えてくれなか

った女子の心と体のトリセツ  

神藤多喜子 著 大和書房  

生理の痛みって耐えるしかないの？ 

生理や女性ホルモンの持つ力について、マ

ンガと文章で紹介。 

 

498-ﾂ レスキューナースが教える新型

コロナ×防災マニュアル コロナ禍で災害が

起きても生き抜く!  

辻直美 著 扶桑社  

レスキューナースとして２６年間、地震

や水害に襲われた被災地で活動してきた著

者が、自らの経験を生かした「新型コロナ対

策」を紹介。 

 

【水問題】517-ｵ 水の未来  

グローバルリスクと日本 

沖大幹 著  岩波書店 

水問題を国際社会はどのように解決しよ

うとしているのか。 

 

【ゴミ問題】518-ｲ 捨てられる食べものた

ち 食品ロス問題がわかる本  

井出留美 著 ; matsu 絵 旬報社 

食品ロスはなぜ生まれるのか、食品ロス

を減らすにはどうしたらいいのかなどを、

イラストとともに解説。 

 

【環境問題】519-ｶ  マークで学ぶ SDGs 

家でみつかるマーク  

街でみつかるマーク 

学校でみつかるマーク 

蟹江憲史 監修 ほるぷ出版 

さまざまなモノについているマークの意

味とつながりを解説。 

 

【料理】596-ﾊ たまごかけご飯だって、

立派な自炊です。 たまごで養う自炊力 

白央篤司 著 家の光協会 

「なるべくかんたんでラクに」を基本に、

たまごを使って自炊力をアップ！  

 

【絵画】721-ｺ 洛中洛外図屛風  

つくられた〈京都〉を読み解く  

小島道裕 著 吉川弘文館 

京都の名所と市街、人々の姿を描いた洛

中洛外図屏風。屏風絵に込められた人々の

思いを読み解き、洛中洛外図の魅力に迫る。 

【726 マンガ】 

７26-ｱ-1 よつばと! 15  

あずまきよひこ 著 KADOKAWA  

大人気コミック、待望の 15 巻が登場！  

 

726-ｺ-39 宇宙兄弟 39 

小山宙哉 著 講談社  

ムッタたちを救うべく、月への救出ミッ

ションも本格始動！ 

 

726-ｼ-6 はたらく細胞 06  

清水茜 著 講談社  

体内細胞擬人化漫画、ついに最終巻！ 

 

726-ﾀ ゴミ清掃員の日常  

滝沢秀一 原作・構成 講談社 

読むと分別したくなる?芸人とその妻が

描くコミックエッセイ 

  

726-ﾃﾞ 実録保育士でこ先生 2・3 

でこぽん吾郎 著 KADOKAWA 

おちゃめな愛されキャラの保育士でこ先

生と子どもたちが巻き起こす、保育園での

毎日にあるあるが止まらない！ 元保育士

が愛をこめて描く笑いあり、涙ありの実録

ベースのコミックエッセイ。 

 

【スポーツ】780-ﾊ 最高の教師がマンガ

で教える勝利のメンタル  

原田隆史 著 ; 北田瀧 マンガ原作 ;  

今江大輝 作画 日経 BP 

マンガと文章でメンタルトレーニングに

ついて学べる入門書。選手たちの勝利を支

えるメンタルスキルを基本から教える。 

 

【文学】910-ﾃﾞ 平安女子は、みんな必死で 

恋してた イタリア人がハマった日本の古典 

イザベラ・ディオニシオ 著 淡交社 

女性が自立できなかった平安時代、「言葉」

と「教養」を武器に自分らしく生き抜いた女

性たちがいた?イタリア人の古典愛好家が、

働く現代女性の視点から日本の古典文学を

読みとく。 

 

【913 日本の小説】 

913-ｻ 心淋(うらさび)し川  

西條奈加 著 集英社  

生きる喜びと生きる哀しみが織りなす、

著者渾身の時代小説。【直木賞受賞作】 

 

 

【914 日本のエッセイ】 

914-ﾊﾟ ひとりの時間が僕を救う 

パーカー 著 KADOKAWA 

大学生 YouTubr パーカーの待望の初エ

ッセイ！人見知りでコミュ障なぼっち大学

生が、隠したい過去やコンプレックスとと

もに、些細で可笑しな日常と哲学を綴る。 

 

914-ﾐ ざらざらをさわる  

三好愛 著 晶文社  

くだりのエスカレーターが苦手、子供の

ころ好きだった食べ物「物体Ａ」…。平坦に

見える毎日から少しずつ退出していく、

“半”日常イラスト＆エッセイ集。 

 

【韓国の小説】 
929-ﾁ 82 年生まれ、キム・ジヨン 
チョナムジュ 著 筑摩書房 

ある日突然、自分の母親や友人の人格が

憑依したかのようなキム・ジヨン。誕生、学

生時代、受験、就職、結婚、育児…。彼女の

人生を克明に振り返る中で、女性の人生に

立ちはだかる困難と差別を描く。 

本屋大賞ノミネート作 
913-ｱ お探し物は図書室まで 
青山美智子 著 ポプラ社  

悩める人々が立ち寄った小さな図書室。

不愛想だけど聞き上手な司書さんが、思い

もよらない選書と可愛い付録で人生を後押

ししてくれて…。 

 

913-ｲ 犬がいた季節  
伊吹有喜 著 双葉社  

ある日、高校に迷い込んだ子犬。生徒と

学校生活を送ってゆくなかで、その瞳に映

ったものとは? 

 
913-ｲ 八月の銀の雪  
伊与原新 著 新潮社  

コンビニのベトナム人店員が就活連敗中

の理系大学生に見せた驚きの姿、…。科学

の揺るぎない真実が人知れず傷ついた心を

救う５篇の物語を収録する。 

 

913-ﾔ 自転しながら公転する 
山本文緒 著 新潮社  

東京で働いていた３２歳の都は、親の看

病のために実家に戻り、近所のモールで働

き始めるが…。結婚、仕事、親の介護、思

い惑いながら幸せを求める姿を描く。 
 


