
【読書】019-ﾄ 未来のきみを変える読書
術 なぜ本を読むのか?  
苫野一徳 著 筑摩書房  
なぜ大人は本を読めというのだろう？ 読

書の効用から、読書の方法、レジュメ（読書

ノート）の作り方まで、頭と目を鍛えるため

の本の読み方を解説。おすすめの本も紹介。

【百科事典】031-ｿ 総合百科事典ポプラ
ディア 全 18 巻   ポプラ社  
10年ぶりに改訂。見やすく、使いやすい。

【評論】041-ｲ ちくま評論入門  
高校生のための現代思想ベーシック 
岩間輝ほか編 筑摩書房  
高校生に向けて、評論文読解の手法を二色

刷りでわかりやすく解説。さらに、多彩な現

代評論２７本を厳選し、リード・脚注・脚問・

読解問題・重要語等とともに掲載する。取り

外せる「解答編」付き。  

【159 生き方】 
159-ﾂ やりたいことが見つからない君へ 
坪田信貴 著 小学館
進むべき道がわからないと悩む若者へ送

る「人生戦略」。多くの子どもたちの進路を

見守ってきた塾講師が、やる気の出し方や、

１０代の過ごし方、本当の自分の見つけ方、

失敗との向き合い方などを伝える。 

159-ﾐ 自分を変えたい  
宮武久佳 著 岩波書店  
自分をごまかさず、なりたい自分になるた

めに、殻を上手に破ろう。孤独や生きづらさ

と向き合う人に、「自分」や「自分軸」のこ

と、学校生活と社会生活の違い、社会人にな

るための心の準備などを伝える。 

【２歴史】 
210.1-ﾆ-別 日本の歴史別巻 人物事典 
 講談社
関連キーワードや出来事で、グングン歴史

がわかる！ 古代から令和まで、日本の歴史

に登場した人物１０００人を網羅した事典。

230-ｲ ヨーロッパ史入門  
池上俊一 著 岩波書店  
ヨーロッパはどのような歴史を歩んでき

たのか。古代ギリシャ・ローマから、文化的

統合体としてのヨーロッパが成立した中世

半ば、そして大航海時代や宗教改革を経て、

１７世紀末までを考察する。   

【29 地理】 
290-ﾃ 新・世界の国々 
1 アジア州. 1 (東&東南アジア)  
2 アジア州. 2 (南&西&中央アジア) 
3 ヨーロッパ州. 1  4 ヨーロッパ州. 2 
5 アフリカ州     6 北アメリカ州 
7 南アメリカ州 8 オセアニア州・南極  
9 世界各地の生活と環境 
10 資料編・総索引 
帝国書院編集部 編集 帝国書院 

世界の州別学習に役立つ！中学校の地理

教科書で扱う世界の州別学習の構成に沿っ

て、それぞれの州の地形や気候、産業、生活・

文化などの特徴を理解することが出来ます。

統計資料・写真等を一新。本文の記述も全て

見直し、世界の最新の情勢を学習できます。

291-ﾃ 新・日本のすがた  
1 九州地方  2 中国・四国地方 
3 近畿地方  4 中部地方 
5 関東地方  6 東北地方 
7 北海道地方 
8 自然・防災・都市・産業  
9 資料編・総索引 
帝国書院編集部 編集 帝国書院 
改訂版。中学校地理教科書に合わせて、地

方ごとに特徴を詳しく解説。それぞれの地方

ごとの自然、歴史・文化、都市、人口、産業

などを理解することができる。統計資料、写

真等を一新。本文の記述も最新情勢を反映し

て全て見直し。    

【302 各国事情】 
302-ｲ なぜ世界を知るべきなのか 
池上彰 著 小学館
多様な文化、多様な思考、多様な生き方。

日本にいるだけでは決して持ち得ない視点

を持てたら、誰でも必ず成長する。世界を旅

してきた池上彰が若者に、コロナ禍で内向き

志向になっている今こそ世界に目を向けよ

うと伝える。    

302-ｲ 池上彰の世界の見方 中国 
池上彰 著 小学館
なぜ世界を敵にまわすのか？ 香港の民主

化運動弾圧、新型コロナウイルスの情報隠ぺ

いなど、池上彰が、不穏な大国・中国の素顔

を徹底解説する。    

【法律】321-ｵ 法は君のためにある  
みんなとうまく生きるには? 

小貫篤 著 筑摩書房  
電車の遅れは遅刻の言い訳にならない？ 

ボールで自転車が壊れたらだれの責任？ 具

体的な場面を取り上げ、法やルールの基本的

な価値や考え方を解説する。  

【経済】☆335-ｶ 松下幸之助に学ぶ 
経営学

加護野忠男 著 日本経済新聞出版社 
ものをつくる前に人をつくる。松下電器の

創業者、松下幸之助の経営の真髄とは何か。 

戦略論、組織論に精通した経営学の第一人者

が、様々なエピソードを交えて、松下経営の

本質を解明する。   

２月、３月をつかまえて！
過ぎてしまいましたが、2月 3日は節分、4日は立春。春の足音が聞こえてきました。 

「１月は行く、２月は逃げる、３月は去る」と昔から言われているくらい、この時期は早く 

過ぎていきます。ちょっと気合いを入れて過ごしましょう！  

2 月 24 日と 25 日は蔵書点検のため、図書館は閉館します。 

貸出と自習ができません。ご協力、よろしくお願いします。 

2 月 1４日【月】はバレンタインデー❤ 「ちょっといいこと」があるから、 

ぜひ図書館に足を運んでくださいね。待ってま～す (^▽^)  ｂｙ司書  

図書館だより 
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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

＊こんなコーナー作っています＊

入口･･過ぎてしまったけれど、節分にちなみ、鬼が大集合！
ガラスケース･･･『あま～いお菓子と恋のお話』

バレンタイン特集❤ お菓子作りと恋愛小説が大集合！ 

館内･･･「2月 22日は竹島の日」
日本の領土である竹島の問題について一緒に考えましょう。 



366-ﾅ-63 社会保険労務士になるには 
池田直子 著 ぺりかん社 
「社会保険」「労働保険」のエキスパート

として、働く人と企業の間に立って活躍する

社会保険労務士。その仕事の内容や実情を紹

介し、適性や心構え、試験の概要、開業する

ための方法などをガイドする。  

【親子問題】367-ﾀ なぜ親はうるさいのか  
子と親は分かりあえる? 

田房永子 著 筑摩書房  
親が過干渉になる仕組みを、子ども・大人・

母親の立場から徹底究明。４０年闘い続けて

見えてきた「あの時の親の言動の意味」と、

親との関係で悩みを抱えている中高生に心

得ておいてほしいことを漫画で描く。 

【37 教育】 
370-ﾎ 先生のあのね  
小学校教師ほたろうの宝物みたいな日々  
ほたろう 著 ワニブックス 
大変なこともあるけど、毎日新しい発見が

ある。小学校という現場は、宝箱だ。現役小

学校教師が子どもたちと過ごす日々で感じ

たこと、考えたことをイラストとともに綴る。

375-ｶ マイテーマの探し方  
探究学習ってどうやるの?

片岡則夫 著 筑摩書房
自分でテーマを決めて「調べる学習」をし

たり「研究論文」を書いたりする「探究学習」

の機会が増えている。探究学習の基礎から、

マイテーマの探し方、研究論文のデザインま

で、中高生の豊富な実例とともに説明する。

379-ｶ 100 年無敵の勉強法  
何のために学ぶのか?  

鎌田浩毅 著 筑摩書房
「誰にもじゃまされない人生」をつかむた

めに、「死んだ勉強」を「活きた勉強」に変

えて、ステキな自分をプロデュースする戦略

を学ぼう。京大人気ナンバーワン教授が、ワ

クワクする勉強の秘伝を公開する。おすすめ

の本も紹介。    

【植物】471-ｲ 植物たちのフシギすぎる進化 

 木が草になったって本当?

稲垣栄洋 著 筑摩書房  
植物の進化を見つめると、「強さ」の基準

や勝負の方法は無限にあることがわかる。植

物たちの生き残りをかけた進化の過程を追

った、勇気づけられる植物たちの話。おすす

めの本も紹介する。    

【49 医学】 
492-ﾓ-1 ねじ子のヒミツ手技 1st lesson 
森皆ねじ子 著 エス・エム・エス 
採血から中心静脈カテーテル、胃管・胃洗

浄、腹腔ドレーン、硬膜外麻酔まで、代表的

な医療手技をイラストで楽しく解説する。

496-ｲ きみの体は何者か  
なぜ思い通りにならないのか?  

伊藤亜紗 著 筑摩書房 
背の高さ、性別、老い、死…。体は思い通

りにならない。でも体にだって言い分はある。

体の声に耳をすませば、思いがけない発見が

待っている！ きっと体が好きになる１４歳

からの身体論。おすすめの本も紹介する。

498-ﾄ 精神科医 Tomy が教える 1秒で 
不安が吹き飛ぶ言葉  

Tomy 著  ダイヤモンド社  
豊かさを決めるのは、「生活水準」ではな

くて「感性水準」…。仕事、恋愛、人間関係、

お金といった、すべての悩みを短い文章でス

パッと解決する。 

【治水】517-ﾅ "わたしは「セロ弾きのゴー
シュ」 中村哲が本当に伝えたかったこと" 
中村哲 著 NHK 出版  
アフガニスタンで６５万人の命をつなぎ、

２０１９年、凶弾に倒れた医師は、何を語っ

たのか。１９９６年から２００９年にかけて、

ＮＨＫ「ラジオ深夜便」の６番組でインタビ

ューを受けた中村哲の肉声を忠実に書籍化。 

【食品ロス】518-ｲ SDGs 時代の食べ方  
世界が飢えるのはなぜ?  

井出留美 著 筑摩書房
食品ロスが深刻な日本。捨てられる食材の

量は国連の飢餓国支援の１．４倍。この状況

を変えるにはどうすれば良いのか。ＳＤＧｓ

時代にふさわしい食べ方を考える。 

【環境】519-ﾖ  はじめて学ぶ環境倫理 
吉永明弘 著  筑摩書房  
環境問題に対応できる社会システムを支

える「環境倫理」の入門書。エコ生活で環境

はよくなるか？ つくられた自然は偽物か？ 

なぜ生物多様性が大切なのか？ 地球全体の

話から身近な問題まで、環境問題に関する疑

問を解説。   

【726 絵本】 
726-ｱ ふしぎなえ
安野 光雅 え 福音館書店

726-ﾊ おっきょちゃんとかっぱ 
長谷川摂子 文 ; 降矢奈々 絵 
福音館書店 
少女とカッパの子の心温まる物語。 

【81 日本語】 
810-ｺ 日本語の大疑問  

眠れなくなるほど面白いことばの世界
国立国語研究所 編   幻冬舎 
「シミュレーション」を「シュミレーショ

ン」とつい発音してしまうのはなぜ？ 「確

認させていただいてもよろしいですか」は乱

れた日本語？ ことばのスペシャリストが集

う国立国語研究所が、素朴だが奥深い疑問に

答える。   

816-ｼﾞ-7 時事から学ぶ小論文 2021 
第 7 号 福祉編 朝日新聞出版
大学入試によく出る朝日新聞の記事を使

った小論文対策と添削指導に最適な教材。報

道写真や図表を使った解説コーナーをはじ

め、社説や天声人語を読み解く記述、論述問

題で、自分の意見が論理的に書けるようにな

る。大学入試で求められる思考力、記述力が

身につく。今回のテーマは「みんなで助け合

う社会とは」   

【913 日本の小説】 
☆913-ｱ 帰郷 
浅田 次郎 著 集英社
戦争は人々の人生をどのように変えてし

まったのか。帰るべき家を無くした帰還兵。

ニューギニアで高射砲の修理にあたる職工。

戦後できた遊園地で働く、父が戦死し、その

後母が再婚した息子……。戦争に巻き込まれ

た市井の人々により語られる戦中、そして戦

後。時代が変わっても、風化させずに語り継

ぐべき反戦のこころ。戦争文学を次の世代へ

つなぐ記念碑的小説集。第４３回大佛次郎賞

受賞 

913-ｲ ミチクサ先生 上・下 
伊集院静 著 講談社  
夏目家の「恥かきっ子」金之助は、父親に

ガラクタ扱いされながらも、学校では異例の

飛び級で頭角をあらわす。東京大学予備門に

合格した金之助は、正岡子規と出会い…。夏

目漱石の青春を描く。   

☆913-ﾘ 無職転生  
異世界行ったら本気だす 2、３ 

理不尽な孫の手 著 KADOKAWA 
ルーデウスは、都市に住むお嬢様・エリス

の家庭教師を請け負うが、なんと彼女は彼の

想像を絶する乱暴者だった。手を焼いたルー

デウスは、「ある作戦」を決行するのだが…

【エッセイ】☆914-ﾎ そして生活はつづく  
星野源 著 文藝春秋 
携帯電話の料金を払い忘れても、部屋が荒

れ放題でも、人付き合いが苦手でも、誰にで

も朝日は昇り、何があっても生活はつづいて

いく。ならば、そんな素晴らしくない日常を、

つまらない生活をおもしろがろう。音楽家で

俳優の星野源、初めてのエッセイ集。


