
【教養】002-ｼ はじめてのニュース・リテラシー 

白戸圭一 著 筑摩書房  
フェイク、陰謀論、偏向、忖度、感性のズ

レ…。「事実」はなぜ歪んで／偏ってしまう

のか？ 誰もが情報発信する時代、「情報」と

どのように付き合っていけばよいかについ

て、平易な言葉を使って考察した入門書。 

 

【心理学】141-ﾄ 勉強する気はなぜ起こ
らないのか 
外山美樹著 筑摩書房 

自身の心の持ちようなど、ちょっとした

ことで“やる気”は劇的に変わる！ やる

気のメカニズムを心理学の知見を踏まえて

わかりやすく解説し、心理学の実験で明ら

かになった意外で驚く発見も紹介する。 

 

【生き方】159-ﾌ 1 日 1 話、読めば心が
熱くなる 365 人の仕事の教科書  
藤尾秀昭 監 致知出版社  

稲盛和夫、王貞治、佐藤可士和、羽生善治、

平尾誠二、山中伸弥…。各界各様、それぞれ

の仕事を真剣に生きる人たちへのインタビ

ューから３６５人の言葉を選び出してまと

める。 

 

【伝記】289-ｽ  3 人で親になってみた  
ママとパパ、ときどきゴンちゃん  

杉山文野 著 毎日新聞出版  

トランスジェンダーの著者と彼女は、友

人であるゲイのゴンちゃんから精子提供を

受け、体外受精で子供を授かり…。子育てに

奮闘するトランスパパが、これまでの家族

との関係を振り返りながら、新たなファミ

リーの在り方を探る。 

 

【302 社会情勢】 
302-ｱ-2022 朝日キーワード 2022 
朝日新聞出版 編 朝日新聞出版 

幅広いジャンルから現代社会を知るため

に必須の「キーワード」を厳選した現代用語

集。朝日新聞の第一線記者らが豊富な写真

や図表とともにニュースの本質をわかりや

すく解説する。巻末に重要ニュース月表な

ども収録。 

 

302-ｲ 池上彰の世界の見方 アメリカ 2  
池上彰 著 小学館  

２０２０年大統領選挙、二大政党、黒人差

別、司法制度、軍事・外交・諜報、教育制度。

池上彰が選んだ６つのテーマで「アメリカ」

を解説する。東京都立国際高等学校で行っ

た授業をもとに書籍化 

 

【社会コラム】304-ｳ  ポストコロナ期を生
きるきみたちへ  
内田樹 編 晶文社 

コロナ・パンデミックによって世界は変

わった。この「歴史的転換点」以後の世界を

生きる中高生たちに向けて、５つの世代、２

０名の識者が「生き延びるための知恵」の

数々を伝える。 

 

【307 就職試験】 
307-ｺ-2022 高校生就職面接の受け方
答え方 '22 年版  
成美堂出版  

就職試験を受ける高校生のための面接対

策本。面接試験の概要や、実際の面接の場に

おけるマナーや言葉づかいを、イラストを

交えながら具体的に説明。予想される質問

をテーマごとに掲載し、対応する回答例を

アドバイスつきで収録。よく聞かれる定番

の質問は「答えの組み立て方」から取り上げ、

特別にくわしく解説。 

 

307-ｺ-2022  高校生よく出る一般常識
問題集 '22 年版     成美堂出版 

高校生のための就職筆記試験対策問題集。

採用試験に出題されると思われる問題を、

教科ごとにまとめ、実際に企業から出題さ

れた問題を織り交ぜて編集。分野ごとにな

っているので、苦手な分野の克服に便利。各

教科の後にある、基礎的資料と覚えておき

たい知識を掲載した「要点のまとめ」で、知

識を再確認できる。一般常識全科目と、最新

時事問題の必須ポイントを完全チェック！ 

 

【法律】326-ｷ 死刑廃止を考える  
菊田幸一 著 岩波書店  

国際社会において、３分の２以上の国が

死刑廃止・停止へと動いているなか、日本で

は依然として死刑制度が存置されている。

死刑制度の何が問題なのか、廃止に向けて

必要な課題は何か。最新データをもりこみ、

死刑廃止を訴える 

 

【経済】335-ｶ 経営学って何か教えてくだ
さい!  マネジメント・ジャングルを彷徨う 
亀川雅人 著 創成社  

出版社に勤める南山メグミは、経営学の

新書の企画を命じられる。経営の知識がま

ったくないメグミは、経営学の第一人者で

ある亀川教授を訪ね…。経営学の本質をス

トーリー形式で解説する。 

【社会学】360-ﾅ  未来をつくるあなたへ 
中満泉 著 岩波書店  

核兵器、難民、環境、格差…。国際連合の

事務次長として軍縮問題を担当する著者が、

今、世界で起きている様々な課題と向き合

い、勇気を持って一歩を踏み出すことの大

切さを伝える。 

 

 

【366 職業】 
366-ｵ 10 代のための資格･検定  

可能性を広げる道しるべ  
大泉書店編集部編 大泉書店  

１０代が知っている知識で十分に合格を

めざせる、楽しみながら勉強できる、そんな

資格・検定を紹介。大人になってからと思っ

ていたことが、今からでもけっこうできる。

語学、技術、競技、知識、パソコン等の資格・

検定を掲載。 

 

366-ﾅ-40 弁理士になるには 
藤井久子 著 ぺりかん社 

知的財産のスペシャリスト・弁理士。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、弁理士の歴史、仕事の内容と流

れ、将来性、〈なり方〉などをくわしく解説

する。「なるにはフローチャート」も掲載。 

 

【福祉】369-ｵ 最新福祉ビジネスの動向
とカラクリがよくわかる本 業界人、就職、
転職に役立つ情報満載  
大坪信喜 著 秀和システム 

日に日に拡大を続けている福祉ビジネス。

福祉制度の変遷と業界構造を徹底分析する

ほか、施設の経営ノウハウや課題、参入のポ

イント、注目市場、介護事業の最新の話題等

について解説する。需要が増す子育て・障が

い者事業も紹介。 

 

【障がい者福祉】369-ｲ わたしの身体は
ままならない 〈障がい者のリアルに迫るゼ
ミ〉特別講義 
石田祐貴 [ほか] 著  河出書房新社 

わたしとあなたで、見える世界、語る言葉

はどう違うのだろう？ 東大をはじめ全国

８大学で行われた、当事者による講義〈障が

い者のリアルに迫るゼミ〉を書籍化。伊藤亜

紗らによる書き下ろし原稿も収録する。 

 

 

 

 
【保育】369-ｵ 最新保育サービス業界の
動向とカラクリがよ～くわかる本 業界人、
就職、転職に役立つ情報満載  
大嶽広展 著 秀和システム 

成長が続く保育サービス業界。その構造

と事業形態、業界を取り巻く外部環境と社

会問題、子ども・子育て支援新制度の概要、

保育サービス市場新規参入の実態、主な保

育サービス企業ランクと参考事例などを紹

介する。 

❤ ❤ こんなコーナー作っています❤ ❤ 
館内コーナーでは 

★5 月 12 日は看護の日★ 

看護について考えよう 

看護師の体験記や患者目線の本、 

医療スタッフや病院関係の仕事内容、 

現在の医療を知る本を選びました。   

 

                    

ガラスケースのなか 

部活を頑張れるココロとカラダの 

サプリ本だよ 

部活小説をはじめ、スポーツ栄養 

学の本、メンタルトレーニングや 

テーピングや心身のケアの本を集め 

ています。 

 

 司書のオススメ本  
サッカー少年必読の書！ 

サッカー選手・香川真司さんの本 

783-ｶ 心が震えるか、否か。 
香川真司 著 幻冬舎  

今までの選手生活の中で、何を考え、も

がいてきたのか。欧州で１０年戦ってき

た香川真司が、これまでを振り返りなが

ら、重圧にさらされ、迷い、悩んだときに、

大切にしてきた指針を語る。 

 

立正大淞南高校サッカー部監督の本 
☆783-ﾐ 立正大淞南高校の個とチー
ムの磨き方 常に自分に問え!チームの
為に何が出来るか  
南健司 著 竹書房  

全国屈指のサッカー強豪校・立正大淞

南高校。中学時代目立った実績を残して

いない選手たちを磨き上げ、強烈な個性

を持ったＪリーガーに多数育て上げた名

将・南健司の独自の哲学に基づく魅力あ

るチーム作り、選手育成法に迫る。 

 

2021-№２ 
令和３年 5 月 1８日発行 

三刀屋高校図書館 

がんばろう！三刀屋高校 
県総体や文化部の大会が近づきました。日々の練習の成果を発揮するときです。 

力を出し尽くせるよう祈っています。コロナ対策をしながらがんばりましょう。 
図書館からの応援は本で!今月のガラスケースに「ココロとカラダのサプリ本」を 
用意しています。ちょっとでも気になる本、役立つ本があるかもしれませんので、 
ぜひ図書館へ来てみてね! ｂｙ司書 

新着図書案内    

ラベルの番号 書名 著者名 出版社 内容 の順   ☆はリクエスト   

3 月のビブリオバトルで紹介された本

お待たせしました。入りました！ 

913-ﾓ 小説仮面ライダーオーズ 
毛利亘宏 著 講談社  

３つの章からなる仮面ライダーオーズの

世界の過去と現在、そして未来が描かれる。 

 

913-ﾜ みんなのふこう 
～葉崎は今夜も眠れない  

若竹七海 著 ポプラ社  
海辺の田舎町・葉崎市を舞台に、疫病神

がついていると噂されながら、どんなこと

にもめげない１７歳のココロちゃんと、彼

女を見守る女子高生ペンペン草ちゃん、周

囲の人々が繰り広げる、泣き笑い必至の極

上エンタテイメント。 



【災害救済】 
369-ｲ 震災復興 
10 年の総点検 「創造的復興」に向けて  
五十嵐敬喜ほか著 岩波書店 

3・11 から１０年。単なる原状回復では

ない、２１世紀のあるべき日本の姿を追求

した復興はなされたのか。３２兆円もの巨

額をかけた復興政策の光と影を、防潮堤や

住宅・まちづくりなどハードの側面と、生業

や暮らしなどソフトの側面から多角的に検

証するとともに、来たるべき災害に備える

「事前復興」等の考え方を紹介する。 

 

369-ﾋ 東日本大震災 10 年 復興の歩
み 宮城･岩手･福島 報道写真集  
河北新報社  

東日本大震災発生から２０２１年で１０

年。『河北新報』の大型写真特集「復興の歩

み」をベースに、宮城、岩手、福島の被災地

の震災直後と１０年後の復興の様子を空撮

を中心に紹介する。震災前に撮影された街

並みの写真も掲載。 

 

【防災】369-ｽ もしも…に慌てない登山式
DE 防災習慣 お役立ちコミックエッセイ 
鈴木みき 著 講談社  

「命を自分で守ること」は登山と防災の

共通項。機能に優れた登山ウエア、在宅避難

にいい山ごはんなど、登山や山キャンプで

備わった防災術をコミックエッセイで紹介。 

 

【３７教育】 
370-ｺ 問う方法･考える方法 

 ｢探求型の学習｣のために  
河野哲也著 筑摩書房  

変わりつつある世界で、変わりつつある

学びを身につける?。新学習指導要領の重要

キーワード「探究」のためのテキスト。探究

することの意味と楽しさを伝え、探究の仕

方を実践的に紹介する。 

 

☆370-ﾐ もし「未来」という教科があったな
ら 学校に「未来」という視点を取り入れて
みた 未来科準備室 編  学事出版 

もし「未来」という教科が時間割にあった

なら、学校で、各教室で、学校外でどんなこ

とができるだろうか。「未来」を視点にしな

がら取り組む、学校内外での新しい学び方

を紹介しながら、学校の「未来」を考える。 

 

372-ﾆ SDGs時代の国際協力 アジアで
共に学校をつくる  
西村幹子ほか著  岩波書店  

支援する側・される側ではなく、互いに当

事者として「協働」するパートナーシップと

は？ バングラデシュで学校づくりに取り

組んできたＮＧＯの活動を、日本からの参

加者・現地の生徒たちの声とともに紹介。 

 

374-ﾓ いい教師の条件  
いい先生、ダメな先生はここが違う 

諸富祥彦 著 SB クリエイティブ 
著者は、教師の大変さを痛感する一方で、

「教師ほど魂を打ち込める感動的な仕事は

ない」と断言する。では、何が過酷で、何が

感動的なのか？ 教師が置かれているリア

ルな現実を説いていく。 

 

376-ﾐ 国際学部  
中高生のための学部選びガイド  

三井綾子 著 ぺりかん社 
国際学部をめざす人のための学部案内。

国際学部で学ぶことやキャンパスライフ、

卒業後の進路などを、実際の取材をもとに、

わかりやすく説明する。教員・学生・卒業生

インタビューも収録 

 

376-ﾜ まるまる使える入試面接合格ナビ 
和田圭史 著 桐原書店  

「総合型選抜」「学校推薦型選抜」（従来の

AO・推薦入試）が今後さらに増える見込み

です！大学入試の面接対策に特化したこの

1 冊で合格を勝ち取る！ 

 
【民俗学】383-ｶ 平安男子の元気な!生活 

川村裕子 著 岩波書店  

華やかで、まったりと優雅なイメージが

ある平安貴族の男子たち。でもじつは、ハー

ドワークな元祖ビジネスパーソンだっ

た！？ 恋とファッションだけじゃなく、ゲ

ームやサッカーもセレブのたしなみ？ 就

活ノウハウに出世のヒケツ、バッチバチの

ライバル対決……。意外とアクティブな彼

らの生活、平安男子たちのがんばりをどう

ぞご覧あれ！ 

 

【45 地球科学】 
451-ｺ 地球温暖化を解決したい  

エネルギーをどう選ぶ?  
小西雅子 著 岩波書店  

温暖化を解決するカギはエネルギー。気

温上昇を抑えるために、どのエネルギーを

どのように使うかを考えることが重要です。

水力、風力、太陽光、石油、石炭など、それ

ぞれのエネルギーの長所と短所を解説。 

 
453-ｶ 地震はなぜ起きる?  
鎌田浩毅 著 岩波書店  

火山学、地球科学、科学教育を専門にする

著者が、地震が起きる科学的なしくみをわ

かりやすく解説。地震の多い日本で安全に

暮らすには、どのような準備をすればよい

のかも具体的に紹介。 

 

【医学】498-ｳ 「繊細すぎる人」のための心の

相談箱 いまよりラクに生きるためのヒント 

海原純子 著 PHP エディターズ･グループ 

他人の目や言動が「気になりすぎる」と思

ったら？ 傷つきやすく繊細な人が自分の

資質を活かし回復する力をつけられるよう、

様々な相談ケースと解決へのヒント、対策

などを示す。 

 

【技術】501-ｼ ユニバーサルデザインで
みんなが過ごしやすい町へ １．２．３  
白坂洋一 監修 汐文社  

町のあちこちにある、ユニバーサルデザ

インを探しに町探検に行こう。 

１は、電車・バスなどの交通機関 

２は、病院・図書館などの公共施設 

３は、道路・ショッピングセンター 

 

【726 マンガ】 
726-ｱ-2 この音とまれ! 24  
アミュー 著 集英社  

高校の箏曲部が舞台の部活動マンガ。 

 

726-ｵ-9 透明なゆりかご 産婦人科医
院看護師見習い日記 9  
沖田×華 著 講談社  

1997 年、看護学科の高校 3 年生の×華

は母親のすすめで産婦人科医院の見習い看

護師として働くことになる。完結編 

 

726-ｽ-46  ちはやふる 46 
末次由紀 著 講談社  

百人一首かるたの名人・クイーン戦第３

試合。絶体絶命の中、なんとか勝ち星を上げ

た千早と周防。流れを掴み始めている２人

に対し、詩暢と新はどう戦うのか！？ 

 
726-ｷ 「鬼滅の刃」で心理分析できる本 
清田予紀 著 三笠書房  

多くの人の心をとらえる類稀な作品「鬼

滅の刃」を、心理学的視点で考察。 

 

【８ことば】 
809-ｳ コミュニケーション力を高めるプ
レゼン・発表術  
上坂博亨ほか著 岩波書店  

これからの社会でますます重要になるプ

レゼンテーションとコミュニケーション。

パワポスライドの効果的な作り方やスピー

チの基本、相手を動かすプレゼンについて

わかりやすく解説。 

 

816-ｶ 書き方のコツがよくわかる医系小
論文頻出テーマ 20  
神尾雄一郎ほか著 KADOKAWA  

「何を書くか」「どう書くか」の両方が学

べるオールイワン型参考書。医学部医学科・

保健学科・看護学科などの対策本。 

 

830-ｲ 英語独習法  
今井むつみ 著 岩波書店  

英語の達人をめざすなら高い語彙力が不

可欠。オンラインツールを利用した合理的

な実践的勉強法を紹介。 

 

【俳句】911-ｺ 俳句部、はじめました  
さくら咲く一度っきりの今を詠む

神野紗希 著 岩波書店  
五七五の定型のリズムに乗せ、季語の力

を借りて詠む世界でいちばん短い詩「俳句」。

十代で俳句に出会い、作句を続ける著者が、

その魅力と作る楽しさを伝授。 

 

【913 日本の小説】 
913-ｾ その扉をたたく音  
瀬尾まいこ 著 集英社  

ミュージシャンへの夢を捨てきれず怠惰

な日々を送る宮路は、演奏に訪れた老人ホ

ームで、神がかったサックスの音を耳にす

る。吹いていたのは介護士・渡部だった。ホ

ームに通い始めた宮路は…。 

 

913-ﾃ 小説火の鳥 大地編 上・下 
手塚治虫 原案 ; 桜庭一樹 著  
朝日新聞出版 

日中戦争期の大陸を舞台に描いた、歴史

ＳＦ巨編。漫画家・手塚治虫が残した「火の

鳥」続編の構想原稿に、作家・桜庭一樹が新

しい命を吹き込む。 

 

913-ﾅ 広告の会社、作りました  
天津遠山合同会社  

中村航 著  ポプラ社 
突然会社の倒産を告げられ、いきなり無

職になったデザイナーの健一。安定した転

職先を求めたはずが、飛び込んだ職場はコ

ピーライター功明の個人事務所で…。不安

を勇気に変える、書き下ろし爽快お仕事エ

ンタメ。 

 

913-ﾆ おまじない  
西加奈子 著 筑摩書房  

少女、モデル、キャバ嬢、レズビアン…。

社会の価値観に縛られ、「生きづらさ」を感

じている「女の子」たちが「おじさん」のな

にげない一言で救われ…。全８編を収録。 

 

913-ﾊ ギフト  
原田マハ 著 ポプラ社 

忘れないで。木枯らしの真夜中も、太陽は

いつもあなたを照らしている。慌ただしい

日常の中に潜む小さな幸せを描き出す、心

温まる２０の物語（ギフト）。母と娘の切な

い絆を描いた短編「ながれぼし」を併録。 

 

913-ﾋ 白鳥とコウモリ  
東野圭吾 著 幻冬舎  

「すべて、私がやりました。すべての事件

の犯人は私です」2017 年東京、1984 年

愛知を繋ぐ、ある男の”告白”、その絶望

——そして希望。「罪と罰の問題はとても難

しくて、簡単に答えを出せるものじゃない」 

私たちは未知なる迷宮に引き込まれる——。 

 

913-ﾐ ドキュメント   
湊かなえ 著 KADOKAWA 

圭祐たち放送部は、全国大会を目指して

ドキュメント作品を作りはじめるが、思わ

ぬ人物の予期せぬ姿が撮影され…。誰が仕

組んだ罠なのか？ 湊かなえがおくる高校

部活小説。 

 

913-ﾐ エレジーは流れない  
三浦しをん 著 双葉社  

のどかでさびれた温泉街に暮らす高校２

年生の怜は、複雑な家庭の事情、迫りくる進

路選択、自由奔放な友人たちに振り回され

る日々を送っている。そんななか、博物館か

ら縄文式土器が盗まれ…。 

 

【914 日本のエッセイ】 
914-ｼ ここじゃない世界に行きたかった 
塩谷舞 著  文藝春秋  

あたりまえに生きるための言葉を取り戻

す。出会うべき誰かと強く惹かれあうため

に?。世界の諸問題への視点と生活への美意

識が胸を打つ、多様性の時代を象徴するエ

ッセイ集。 

 

914-ﾑ 小福ときどき災難  
群ようこ 著 集英社  

荒ぶる天候、揺れる体調…。ストレスフル

な毎日を少し快適に、少し楽しく変えてく

れる「小さな幸福」を探して、時に成功、時

に大失敗の悲喜こもごもを綴るエッセイ集。 


