
【知識】002-ﾊ 自宅学習の強化書  
塾へ行かなくても成績が超アップ!  

葉一 著 フォレスト出版 
自宅学習を習慣にすれば、吸収する力が

ぐっと高まり、結果が出る！ 教育ＹｏｕＴ

ｕｂｅｒ・葉一が、勉強法の見つけ方、計画

の立て方、テスト対策、集中力アップの秘け

つなどを紹介。中学生の保護者に向けたメ

ッセージも収録。 

 
【メディア】 
070-ｲ メディアをつくる！ ＹｏｕＴｕｂｅや
って考えた炎上騒動とネット時代の伝え方 
池上彰 増田ユリヤ著 ポプラ社 

ＳＮＳをやらない、テレビ、紙媒体で活躍

する２人が、コロナ禍で学校に行けない子

どもたちのために始めたＹｏｕＴｕｂｅ。

炎上騒動を経験して考えたこと、デジタル

時代の理想のメディア、伝え方などを語り

合う。 

 

【郷土】092.9-ｲ 出雲の国 縁たび 巡礼 
山陰中央新報社  

出雲・松江をめぐる幸せ縁結びたび案内。

出雲大社をはじめ、玉造温泉、しまねの器・

酒・お土産、各地の観光スポットやパワース

ポット、ランチ、カフェ、ショッピング情報

などを紹介します。データ：２０２０年９月

現在。 

 

093.7-ｼ 日韓の中学生が竹島（独島） 
問題で考えるべきこと  
下條正男著 ハーベスト出版  
「日本人を説得する」ための教育プログラ

ムが確立している韓国の独島教育。韓国の

中学生から届いた手紙の内容を検討し、韓

国の独島教育の内容や、その問題点につい

て考察する。 

【１５９生き方】 
159-ｲ コロナ時代の暮らしのヒント 
井庭崇著  晶文社  

自宅に世界で一番ワクワクする本棚をつ

くる、写真や絵を見て語りあい、自宅で感性

を磨く…。新型コロナウィルスの影響下で

の不自由な状況のなかで、よりよく暮らし

ていくためのヒントを紹介する。 

 
159-ﾕ 君なら、越えられる。涙が止まら
ない、こんなどうしようもない夜も 
ｙuzuka 大和書房  

誰かの乱暴な言葉や態度に傷つけられた

日、昔の思い出に引きずられて眠れない日、

なんとなくついていなくて、むしゃくしゃ

している日。そんな時に寄り添う言葉がつ

まった、薬箱のようなエッセイ集。 

 

【伝記】281-ﾏ なぜ私たちは理系を選だ 
だのか 未来につながる＜理＞のチカラ 
桝 太一著 岩波書店  

宇宙飛行士、ベストセラー作家、アスリー

ト、人気ユーチューバー……、様々な世界で

活躍している理系出身の方々に人気アナ桝

太一さんがお話を聞きます。理系にはどん

な魅力があるのか、どんな可能性が広がる

のか……。夢に向かって一歩を踏み出した

いあなたへ、理系から広がる多様な世界を

紹介します。 

 

【33 経済】 
332-ﾐ 日本経済図説 第 5 版 
宮崎勇  ほか著 岩波書店  

経済発展の軌跡、国土と人口、産業構造、

労働、金融、財政、国際収支、国民生活まで

幅広く日本経済の実態を点検できる定番図

説の改訂版。日銀の金融緩和策とアベノミ

クス、米中貿易戦争、パンデミック下で迫ら

れるデジタルトランスフォーメーション、

脱炭素化などの構造変革など、二〇一三年

の第四版以降の激変を加味した新版。 

 

335-ｻ 図解渋沢栄一と「論語と算盤」  

「渋沢の人生」と「不朽の名作」を 1 冊で学ぶ 
齋藤孝 著 フォレスト出版  

「仕事を趣味として取り組む」「意志は鍛え

ることができる」といった「論語と算盤」の

教えや、渋沢栄一の人生を、図とともにわか

りやすく解説。歴史上の人物との交流や、戦

国武将にたいする栄一の考察なども紹介す

る。 

 

【統計】351-ﾔ 日本国勢図会 2021/22  
日本がわかるデータブック  

矢野恒太記念会‖編集矢野恒太記念会 
厳選した最新のデータをもとに、日本の

社会・経済情勢を表とグラフでわかりやす

く解説したデータブック。国土と気候、人口、

工業、財政など、さまざまな分野の基本統計

を収録する。府県別主要・生産統計も収載。 

 

【３６６職業紹介】 
366-ﾅ-156 アプリケーションエンジニア
になるには  
小杉眞紀ほか 著 ぺりかん社 

主にスマホのアプリケーションソフトウ

ェアを開発するエンジニアたちの仕事現場

を取材するほか、収入と生活、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。 

 

366-ﾅ-37 環境専門家になるには 
小熊みどり著 ぺりかん社 

環境問題の解決のために、様々な分野で

活躍する環境専門家。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、仕

事の内容や収入・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 

 

366-ﾅ-61 社会福祉士・精神保健福祉
士になるには  
田中英樹, 菱沼幹男 編著 ぺりかん社 

生活に困難を抱える人を支援する社会福

祉士・精神保健福祉士。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、仕

事の内容や収入・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。〔２０１１年刊の改訂〕 

 
【367 性の問題】 
367-ｴ みんな自分らしくいるための 
はじめての LGBT  
遠藤まめた著 筑摩書房 

恋愛における変なルール、個性を尊重す

るわりには厳しい校則、友だちの範囲…。私

たちを取り巻く「当たり前」から自由になれ

るよう、性の多様性について考える。 

 

 
 
 

367-ﾀ みんなちがってみんなステキ 
 ＬＧＢＴの子どもたちに届けたい未来 

高橋うらら著 新日本出版社 
ＬＧＢＴ理解のために、学校現場への出

張授業やＬＧＢＴ就職支援などの活動をす

る団体、ＲｅＢｉｔ。誕生のきっかけやその

後の発展の様子、自問自答しながらも前に

すすみつづけるメンバーたちの思いを紹介

する。 

 
【教育】372-ﾑ 超えてみようよ！境界線 
アフリカ・アジア、そして車イスで考えた援
助すること・されること  
村山 哲也著 かもがわ出版 

ケニア、フィリピン、ルワンダ…。教育開

発援助の仕事で、いくたびも国境を越えな

がら、よそ者と身内、性差、階級、敵味方、

援助する側とされる側など、さまざまな「境

界線」に直面した著者が、ドキドキの体験談

を綴る。 

 

375-ﾌ 「探究」する学びをつくる  
社会とつながるプロジェクト型学習 

藤原さと著 平凡社  

家庭の環境や身体的・認知的特性にかか

わらず、すべての子どもが自分に価値を感

じ、幸せに生きるには。子どもの生きる力を

伸ばすプロジェクト型学習プログラムを日

本に導入した著者が、実践のための理論と

ヒントを示す。 

 

 

 
 

梅雨明けまであと少し 
毎日暑いですね。暑さに負けないよう、気合を入れていきましょう。 

今の時期は試験も終わって、気持ちに余裕のあるいい時です。図書館には面白い本や素
敵な本があなたを待っていますよ。夏休み前の今だからこそぜひ読書をしましょう。 

夏休みの⾧期貸出を今日から始めます。冊数はいつでも無制限、 
読みたくなった本は全部借りてくださいね。返却期限は 8/18 です。 
新着案内を終業式までに、もう一回出す予定です。それもお楽しみに❤ ｂｙ司書 

図書館だより  
2021－№４ 

三刀屋高校図書館 
令和 3 年７月８日発行  

＊新着案内＊ 請求記号 書名 著者名 出版社 内容 ☆リクエスト  

返却期限が過ぎている本は、早く返却してください。まもなく返却の督促状を出します。 

7 月 7 日の七夕にちなみ 

七夕飾りをしています。 

短冊に願い事を書いて、笹に飾って、 

お願いしてみませんか。 

念ずれば、願いは届く･･･かもしれませんよ❤ 

今月末まで図書館前と昇降口で飾ります。 

 

☆こんな展示やってます！☆ 

【入口】誰かさんのおすすめ本 

【ガラスケース】 
「星空をながめよう」 

星座の本やキュンキュンの恋愛小説を集めました。 

【館内】「司書おすすめ この夏読んでほしい本」 

★夏休みの図書館カレンダー★  〇の日は開館します 

日 月 火 水 木 金 土 

   7/21 

終業式 

22 

海の日 

23 

スポーツの日 

24 

× 

25 

× 

26 27 28 29 30 31 

× 

8/1 

× 

2 
〇 

3 
〇 

4 
〇 

5 
〇 

6 
〇 

7 

× 

8 

山の日 

9 

振替休日 

10 

× 

11 

× 

12 

× 

13 

× 

14 

× 

15 

✕ 

16 
〇 

17 
〇 

18 

始業式 

19 20 21 

× 

開館時間 8：30～17：00 自習、本の貸出・返却 OK です 

この週は× エアコン改修工事のため 

 



379-ﾌ あなたが伸びる学び型 ドラゴン
桜と FFS 理論が教えてくれる  
古野俊幸 著 日経 BP  

学びの努力が実を結ばないのは“学び型”

が合っていないからかも。ＦＦＳ理論をも

とにした勉強の仕方などを、「ドラゴン桜」

のマンガとともに解説する。ＦＦＳ診断（ド

ラゴン桜バージョン）ができる袋とじアク

セスコード付き。 

 

【数学】410-ｻ 深掘り!中学数学  
教科書に書かれていない数学の話 

坂間千秋 著 岩波書店  
三角形の内角の和はなぜ 180°になる？ 

なぜ割り算はゼロで割ってはいけない？ 

なぜマイナス×マイナスはプラスになる？ 

円周率はなぜ一定の値なの？…。「当たり前」

だけどうまく説明できない「数学のなぜ？」

をわかりやすく解説します。考えることの

面白さに気づき、数学の魅力を再発見する。 

 

【物理】420-ﾍ 確かめてナットク!物理の
法則 
ジョー・ヘルマンス 著 岩波書店  

ロウソクとＬＥＤ、どっちが効率が良

い？ 日常にふと感じる疑問に答えるのが

物理学の本当の使い方。公式を覚えるだけ

じゃつまらない、物理学の醍醐味を伝える

本。手軽に入手できる道具や材料でおこな

える簡単な実験も紹介。 

 

【気象】451-ｶ 日本に現れたオーロラの謎 

片岡龍峰著 化学同人  

「日本書紀」に記された日本最古の天文

記録「赤気」はオーロラだったのか？ 鎌倉

時代の「明月記」、江戸時代の「星解」、昭和

の連続写真などから、日本オーロラ史をひ

もとく。 

 

【生物】468-ｲ 生態学者の目のツケドコロ  
生きものと環境の関係を、一歩引いたとこ
ろから考えてみた  
伊勢武史著 ベレ出版 

生態学とは、生物とそれを取り巻く環境

の相互作用を考える学問分野。生態系や外

来生物、生物進化、生物多様性、環境問題な

ど、世界的に関心が高まっている話題を取

り上げ、やさしい文章でわかりやすく生態

学の考え方を紹介。 

 

【動物】481-ﾌ 空飛ぶヘビとアメンボロボット 

動物たちのスゴ技から生まれたテクノロジー 

デイヴィッド・フー著 化学同人  
【米国物理学会サイエンスコミュニケー

ション賞（２０１９年度）】動物たちがいか

に独創的な方法で、自然の法則を利用し、環

境に適応し、進化してきたか。イグノーベル

賞を２度も受賞した科学者が、動物の動き

を真似たロボットやデバイスをどのように

開発したのかを紹介する。 

 

【49 医学】 
495-ﾀ 赤ちゃんのふしぎ科学ずかん 
高橋孝雄 あすなろ書房  

赤ちゃんが生まれてから１年くらいの期

間を観察。赤ちゃんの呼吸や反射、体、こと

ばなど、どうやって大きくなっていくのか

を豊富な写真やイラストで紹介します。生

まれるまえの赤ちゃんについても教えます。 

 

498-ﾅ チーム・ブルーの挑戦 
中島隆著 大月書店  

２０１３年に開業した在宅医療専門のク

リニック「やまと診療所」。自宅で最期を迎

えたいと願う患者とその家族に寄り添い支

え、自分らしく死ねる世の中へ社会を変え

たいと奮闘する、若い医療者たちの挑戦を

描く。 

 

【環境】519-ｴ 気候変動から世界をまも
る３０の方法 わたしたちのクライメート・ジャ
スティス！  
FoE Japan 合同出版 

世界中で深刻化する気候変動の問題。気

候危機を回避するために今のくらしの中で

どのようなことができるのか。各国の最前

線で活躍する研究者・活動家が気候変動の

問題を、約１００点の写真や図表とともに

わかりやすく解説する。 

 

【家庭看護】598-ｲ わたしのおうち  
伊藤暢彦著 新日本出版社 

チャレンジド（障がいを持つ人）の祥さん

が、知的障がい者施設に入所して８年。彼女

の父が、支援スタッフが克明に記した生活

記録をもとに、ひょうきんで甘えん坊の祥

さんと、支援スタッフたちの努力、時に葛藤

の物語を綴る。 

 

【農業】611-ｾ １３歳からの食と農  
家族農業が世界を変える  

関根佳惠著 かもがわ出版  

貧困、飢餓、気候変動、エネルギー問題…。

解決するカギは「家族農業」にあり！ 大き

く方針転換しつつある食と農の問題を、「家

族農業の１０年」、ＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）等のキーワードでわかりやすく解

説。 

【７２６ マンガ】 
726-ｲ Dr.STONE 1～3  
稲垣理一郎 原作 集英社  
【小学館漫画賞少年向け部門（第６４回）】

一瞬にして世界中すべての人間が石と化す、

謎の現象に巻き込まれた高校生の大樹。数

千年後──。目覚めた大樹とその友・千空は

ゼロから文明を作ることを決意する!! 空前

絶後の SF サバイバル冒険譚、開幕!! 

 

726-ﾕ-1 僕より目立つ竜学生 1 
杠憲太著  集英社  

長きにわたる入院を終え、日暮学の夢の

高校生活が始まった! 得意の発明スキルを

活かして目立ちまくり友達をつくりたい学

だが、遥かに存在感のある竜人のメリア・ス

ピンドルストンが留学生としてやってきて

…!? 少し不思議な異文化交竜コメディ、こ

こに開幕! 著者は松江市出身 

 
【イラスト】726-ｶ  ひとりの夜にあなたと
話したい 10 のこと  
カシワイ著  大和書房  

心がざわざわする夜も、泣きたいことが

あった夜も。一日の終わりに届く手紙のよ

うに、やさしく孤独な夜に寄り添う絵と言

葉たち。人気イラストレーターが、ささやか

なエールのようにかけがえのない物語を紡

ぐ。 

 

【783 スポーツ】 
783-ﾀ 野球の戦い方 正しいセオリーを
理解して「投手対打者」を制する 
高見泰範著 ベースボール・マガジン社 

名門・東芝の監督を務めた著者が、野球の

戦術を徹底解説。配球の基本から相手のタ

イプ別攻略法、試合展開の考え方まで、３Ｄ

グラフィックを用いた図で詳細に伝える 

 
783-ﾅ ソフトテニス東北高校・中津川澄
男メソッド「ストローク」を極める 
中津川澄男著 ベースボール・マガジン社 

数々のトップ選手を輩出したソフトテニ

スの名門・東北高校が取り組む「ストローク」

の練習法や技術を、連続写真で徹底解説。フ

ットワークの磨き方や、配球の考え方、ミス

になりがちなポイントも取り上げる。 

 

783-ﾊ 生きる、夢をかなえる  
僕は白血病になったＪリーガー  

早川史哉著ベースボール・マガジン社 
プロデビュー直後に急性白血病を発症し

たＪリーガー、早川史哉。彼は病気とどのよ

うに対峙しながら日々を過ごし、自分の夢

を実現しようとしているのか。関係者の証

言をまじえつつ、若きＪリーガーの軌跡と

現在の姿を活写する。 

 

【8 言葉】 
801-ﾊ ﾞ  デジタルで変わる子どもたち  
学習・言語能力の現在と未来  
バトラー後藤裕子著  筑摩書房  

ＳＮＳを長時間使う子は読解力が低い？ 

ＩＣＴ教育のメリット・デメリットは何

か？ デジタル技術の急速な普及で、子ども

たちの学習環境は大きく変化している。海

外の最新研究をもとに、デジタルと「学び」

の関係を分析する。 

 

816-ｼﾞ 時事から学ぶ小論文 2021 
第 1 号 基礎編 小論文の書き方を学ぼう 
第 2 号 情報編 オンラインが変えるコミュ
ニケーション  
第 3 号 医療編 変貌する医療の最前線 
朝日新聞社 編 朝日新聞出版  
 

829-ｲ 高校生からの韓国語入門 
稲川右樹著 筑摩書房 

Ｋ-ＰＯＰやドラマで韓国に興味を持っ

たなら、ぜひ韓国語を勉強してみよう。日本

語と似ているし、ハングルも実はかんた

ん！ イラスト満載で楽しく勉強が始めら

れる入門書。音声ファイルのダウンロード

サービス付き。 

 

【９１３日本の小説】 
913-ｲ スモールワールズ  
一穂ミチ著 講談社  

夫婦円満を装う主婦と、家庭に恵まれな

い少年。初孫の誕生に喜ぶ祖母と娘家族。向

き合うことができなかった父と子…。誰か

の悲しみに寄り添いながら、愛おしい喜怒

哀楽を描く連作集。 

 

913-ﾂ 琥珀の夏  
辻村深月 著 文芸春秋  

かつてカルトと批判された〈ミライの学

校〉の敷地から発見された子どもの白骨死

体。弁護士の法子は、遺体が自分の知る少女

のものではないかと胸騒ぎをおぼえる。小

学生の頃に参加した〈ミライの学校〉の夏合

宿。そこには自主性を育てるために親と離

れて共同生活を送る子どもたちがいて、学

校ではうまくやれない法子も、合宿では「ず

っと友達」と言ってくれる少女に出会えた

のだった。もし、あの子が死んでいたのだと

したら……。 

 

913-ﾅ キズナキス  
梨屋アリエ著 静山社  

もしも、他人の心が覗けたら、不安はなく

なるだろうか。もしも、心を完全に閉ざすこ

とができたら、他人に傷つけられることも

なくなるだろうか?。少女たちの抱える孤独

と閉塞感をリアルにとらえた長編小説。 

 

913-ﾉ 旅する練習  
乗代雄介著 講談社  

【三島由紀夫賞（第３４回）】中学入学を前

にしたサッカー少女と、小説家の叔父。ふた

りは、コロナ禍で予定がなくなった２０２

０年の春休み、利根川沿いに徒歩で千葉の

我孫子から鹿島アントラーズの本拠地を目

指す旅に出て…。 

 

913-ﾊ 小説 8050  
林真理子著 新潮社  

従順な妻と優秀な娘にめぐまれ、完璧な

人生を送っているように見える大澤正樹に

は秘密がある。有名中学に合格し、医師を目

指していたはずの長男の翔太が、七年間も

部屋に引きこもったままなのだ。夜中に家

中を徘徊する黒い影。次は、窓ガラスでなく

自分が壊される——。 

 

913-ﾏ 零（ｾﾞﾛ）から 0(ｾﾞﾛ)へ  
まはら三桃著 ポプラ社  

戦後、一家を支えるために大学をやめ鉄

道総局の研究所に入所した聡一。そこには、

戦闘機の設計や製作に関わり、多くの命を

奪う結果を生んだことを悔いる軍出身の技

術者たちがいた。聡一は彼らとともに新幹

線の開発に没頭し…。 

 

【エッセイ】914-ｶ わたしの好きな季語  
川上弘美著 NHK 出版  

行きつけだった居酒屋から、東京の四季

おりおり、すこし人見知りな作家の日常ま

で。川上弘美ワールドを満喫しながら季語

の奥深さを体感できる、俳句エッセイ集。全

９６篇を収録。 

 

【外国の小説】 
933-ｺ ダリウスは今日も生きづらい 
アディーブ・コラーム著 集英社 

【ウィリアム・Ｃ・モリス賞（２０１９年）】

家でも学校でも疎外感を覚える、ペルシア

系アメリカ人のダリウス。母の故郷イラン

で、はじめての友達が出来るが…。民族や性

的指向など多重のアイデンティティに悩む

１６歳の友情と成長を描く物語。 


