
  
〔郷土〕092.1-ｶ たたらの実像をさぐ
る山陰の製鉄遺跡 
角田徳幸 著 新泉社  

日本の鉄は、明治時代初期まで、９割以上

が中国地方で生産されていた。神秘的な鉄

づくり、日本刀の材料となる玉鋼づくりと

いう、たたらの画一的なイメージを超える

その実像を、発掘調査と操業当時の記録か

ら明らかにする。 

 

〔哲学〕115-ﾔ「みんな違ってみんない
い」のか? 相対主義と普遍主義の問題 
山口裕之 著 筑摩書房  
「正しさは人それぞれ」という主張は事実

としても道徳的な態度としてもまちがって

いる。「正しさ」とは何か、それはどのよう

にして作られていくものなのか、多様な他

者と理解し合うためにはどうすればよいの

かを考える。 

 

〔生き方〕159-ﾉ 自分を好きになれな
い君へ  野口嘉則 著 小学館  

いま感じていることをそのまま受け入れ

る、自分の中の「してはいけない」に「して

もいいよ」のメッセージを出す、他者との間

に「ノー」と言える境界線をひく−。人間関

係の中で最も重要な「自分との関係」の守り

方を伝える。 

 
〔沖縄史〕219-ｶ 沖縄 50年の憂鬱  
新検証・対米返還交渉  
河原仁志 著 光文社  
沖縄の返還交渉こそが、日本の有り様や

政治の姿、あるいは日米関係の原点である−。

元共同通信社の記者が、新史料を交え、研究

者の意見も踏まえて返還交渉の歴史を新し

く検証する。沖縄返還関連年表も収録。 

 

〔大学〕376-ｱ 芸術学部 中高生のた
めの学部選びガイド 
浅野恵子 著 ぺりかん社 
芸術学部をめざす人のための学部案内。

学部で学ぶことやキャンパスライフ、資格

取得や卒業後の就職先などを、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。 

 
〔建築〕510-ｷ 建築現場ものづくり
魂! イラストでたのしいケンチク生産 
木谷宗一 著 ; 川﨑一雄 イラストレーショ
ン 彰国社  
建築現場で働きたいと考えている人に向

けて、施工管理の仕事や、専門家とのかかわ

りの中でどうやってものづくりを成し遂げ

ていくのかを、楽しいイラストとともに紹

介。建設業の働き方改革などについても解

説する。 

 

〔518 食品ロス〕 
518-ｺ 食品ロスはなぜ減らないの？
小林富雄 著 岩波書店 

食品ロスはどうしたら減らせるのか？ 

その問題点と課題を明らかにし、解決に向

けての国内外の食糧事情やフードバンク等

を始めとする取り組み、さらには地域や学

校、個人でできる様々な活動を紹介する。 

 

518-ｼ-1 食品ロス 「もったいない」を
みんなで考える  
1 食品ロスについて学ぼう!  

あかね書房  

お店や小売店だけでなく家庭からもまだ

食べられる食品が多く廃棄され、「食品ロス」

として問題になっている。どうして食べも

のが捨てられているのか、どうして食品ロ

スはよくないのかを解説する。 

518-ｼ-2 食品ロス 「もったいない」を
みんなで考える  
2 食品ロスをなくすには?  

あかね書房 
お店や小売店だけでなく家庭からもまだ

食べられる食品が多く廃棄され、「食品ロス」

として問題になっている。食品ロスをなく

すために家でできることと、生産者や企業

がおこなっている取り組みを解説する。 

 

518-ｼ-3 食品ロス 「もったいない」を
みんなで考える  
3 ごみ置き場から見た食品ロス  

あかね書房 
お店や小売店だけでなく家庭からもまだ

食べられる食品が多く廃棄され、「食品ロス」

として問題になっている。ごみ収集員の仕

事をするお笑い芸人が、ごみ置き場から焼

却場の仕組み、学校での食品ロス削減の工

夫まで解説する。 

 

〔519 環境問題〕 
519-ｴ ブルーカーボンとは何か  
温暖化を防ぐ「海の森」  
枝廣淳子 著 岩波書店  
気候危機と海洋環境の危機に歯止めをか

ける切り札として注目されるブルーカーボ

ン。そのしくみや可能性、加速度的に展開す

る世界の動き、海の豊かさを守り育てるこ

との大切さと身近な取り組みなどをわかり

やすく解説する。 

 

519-ｼ SDGs な生活のヒント あなた
の物の使い方が地球を救う  
タラ・シャイン 著   創元社  

日常生活で使う１００以上の品物を取り

上げ、どのような使い方をすれば地球に負

荷をかけずに生活できるかを解説する。持

続可能な生活をするためのヒント、環境問

題に関する各国の取り組みも紹介。 

 

〔596 料理〕 
596-ｶ 生き抜くためのごはんの作り
方 悩みに効く 16人のレシピ 

河出書房新社 編 ; 有賀薫 [ほか] 著 
河出書房新社  

もしひとりで料理ができたのならば、そ

れはあなたの武器にも薬にもなる−。心や身

体、あるいはいろいろなシチュエーション

における悩みを解決する、料理のプロ１６

人のレシピを、エッセイとともに紹介する。 

 
596-ｻ 世界のサラダ図鑑 : 驚きの
組み合わせが楽しいご当地レシピ 304  
佐藤政人 著 誠文堂新光社  

世界には、日本人の知らないサラダがた

くさん存在する。サヤインゲンとジャガイ

モの温かいサラダ、ホウレン草とイチゴの

サラダなど、それぞれの地域の風土や伝統

を色濃く反映したご当地サラダを、レシピ

付きで紹介する。 

 

〔612 農業〕 
612-ｵ 日本の食と農の未来 「持続可
能な食卓」を考える  
小口広太 著 光文社  
「食の海外依存」「国内農業の荒廃」とい

うリスクを抱える日本。今、食と農について

どう考え、どう行動すべきなのか。現場の新

しい動きにも着目しながら、日々の暮らし

の中で手の届く範囲の「等身大の自給」につ

いて考える。 

612-ｼ タガヤセ！日本：「農水省の白
石さん」が農業の魅力教えます 
白石優生 著 河出書房新社 
現役官僚ＹｏｕＴｕｂｅｒとしてメディ

アにも登場する著者が最新の農業から、実

はスゴい日本の農作物、日本の農業の未来

までを語る。「日本の食材豆知識」などコラ

ムも掲載。書き込み式のワークシートあり。 

 

〔726 絵本 マンガ〕 
726-ｵ どうぶつ勝負(かちまけ)はっ
けよい! しかけ絵本  

大橋慶子 さく 教育画劇  
今日はどうぶつたちのすもう大会。最初

はカバの勝負。さあ、どちらが勝つのでしょ

うか？ ページをめくって結果を見てみま

しょう。どうぶつたちがどうやって勝ち・負

けを決めるのかを、迫力ある絵としかけで

楽しめる絵本。 

 

726-ﾀ ここからおいしいよかんがす
るよ  

たな え・ぶん パイインターナショナル 
おべんとうばこ、リボンのかかったクッ

キーの缶、グラタン皿、重箱。中にはおいし

そうなものがたくさん。でもホットケーキ

ミックスの箱の中身は空っぽで…。 

 

726-ﾀ まっくろ  

高崎卓馬 作  黒井健 絵 講談社 
絵を描く授業で、男の子が画用紙をまっ

くろに塗りつぶした。学校が終わっても、家

に帰っても、男の子は画用紙を何枚も何枚

もまっくろにし続けた。大人はみんな心配

顔。でも、男の子が、まっくろな画用紙を並

べ始めると… 

💛 図書委員会が企画した読書週間イベント 💛 

その 1 手作りPOPコンテスト 11/30まで  

応募された POP を明日から昇降口に掲示しますので、 

読みたくなったPOPに投票してください。 

（一人1票ﾃﾞｽ） 3 位まで表彰します。 

投票した人の中からも抽選で 20 名に何か素敵なもの

をプレゼントします。お楽しみに。 

 

その２ ビブリオバトル 7 日放課後に開催しました。 

詳細は次号でご紹介します。 

 

その３ 古雑誌市 本日 昼休みと放課後  

お目当ての雑誌をGet しに来てください。 

 

＊こんなコーナー作っています＊ 

入口･･･『誰かさんのおすすめ』 
過去の POP コンテストの作品と本をいっしょに並べてい

ます。読んでみたくなる本ばかりです！ 
 
ガラスケース･･･本の中で音楽を楽しもう 
音楽がテーマの小説と音楽家のエッセイを集めてみまし

た。頭の中で音と文章をミックスさせて楽しんでみません

か。 
 

館内･･･11 月 11 日は介護の日 
介護の体験談や介護職についての本を集めました。将来の

職業にと考えている人はぜひ！ 

 

暦の上では冬ですが、読書の秋、続けます！ 

読書の秋、楽しんでいますかぁ。(#^.^#) 世の中の読書週間は今日までです

が、三高の読書週間イベントの「古雑誌市」を本日開催します。「手作り POP コ

ンテスト」は今月末まで投票を受け付けています。ぜひ参加してくださいね。 

もう少し読書の秋を楽しみましょう。  ｂｙ司書 
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726-ﾀ-10 リエゾン こどものこころ
診療所 10  
ヨンチャン 原作・漫画 ; 竹村優作 原作 
講談社  

「どうしたら赤ちゃんは生まれるの？」

ーー好奇心を持ち、なんでも知りたがる子

どもに、性に関する情報をいつからどこま

で伝えるべきなのか。クラスにいる暴力を

振るう子どもーー問題児を抱える親にとっ

ては、周囲に頭を下げ続けても子がなぜそ

んな振る舞いをするのか答えが見つからな

い。親はただ、子どもを守るために悩み、本

当の願いを見出す。第 10 巻は「子どもの性

教育」「感覚統合」を収録。 

 

726-ﾅ ぐりとぐらのおきゃくさま 
なかがわりえこ, やまわきゆりこ [著] 
福音館書店  

森で雪合戦をしていたぐりとぐらは、雪

の上に大きな足跡を見つけました。愛跡を

たどっていくと･･･。ぐりとぐらのクリスマ

スの絵本です。 

 
☆726-ﾋ-1 総理倶楽部 1  

日丸屋秀和 漫画 集英社  

国会議事堂の地下には、秘密の倶楽部が

存在した──!?将来に悩む男子高校生・日

向大悟は突然来訪した紳士に招待され、国

会議事堂へとやって来る。地下の秘密の空

間へ誘われた彼を待っていたのは日本の歴

代総理達だった! 時空を飛び越え「総理大臣」

と交流する“宰相コメディ"開幕!! 

 

726-ﾏ ぱったんして  

松田奈那子 作 KADOKAWA 
半分に折った紙を開いて、絵の具で色を

のせよう。色をのせた紙を半分に折って、ぎ

ゅっと押さえて、やさしくなでると…。紙を

開いたら、どんな形ができたかな？ はじめ

てふれるアートの絵本。 

 

726-ﾔ-5 マンガ大地の子 5  
山崎豊子 原作 ; かんようこ 漫画 
文藝春秋  

機密漏洩の嫌疑をかけられた一心は、内

モンゴルへ出向させられてしまう。出自に

苦しむ息子を見かねた徳志は、帰国を提案

するが…。感動の完結編。山崎豊子「大地の

子」のコミカライズ。物語の背景がわかる解

説つき。 

 

726-ﾖ にげてさがして  

ヨシタケシンスケ 著 赤ちゃんとママ社 

きみの足は、やばいものから逃げるため、

それから、きみを守ってくれる人やわかっ

てくれる人を探して、その人のところへ行

くためについている…。逃げることで新し

い可能性に出会えることを伝える絵本。 

 

〔778 映画〕 
778-ｸ ウルトラマンの伝言 日本人
の守るべき神話  

倉山満 著  PHP研究所  

日本を代表するヒーロー、ウルトラマン。

侵略者から国を守る姿に隠された「日本の

自立」というメッセージ、現代における意味

を再評価する。「ウェストファリア体制」「ウ

ッドロー・ウィルソン」に続く３部作、完結。 

 

778-ﾋ ヒロスエの思考地図 しあわ
せのかたち 広末涼子 著 宝島社  

哲学者が残した言葉や尊敬する女性たち

の言葉を、広末涼子が自らセレクトし、これ

までの出来事や日常でのシーンを交えなが

ら、自身の思いを綴った書き下ろしエッセ

イ集。自身で撮影した日常の写真や、執筆風

景等の写真も収録。 

 

〔78スポーツ〕 
780-ﾀ ここで差がつく!スポーツで
結果を出す 81の習慣  

髙橋宏文  ベースボール・マガジン社 
睡眠の質をよくする、栄養素の重要性を

知る、目標を明確にもつ…。人材育成のプロ

で、大学バレー部の監督も務める著者が、３

０年に及ぶ「コーチ学」の研究による、結果

を出すための習慣術を紹介。栗山英樹との

対談も収載する。 

 

783-ｵ サッカー「いい選手」の考え方 
個とチームを強くする 30の方法  
鬼木祐輔 著 池田書店  
サッカーのいい選手とは何か？ どうし

たらなれるのか？ 「景色を覗く」「ペアリン

グ」「視座」「目的地」など、世界のトッププ

レーヤーを見続けてきた著者ならではの新

しい視点で解説する。 

 

783-ｻ バスケットボールの動き向上
トレーニング 競技力が上がる体づく
り    佐藤晃一, 鈴木良和 著  

ベースボール・マガジン社  

バスケットボールの技術向上につながる、

よりよい体の動かし方とトレーニング法を

紹介。スキルとエクササイズの関係から、体

幹エクササイズ、基本のストレッチ・エクサ

サイズ、トレーニングプログラムの作成ま

でを解説する。 

783-ﾋ サッカーのパワートレーニン
グ 競技力が上がる体づくり  

広瀬統一 著 ベースボール・マガジン社  

 幅広い年代の選手のサポートに関わって

きた著者が、サッカーのパフォーマンス向

上につながるパワートレーニングを徹底解

説。筋トレメニューから、ボールを使用しな

がらパワー向上を図れる実戦的トレーニン

グまでを取り上げる。 

 

〔８言語〕 
809-ﾁ 13 歳からのファシリテーショ
ン クラスで、学校で、社会で役立つコ
ミュニケーション力が身につく本  

ちょんせいこ 著  

メイツユニバーサルコンテンツ 

話し合いの進行役であるファシリテータ

ーの技術（ファシリテーション）について、

漫画や図表を交えながらわかりやすく解説。

意見を可視化するホワイトボード・ミーテ

ィングのコツも掲載する。 

 

809-ﾖ オトナ女子のすてきな語彙力
帳 いつもの言葉があか抜ける 

吉井奈々 著 ダイヤモンド社 
気持ちが伝わる、距離が縮まる、もっと話

したくなる。使うたびに相手も自分も幸せ

になる３３４の言葉を、「挨拶」「感謝」「打

ち解ける」「お願い」「断る」といったシチュ

エーション別に紹介する。書き込み欄あり。 

 

〔小論文〕816-ｼﾞ-6 時事から学ぶ小
論文 2022 第 6号 社会科学編 : 揺
れ動く世界の政治と経済  

朝日新聞社 編集 朝日新聞社  

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。大学入試改革で求められる思考

力、記述力が身につく。 

 
〔詩〕☆911-ｱ こんなに美しい月の夜
を君は知らない  

秋元康 著  幻冬舎  

秋元康、初の自選歌詞集。「君の名は希望」

「二人セゾン」「サイレントマジョリティー」

「何度目の青空か？」など、坂道グループの

楽曲全４６作を、長沢明の挿画とともに収

録する。 

 

〔913 日本の小説〕 
☆913-ｱ この仮面の悪魔に相談を! 
この素晴らしい世界に祝福を!スピン
オフ  暁なつめ 著  KADOKAWA 

「ウィズ魔道具店」は商才ゼロのダメ店

主のせいで常に経営難。バイトのバニルは

「先を見通す」能力で冒険者たちの相談屋

となり、報酬を得ようと考えるが…。 

 

☆913-ｱ この素晴らしい世界に祝福
を!１～17  

暁なつめ 著 角川書店  

佐藤和真の人生は、交通事故によりあっ

けなく幕を閉じた…はずだったが、目を覚

ますと女神と名乗る美少女が。ここから和

真の異世界大冒険が始まる…と思いきや、

衣食住を得るための労働が始まる！ 

 

☆913-ｱ この素晴らしい世界に爆焔
を!めぐみんのターン!１～３ この素
晴らしい世界に祝福を スピンオフ 
暁なつめ 著 KADOKAWA 

紅魔の里に暮らす“紅魔族随一の天才”

めぐみんは、里の禁忌である“爆裂魔法”

の習得のため、修行に学校生活にと慌ただ

しい日々を送っていたが…。『小説家になろ

う』発の異世界コメディ、めぐみん視点で綴

るスピンオフ。 

 

913-ｲ 新卒ですが、介護の相談うけ
たまわります  

いぬじゅん 著 一迅社 講談社 (発売 

希望と異なる「介護保険“外”相談所ク

ルクマ」に配属された、新卒の里枝。向かっ

た先で待っていたのは、ツナギにぼさぼさ

髪のむさい男、所長の海吾だった。「相談や

悩みを聞いて５００円もらえばいい」と簡

単に言うのだが…。 

 
913-ｻ 世界は「 」で沈んでいく 
櫻いいよ 著 PHP研究所 
新しい学校では絶対に「友だち」を作らな

いといけない−。プレッシャーに押しつぶさ

れそうな中学２年生の凛子の前に現れたの

は、クラスの中心でいつも笑っている将暉

だった…。胸が締め付けられる、青春小説。 

 

913-ﾋ-3 火狩りの王 ３、４ 
日向理恵子 作 ; 山田章博 絵 
ほるぷ出版 
ついに、首都の結界が破られた。天然の火

をたずさえて行進する〈蜘蛛〉を空から迎撃

するいかずち。世界を存続させようと、さま

ざまな思惑が交錯する中、千年彗星〈揺るる

火〉が、帰還する−。 

 

 
 

913-ﾐ ビブリア古書堂の事件手帖 
～扉子と不思議な客人たち～  
三上延 [著] KADOKAWA 
鎌倉の片隅にひっそりと佇む「ビブリア

古書堂」。女店主の傍らには、彼女そっくり

な少女の姿があった。女店主は少女へ、静か

に語り聞かせる。一冊の古書から紐解かれ

る不思議な客人たちの話を−。 

 
〔エッセイ〕914-ﾏ "正しい"を疑え 
真山 仁 著 岩波書店  
不安と不信が蔓延する社会で、何を拠り

どころにすればよいのか。社会派ベストセ

ラー作家が困難な時代を生きる人々への魂

のメッセージを綴る。自分を信じて自分ら

しく生きるためのヒントが満載。 

 
〔外国文学〕 
933-ﾜ 幸せな王子 オスカー・ワイル
ドショートセレクション  

オスカー・ワイルド 作 理論社 
詩、戯曲、小説、童話…。多岐にわたって

名作を遺したオスカー・ワイルド。表題作を

はじめ「わがままな巨人」「アーサー・サヴ

ィル卿の犯罪−義務とは」など、ユニークな

物語性のふくよかさが伝わる５編を収録。 

 

943-ｹﾞ 魔法つかいの弟子  
ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ 作
理論社  
内に抱えた“魔性”に注目したドイツの

文豪ゲーテの、理性では制御できない感情

や衝動が感じられる作品群の新訳。「新・パ

リス」「新・メルジーネ」「メルヘン」「魔法

つかいの弟子」など、短編３編、物語詩６編

を収録する。 

 

943-ﾏ 道化者 トーマス・マンショー
トセレクション  
トーマス・マン 作 理論社  

ノーベル文学賞受賞作家でもあるドイツ

の文豪、トーマス・マン。短編の名手でもあ

ったマンが主に若いころに書いた、表題作

をはじめ「神童」「鉄道事故」など、選りす

ぐりの５編を収録する。 

 

953-ﾙ 怪盗ルパンさまよう死神  
モーリス・ルブラン 作 理論社 
冒険はなんの前触れもなく、不意に−。ル

パンが謎の殺人者に狙われる令嬢を助け、

犯人の意外な正体を暴く名探偵ぶりを発揮

する「さまよう死神」など、モーリス・ルブ

ランのアルセーヌ・ルパンシリーズから４

編を収録する。 


