
【読書】019-ｻ 超バカ読書 ドラゴン桜 : 
思考力↑表現力↑読解力↑の東大式 99
冊! 桜木建二 徳間書店  

磨きに磨いて初めて、突き抜けた「超バカ」

の自分になれるんだ！ マンガ「ドラゴン桜」

の主人公が、「自分を知る」「自分の美学を確

立する」などのテーマ別に、ビジネス、人間

関係、受験に役立つ９９冊を紹介する。 
 
【哲学】100-ﾌ はじめての哲学 
藤田正勝 著 岩波書店  

なぜ生きるのか？ と考えている自分とは

なんなのか？ 古代から現代まで、人間が考

え続けてきた根源的な問いの数々をやさし

い言葉で一から解きほぐす。予備知識不要で

哲学に触れられる一冊。 

 
【心理学】141-ﾘ まわりに気を使いすぎな
あなたが自分のために生きられる本 HSP
気質を生かして、幸せになる 
Ryota 著 KADOKAWA  

ＨＳＰとは、環境感受性の高い「気づきや

すい人」。その「気づきやすい」という気質

をプラスの方向に活かし、「自分らしさ」を

見つけ、自分のために生きる方法を紹介する。 

【占い】148-ｲ 月のとびら  
石井ゆかり 著 CCC メディアハウス 

星占いの記事やエッセイなどを執筆する

ライターである石井ゆかりが、自身の思い描

く「月の世界」のこと、占いにまつわるさま

ざまな経験を通して感じ考えたことを綴る。 

 
【159 生き方】 
159-ｻ 本当の「心の強さ」ってなんだろう?  

一生を支える折れないメンタルのつくり方 
齋藤孝 著 誠文堂新光社 

勉強での失敗、友だちづきあい、コンプレ

ックス、将来への不安…。人生の逆境を乗り

越えるには？ しなやかで折れない、再生力

があってたくましい「柳のメンタル」を身に

つける方法を伝授する。 

 
159-ﾅ いくつになっても恥をかける人に
なる 中川諒 [著]  
ディスカヴァー・トゥエンティワン 

迷ったら、恥ずかしい道を選んでみよう。

恥への免疫をつければ、もっとたくさんのこ

とに挑戦することができるようになる。恥と

向き合う６つの視点や、今すぐ実践できる恥

のかき方５０などを紹介する。 

 
【経済】331-ﾄ 値段がわかれば社会がわ
かる はじめての経済学  
徳田賢二 著 筑摩書房  

私たちの社会生活において「経済」の占め

る割合は大きい。そのしくみはいったいどの

ようなものか。読み解くためのカギは「値段」

にある。具体的な生活場面に即しながら、経

済学の初歩をやさしく解説する。 

 
【社会学】361-ｶ 見た目が気になる  
「からだ」の悩みを解きほぐす 26 のヒント 
河出書房新社 編 河出書房新社 

人はどうして見た目が気になるのか。周囲

や社会の価値観にとらわれず「自分らしさ」

を見出すために、モデルや社会学者、漫画家

など２６人が「見た目」との向き合い方を考

える。 

 
366-ｷ 将来が見えてくる!日本の給料&
職業図鑑 Special  
給料 BANK, スタディサプリ進路 著  
宝島社 

弁護士、ＹｏｕＴｕｂｅｒ、バリスタ、Ａ

Ｉエンジニア…。あらゆる職業の初任給から

各年代の平均給料・給与、生涯賃金までを、

描き下ろしのイラストとともに紹介。 

 

【防災】369-ｸ おうち避難のためのマンガ
防災図鑑  
草野かおる 著 飛鳥新社  

感染症予防から今後は在宅避難が中心に

なり、「自宅が避難所」という考え方が必要

になる。停電や断水、暴風への備えや家具の

転倒対策など、家族と自宅を守るためノウハ

ウをマンガでわかりやすく解説する。 

 
【原爆】369-ﾆ 被爆者からあなたに  
いま伝えたいこと  
日本原水爆被害者団体協議会 編 
岩波書店  

原爆投下によってこの世の地獄と化した

広島と長崎。日本原水爆被害者団体協議会を

結成し、核兵器廃絶と原爆被害への国家補償

を訴え続けてきた被爆者たちが、核兵器も戦

争もない世界の実現を願い、次世代にメッセ

ージを伝える。 

 
【教育】372-ﾏ 教育論の新常識  

格差・学力・政策・未来  
松岡亮二 編著 中央公論新社 

入試改革はどうなっているのか？ 今後の

鍵を握るデジタル化の功罪は？ 日本の教育

について、いま注目の２０のキーワードを、

研究知見やデータとともにわかりやすく解

説する。 

秋って、無性に本が読みたくなるよね 
道ばたのススキに秋を感じる今日この頃、図書館も 10 月らしくなりました。図書館は今、

ハロウィン色に染まっています。ハロウィンを楽しむのと同じくらい本も楽しんでほしい季節。

ゆったりした時間にぴったりの本を用意しております。図書館に足を運んでみてくださいな。

ハロウィンイベントを 29 日〔金〕に図書館でします。（本番は 31 日ですが、日曜日なの

で） カウンターで 「合い言葉」を言うと、素敵なことが！ ぜひ、来てくださいね❤ 

10 月 27 日から 11 月 9 日まで読書週間です。委員会主催のイベントも用意します

ので、お楽しみに❤   ｂｙ司書 

 

図書館だより 
2021－№7 

令和３年 10 月７日発行 
三刀屋高校図書館 

 

＊＊新着図書案内＊＊ 分類、書名、著者名、出版社、内容の順 ☆リクエスト 

＊＊コーナー紹介＊＊ 

入口･･･ハロウィン特集 
 

館内･･･１０月 1 日は法の日 

身近な法律や裁判員制度に

ついて知ってみましょう。 
 
ガラスケース 

芸術の秋だ  
絵の世界を楽しもう! 

古今東西の絵画を味わおう！ 

 

今回のイチオシ本！ 
雲南スペシャルチャレンジから生まれた絵本 
 

『うんなんの 
いいとこみいつけた』 
かぶ みさき さく  

雲南スペシャルチャレンジ 

大東高校の 3 年生が雲南 
市の魅力をめいっぱい詰め 

込んだ絵本を作りました。 
雲南市の魅力を再認識できます。 

 



【数学】410-ｽ 大学入試数学不朽の名問
100 大人のための"数学腕試し"  
鈴木貫太郎 著 講談社  

「ｓｉｎ、ｃｏｓの加法定理を証明せよ」

（東京大学）。思考力と本質的な理解を問う

ユニークな数学の名問を、古今全国の大学入

試数学から１００問紹介する。 

 
【医学】493-ﾏ 世界一やさしい依存症入
門 やめられないのは誰かのせい? 
松本俊彦 著 河出書房新社 

人はどうしてハマるのか、その背景には何

があるのか、どうすれば立ち直れるのか。専

門医が、中高生の事例とともに、依存のしく

みや、依存症とのつきあい方を紹介。具体的

なアドバイスや情報も盛り込む。 

 
【環境問題】519-ｳ 気候崩壊  

次世代とともに考える  
宇佐美誠 著 岩波書店 

「気候崩壊」は防げるか？ 世界でいま何

が起こっている？ 本当の原因は？ 若者た

ちとともに気候変動について学び、倫理まで

踏み込んで議論する。 

 

【598 妊娠・出産 育児 介護】 
598-ｽ コウノドリはじめての妊娠・出産ガイド  
鈴ノ木ユウ 絵 ; 荻田和秀 監修 講談社 

人気漫画「コウノドリ」から生まれた、妊

娠・出産のガイド本。「妊婦健診って何する

の？」「出産にかかるお金は？」「おなかの赤

ちゃんはどんな状態？」など妊娠中の女性に

必要な情報を、漫画のシーンを交えて解説。 

 

598-ﾀ じいじ、最期まで看るからね  
育児と介護のダブルケア奮闘記  

高橋里華 著 CCC メディアハウス 
祖父母、母、義母。そして、認知症の義父

との日々。介護１６年目の著者が、病気の家

族との向き合い方、認知症の症状と対応、そ

の時の自分の気持ち、介護を必要としていな

い家族との向き合い方など、リアルな介護生

活を伝える。 

【農業】611-ﾋ 食べものから学ぶ世界史 
人も自然も壊さない経済とは?  
平賀緑 著 岩波書店  

食べものから世界経済の歴史を学べば、人

も自然も壊さない「経世済民」が見えてくる。

すべての問題の根底にある資本主義のカラ

クリを、小麦粉や砂糖、油、トウモロコシ、

豚肉などの食べものから解き明かす。 

 
【726 マンガ 絵本】 
726-ｲ Dr.STONE ５．６．７．８  
稲垣理一郎 原作 集英社  
 石化した世界から文明を甦らせようとす

る千空たちの闘いを描く。 

 

726-ｺ-40 宇宙兄弟 40  
小山宙哉 著 講談社  

日々人を乗せたロケットは、ついに宇宙に

到着。宇宙船から見る地球、そして月の美し

さを改めてかみしめる日々人たちマクシム

４！一方で、マクシム４の宇宙到着を喜ぶの

も束の間、月面では月面基地の要である「全

固体電池」にトラブル発生。修復のため船外

活動に向かう六太とフィリップだが、そんな

六太にさらに 「緊急の 知 らせ」も届き

——！？果たして、無事に兄弟は月面で再会

できるのか！ 

 
726-ﾊ こんとあき  
林明子 さく 福音館書店 

こんは、あきのおばあちゃんが作ったキツ

ネのぬいぐるみです。あきが成長するにつれ、

こんは古びて、腕がほころびてしましました。

あきはこんを治してもらうため、こんと一緒

におばあちゃんの家にでかけます。あきは、

電車でこんとはぐれたり、犬に連れさられた

こんを探したりと、何度も大変なめにあいま

す。こんとあきは無事におばあちゃんの家に

たどりつくことができるのでしょうか？ 

互いがかけがえのない存在であるこんとあ

きの冒険の物語。 

  
 

726-ﾔ 大家さんと僕  
矢部太郎 著 新潮社  

一風変わった大家さんとの“二人暮らし”

の日々は、ほっこり度１００％！ １階には

大家のおばあさん、２階にはトホホな芸人の

僕。挨拶は「ごきげんよう」、好きなタイプ

はマッカーサー元帥（渋い！）、牛丼もハン

バーガーも食べたことがなく、僕を俳優と勘

違いしている……。一緒に旅行するほど仲良

くなった大家さんとの“二人暮らし”がず

っと続けばいい、そう思っていた——。泣き

笑い、奇跡の実話漫画。 

 
【スポーツ】780-ﾄ 東京オリンピック２０２
０ 特別報道写真集   
山陰中央新報社  

オリンピックの名場面が大集合！ 

 
807-ﾜ 国語をめぐる冒険  
渡部泰明,ほか著 岩波書店  

国語は、人間として成長することと深く関

わる科目。人の心との出会い、他者との出会

い、言葉や国語との出会い…。さまざまな作

品を取り上げながら、国語という冒険の旅で

得る出会いを紹介する。 

 
【小論文】816-ｼﾞ-5  時事から学ぶ小論
文 2021 第 5 号 文化編 : グローバル社
会と文化  朝日新聞出版  
 
【913 日本の小説】 
913-ｲ 9 月 9 日 9 時 9 分  
一木けい 著 小学館  

バンコクからの帰国子女である高校 1 年

生の漣は、日本の生活に馴染むことができな

いでいた。そんななか、高校の渡り廊下で見

つけた先輩に、漣の心は一瞬で囚われてしま

う。漣は先輩と距離を縮めるが、あるとき、

彼が好きになってはいけない人であること

に気づく。それでも気持ちを抑えることがで

きない漣は、大好きな家族に嘘をつくように

なり……。過ぎ去ればもう二度と戻らない

「初恋」と「青春」を捧げ、漣がたどり着い

た決意とは。 

 
☆913-ｼ 魔王学院の不適合者 史上最
強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学
校へ通う 6．７  
秋 著 KADOKAWA  
＊「続きが読みたい」の声にお応えして、シ
リーズの続編を入れました。 
 
913-ｼ-6 後宮の烏 6  
白川紺子 著 集英社  

前王朝の血を引く証である、寿雪の銀髪が

衆目にさらされた。しかも寿雪の魂は何処か

へと去り、その肉体に宿っているのは“烏”。

寿雪の魂を呼び戻すためには、肉親の存在が

必要だという情報がもたらされるが…？ 

 
☆913-ﾀ  デート・ア・バレット デート・ア・
ライブフラグメント 3．４  
橘公司 原案・監修 ; 東出祐一郎 著 
KADOKAWA  

謎の少女、白の女王との戦いに敗れ、第三

領域に囚われてしまった時崎狂三。同じく、

囚われの身となっていた狂三の分身体から、

白の女王の正体を告げられる。緋衣響の協力

もあり、第三領域からの脱出を試みるが…。 

 
913-ﾃ ほたるいしマジカルランド 
寺地はるな 著 ポプラ社  

【咲くやこの花賞（文芸その他部門）】大

阪の北部にある「ほたるいしマジカルランド」

では、名物社長を筆頭にたくさんの人々が働

いている。お客様に笑顔になってもらうため、

日々奮闘する従業員。そんなある日、社長が

入院したという知らせが入り…。お仕事小説。 

 
913-ﾌ 意味が分かると慄く話 
藤白圭 著 河出書房新社 

俺には親友が５人いる。今年１人が亡くな

り、仲間と思い出の地で亡き友を語ろうとい

うことになったが…。１分で読めるホラー短

編７６作品を、解説とともに収録する。 

 


