
 
〔知識〕002-ｻ 頭の良い人がやって
いる「調べ方」究極のコツ 仕事も人生
もうまくいく!大人の探究学習 
齋藤孝 著 学研プラス  

「調べる力」があれば、仕事も人生もうま

くいく！ 「検索は３つのワードで」「ランキ

ング形式で調べる」など、すぐに結果が出る

データの見方、つくり方、伝え方のコツを伝

授する。 

 

002-ﾊ 学び合い､発信する技術  
アカデミックスキルの基礎  

林直亨 著 岩波書店  

すべての知的活動の基盤となるアカデミ

ックスキルを身につけるための入門書。対

話、プレゼンテーション、ライティング、リ

ーディング等についてわかりやすく解説。 

 

〔１哲学〕 
100-ｲ 不思議なテレポート・マシー

ンの話 なぜ「ぼく」が存在の謎を考
えることになったか?  

飯田隆 著  筑摩書房  

もしもこの世界のあらゆるものが複製可

能になったら…？ ぼくと発明マニアのお

じさんとの、やさしい哲学対話。 

 

104-ｲ 言葉を生きる  
考えるってどういうこと?  

池田晶子 著 筑摩書房  
言葉はどうして伝わるんだろう！ その

驚きが、君の力になる−。「１４歳からの哲学」

の著者・池田晶子が、「心はどこに」「私とは

何か」「言葉の力」などについて考察する。

「考える」ヒントが満載の本。 

 

130-ｵ ざっくりわかる 8コマ哲学 

小川仁志 著  朝日新聞出版 
８コマ漫画でさくっと分かる哲学の入門

書。哲学史上、重要な哲学者の考えを、35

のテーマで解説。難しい哲学の話も漫画で

すらすらと読めるので、これまで哲学の入

門書を途中でギブアップした人でも最後ま

で読み通せる一冊 

 

159-ﾄ 君は君の人生の主役になれ 

鳥羽和久 著 筑摩書房  
同調圧力、善が偽装された世界、自分の不

満を子どものせいにする親…。１０代の若

者が学校や社会、家庭で直面していると思

われる理不尽な事柄を描きながら、なぜそ

うなってしまうのかを、その背景にある構

造を踏まえて読み解く。 

 

〔２歴史〕 
207-ｵ 歴史学のトリセツ  

歴史の見方が変わるとき  
小田中直樹 著 筑摩書房  
歴史がつまらないといわれるのはなぜか。

歴史学が科学として成立し、ひとつの学問

領域として制度化された１９世紀から２１

世紀初頭に至るまでの歴史学の歴史をみる。 

 

210.4-ﾆ 16 テーマで知る鎌倉武士の生
活 

西田友広 著 岩波書店  
鎌倉幕府のトップである「鎌倉殿」に仕え

た武士、すなわち御家人たちはどのような

人々だったのか。どのような生活をし、社会

の中でどのような役割を果たしていたのか。

古文書や絵巻物などの史料をもとに鎌倉武

士の実像を解明。 

 
238-ｺ 中学生から知りたいウクライ

ナのこと  
小山 哲 著 藤原 辰史 著 ミシマ社 
ロシアが絶対に許されない理由とは。西

側諸国や日本が犯してきた罪とは−。地域と

してのウクライナの歴史や、小国を見過ご

すことのない歴史の学び方などを、２人の

歴史学者が語る。 

 

〔伝記〕289-ｲ ズラータ、16 歳の日記 
ウクライナから来た少女  

ズラータ・イヴァシコワ 文・絵 
世界文化ブックス 世界文化社  
昨日までマンガと小説が大好きな普通の

女子高生だったズラータは、母が必死で工

面してくれた１６万円をもって戦火が広が

る故郷ウクライナからあこがれの日本を目

指し…。日本避難に運命をかけた１４０日

間の少女の日記。 

 

〔各国情勢〕302-ﾅ トルコから世界を
見る ちがう国の人と生きるとは?  

内藤正典 著 筑摩書房  

文化を理解するためのものさしはひとつ

ではない。西洋と東洋の境目で、どうしたら

二つの文化の融合が可能かを考え続けてき

た国・トルコ。トルコの考え方を通して、異

文化理解やグローバルとはどういうことか

を考える。 

 

〔国際問題〕319-ｶ from under 30 
世界を平和にする第一歩  

河出書房新社 編 ; 井手上漠 ほか著  
河出書房新社  

なぜ争いは起きるんだろう。いま、世界を

平和にするためにできることって？ 作家、

看護師、ピアニスト、アイドルなど３０歳以

下の１９人が平和について考え、綴ったア

ンソロジー。おすすめブックガイドも掲載。 

 

 

〔経済〕330-ﾑ 東大生が日本を 100
人の島に例えたら面白いほど経済が
わかった!  

ムギタロー 著 サンクチュアリ出版  
なぜお金には価値があるの？ 物価はい

つ上がったり下がったりするの？ 東大生

が、日本や世界のお金の動きを「１００人の

島で起きた出来事」としてまとめ、わかりや

すく解説。 

 

〔コミュニケーション〕 
361-ｲ 「友だち」から自由になる 
石田光規 著 光文社  
「友人」は現代社会でどのような存在な

のか？ 「友人」はどのように変質したの

か？ どのように友人関係をつくり、維持で

きるのか？ ＳＮＳが当たり前になった時

代の新しい友情論を考察する。 

 

〔働き方〕366-ｵ なりたい自分との 
出会い方世界に飛び出したボクが伝 
えたいこと 
岡本啓史 著 岩波書店  
将来の夢、まだ決まってなくても大丈

夫！ ダンサー、舞台役者、料理人、教師を

経て、現在は国際協力機関で働く元・落ちこ

ぼれ中学生が、若者に向けて、学び方・働き

方が多様になる時代に自分らしく生きる方

法をアドバイス。 

 

〔37 教育〕 
371-ｻ いじめ加害者にどう対応する

か 処罰と被害者優先のケア  
斎藤環, 内田良 著 岩波書店 
いじめ加害者が学校に居続け、被害者の

側が立ち去るといういびつな現状をどう変

えるべきか。精神科医と社会学者が、いじめ

を取り巻く人々の意識データ、スクールカ

ーストの構造等から迫り、被害者優先のケ

アのあり方を論じる。 

 

375-ｲ 理数探究の考え方  
石浦章一 著 筑摩書房  
高校では物化生地の理科のほかに「理数

探究」という新しい科目が立ち上がった。ど

う学びを深め、どうアウトプットするか、数

学の確率的思考や理科の実験のデザイン方

法などについて、豊富な事例とともに紹介。 

 

376-ｳ 情報学部  
中高生のための学部選びガイド  

漆原次郎 著 ぺりかん社 
情報学部をめざす人のための学部案内。 

 

〔生物〕460-ﾅ 科学はこのままでい
いのかな 進歩?いえ進化でしょ 
中村桂子 著 筑摩書房  
進歩と効率ばかりを求める科学技術は、

どこかおかしい。だって私たちは生きもの

なのだから−。科学と未来について、「進化」

を軸に、自分の生き方や社会のありようと

関連させながら考える。 

 

〔49 医学〕 
491-ｱ ウイルスって何だろう  

どこから来るのか?  
青野由利 著 筑摩書房  
生物でも無生物でもない、フシギな存在、

ウイルス。ウイルスの全般的な知識から、新

型コロナウイルスの特徴と新型ウイルスの

由来、ウイルスと人類の闘いまでを解説し、

感染症と社会の関わりについて考察する。 

 
491-ﾓ ｢気の持ちよう｣の脳科学 
毛内拡 著 筑摩書房  
心の病は、心の弱さのせいではない。脳と

いう臓器の疾患である。曖昧で実体のなさ

そうな心を「脳科学」から捉え直し、心を生

み出す脳のはたらきや、心を守る心のはた

らき、「気の持ちよう」と考えてしまうワケ

などを解説。 

＊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 

寒いときはぬくぬくしながら読書が一番! ココロもカラダもほっこりしよ❤ 

期末試験が終わり、楽しい冬休みに向かってワクワクする毎日ですね。 

心に余裕のある今こそ、読んでみたかった本や話題になった映画の原作、自分の将

来を見つめる本など、気になる本を読んでみませんか。本があなたを待っています！ 

９日から冬休みの長期貸出を始めます。何冊でもOK！ 
返却期限は 1月 10日です。 

（冬休み中は閉館しますので、貸出は23日までです。）    ｂｙ司書 

図書館だより 
2022－№11 

令和４年 12月５日発行 
三刀屋高校図書館   

展示のお知らせ 

ガラスケース １２/４～１２/１０は人権週間 

「人を思う心を育てよう」と題して、人権課題の本を

展示しています。この機会にさまざまな人権課題につい

て考えてみましょう。 

 

図書館入り口 「クリスマスを楽しむ本」特集 
絵本やツリーの本、小説、お料理の本など 

 

昇降口 島根の高校生には『山本旗男さん』を知ってほしい 

 

クリスマス会のおしらせ 
日時：12 月 15 日（木） 16：20～17：20  

場所：図書館 

クリスマスには少し早いですが、楽しいひとときを過ごしませんか？ 

内容：図書委員会の絵本の読み聞かせ 

吹奏楽部によるクリスマスコンサート 

クリスマスプレゼントの福引き 

＊参加したい人はクラスの図書委員か図書館に１２／９までに 

申し込んでくださいね。あなたの参加をお待ちしています。 

 



498-ｵ 1 ステップで気分があがる↑気
持ちのきりかえ事典  

大野萌子 著 扶桑社  

感情を味方につける方法とは。緊張で眠

れないときは部屋を明るくする、怒りがお

さまらないときはカフェオレを飲む…。ネ

ガティブな感情と向き合いつつ、その感情

をうまくきりかえ、次に向けて行動するた

めの方法を紹介。 

 

498-ﾔ こうすれば、夜中に目覚めずぐ
っすり眠れる 医師が教える、薬に頼
らない 3 つの方法  

山下あきこ 著 共栄書房  

不眠で人生、損していませんか？ 不眠の

もたらす様々なリスクや、実は逆効果な不

眠対策について説明し、ぐっすり眠るため

の「３つの方法」を紹介。 

 

〔596 料理〕 
596-ｺ はじめてのアラブごはん  
手軽に作れるエキゾチックレシピ 62   
小松あき 著  イカロス出版 

オクラのポタージュ風、ラムの串焼き、揚

げ魚の炊き込みごはん、ひよこ豆のコロッ

ケ…。アラブの国の料理上手なお母さんた

ち直伝の家庭料理と、シリアのお菓子工房

で教わったスイーツレシピを紹介。 

 

596-ｻ おうちで作れる実験スイーツ
レシピ お菓子+科学=おいしい&楽し
い! : 夏休みの自由研究に!観察・ま
とめ方のコツも掲載。  

sachi_homemade 著翔泳社 
お菓子のおいしさや食感、質感などは

様々な化学的な原理で生まれる。色の変わ

るサイダーなど、多くの実験スイーツレシ

ピを紹介。準備する道具や注意点、観察記録

のまとめ方も解説。 

 

〔農業〕611-ﾊ お金に頼らず生きたい
君へ 廃村「自力」生活記 

服部文祥 著 河出書房新社 
沢から水を引き、薪を集め、ソーラーで発

電。夏は菜園、冬は狩猟…。山村の古民家で、

ライフラインや食料を自給自足する暮らし

を一から実践し、試行錯誤している登山家

が、自身の体験を綴る。 

 
〔マンガ〕 
☆726-ﾋ 総理倶楽部 2～４  

 日丸屋秀和 漫画 集英社  
明治期の先輩達から指導を受け、総理大

臣への道を歩み始めた高校生・日向大悟。時

空を飛び越え「総理大臣」と交流する。“宰

相コメディ" 

 

〔野球〕783-ﾏ 甲子園に行くのが夢だ
った 高校野球が教えてくれた大切
なこと  

松坂大輔 監修 飛鳥新社  
野球をする高校生の誰もが目指す「甲子

園」。強豪校に所属している球児の気持ち、

選手から転向しチームを支える学生コーチ、

強豪チームで奮闘する息子を支える母…。

日本全国で本当にあった１６の高校野球ス

トーリーを収録。 

 

〔８言語〕 
801-ｲ ふしぎなことば ことばのふ

しぎ ことばってナァニ?  
池上嘉彦 著 筑摩書房  
ふとしたきっかけで、「ことば」はふしぎ

な姿を現してくる。新しい世界を創ること

ば、「ヤマナシ県」と「オワリノ国」、名前を

つけることの意味…。さまざまな例を通し

て、ことばのふしぎを考える。 

 

801-ｸ「嫌み」と「皮肉」の心理学 
ロジャー・クルーズ 著 ; 小泉有紀子 
訳 風早柊佐 訳 ニュートンプレス 
なぜ人は嫌みを言うのか？日常の会話か

ら文学、映画まで、様々な分野で「嫌み」や

「皮肉」がどう使われてきたのか、その歴史

と変遷をたどりつつ、人間社会と人間にひ

そむ心理を探る。 
 

811-ｴ 漢字が日本語になるまで  
音読み・訓読みはなぜ生まれたのか? 
円満字二郎 著 筑摩書房  

漢字はタイムカプセル！音読みと訓読み

から、同音異義語、二字熟語まで、漢字がか

かえる“たいへんさ”を掘り下げ、漢字と

日本語の歴史にせまる。 

 
816-ﾂ 苦手から始める作文教室  
文章が書けたらいいことはある?  
津村記久子 著 筑摩書房  
作文は何を書いたらいいのだろう？ 伝

わる文章ってどんなもの？ 作文のテーマ

の立てかたや書くための準備、書き出しや

見直しの方法などを紹介する。若い人に手

解く、心に効く作文教室。 

 

〔日本文学〕910-ﾐ〈萌えすぎて〉絶対
忘れない!妄想古文  

三宅香帆 著 河出書房新社 
名作古典はカップリングだらけ？ 枕草

子から古今和歌集までを「カップリング＝

関係性の解釈」で妄想しながら読み解く本。

濃密な人間関係が言葉で保存された古典の

面白さを伝える。 

 

〔913 日本の小説〕 
913-ｱ 楽園の烏  
阿部智里 著 文藝春秋 
「どうしてこの山を売ってはならないの

か分からない限り、売ってはいけない」 資

産家の養父から相続した山には、信じがた

い秘密が隠されていた。「弥栄の烏」から約

２０年後の山内を描く。八咫烏シリーズ新

章開幕！ 

 

913-ｱ マイ・プレゼント 
青山美智子 著 PHP研究所 
私が口を開けばあなたは絶対に聞いてく

れると信じているから何も話さないでも安

心していられる。癒しの青い水彩画と、心ふ

るわせる物語全４８篇を収録する。 

 

913-ｲ 水底のスピカ  

乾ルカ 著 中央公論新社 
北海道の高校に東京から転校生・美令が

やってきた。完璧な彼女は些細なことから

クラスで浮いた存在になる。クラスで孤高

を演じる和奈。クラスカースト上位の更紗。

それぞれ秘密を抱える３人が向かう先に待

つものは…。 

 
913-ｲ 君がくれた物語は、いつか 
星空に輝く  

いぬじゅん 著 スターツ出版 
家にも学校にも居場所がない高校生・悠

花。ある日、お気に入りの恋愛小説のヒーロ

ー・大雅が転入生として現実世界に現れる。

突如、憧れの物語の主人公となった悠花。大

雅に会えたら、彼に恋をするはずだと思っ

ていたけれど…。 

 
913-ｲ イクサガミ天  
今村翔吾 [著] 講談社  

明治１１年。大金を得る機会を与えると

の怪文書により、強者たちが京都の寺に集

められた。始まったのは奇妙な「遊び」。剣

客・嵯峨愁二郎は１２歳の少女・双葉と道を

進むも、強敵が次々現れ…。 

 

☆913-ｳ 変な絵  
雨穴 著 双葉社  
ホラー作家兼YouTuberである雨穴氏に

よる、自身初となる 11 万字書き下ろし「長

編小説」！ ９枚の奇妙な絵に秘められた

衝撃の真実とは!? その謎が解けたとき、

すべての事件が一つに繋がる！  

 
913-ｵ 10 年後､きみに今日の話をし

よう｡ 沖田 円 著  マイナビ出版 
母と二人で暮らしている男子高校生、蒼

士。その平穏な日常は、音信不通だった姉・

楓が娘の麦を連れて帰ってきたことで打ち

砕かれた。姉の突然の帰郷と、麦の天真爛漫

な明るさで家族は徐々に形を変えていき…。 

 

913-ｵ 緑の我が家  

小野不由美 著 KADOKAWA 
高校１年生の浩志は、一人暮らしをする

ため〈ハイツ・グリーンホーム〉に引っ越し

た。明るい部屋だったが、窓から丘の斜面の

鳥居を見たとたん、ふいに嫌な気分になり

…。怖いけれど優しくて温かいホラー。 

 
913-ｶ 百花  

川村元気 著 文藝春秋 

認知症と診断され、徐々に息子を忘れて

いく母と、母との思い出を蘇らせていく息

子。ふたりには忘れることのできない“事

件”があった。泉は封印された過去に手を

伸ばし…。映画原作。 

 

☆913-ｻ キミと僕の最後の戦場、ある
いは世界が始まる聖戦 12、13 

 細音啓 著 KADOKAWA 

シリーズ続編。 

 

913-ｼ 花屋カフェ Luneのスペシャリ
テ 人の縁を結ぶわんこ系男子との
不思議でおいしい 4ケ月 

白井カナコ 著 ポプラ社  
元カレが結婚したことを知り、落ち込ん

でいる凪紗は、人と人との縁を結ぶお役目

を持つという不思議な男子・ショウを拾う。

彼と花屋カフェＬｕｎｅを訪れると…。 

 
913-ｼ 小説すずめの戸締まり 
新海誠 著 KADOKAWA 
九州の静かな港町で叔母と暮らす１７歳

の少女、鈴芽は、ある日、「扉を探してるん

だ」という美しい青年と出会い…。過去と現

在と未来を繫ぐ“戸締まり”の物語。公開映

画の監督が自ら紡いだ原作小説。 

 

913-ﾀ 青い春を数えて  

武田綾乃 著 講談社  

放送部の知咲は、本番の舞台にトラウマ

がある。だが、エースの有紗の様子が変で…。

少女と大人の狭間で揺れ動く５人の高校生

の、瑞々しくも切実な感情を切り取った連

作短編集。 

 
913-ﾀ めぐみの家には、小人がいる。 
滝川さり 著 幻冬舎  
群集恐怖症を持つ小学校教師の美咲は、

クラスのいじめに手を焼いていた。ターゲ

ットは、「悪魔の館」に母親と二人で住む転

校生のめぐみ。ケアのために始めた交換日

記にめぐみが描いたのは、人間に近いけれ

ど無数の小さな目を持つ、グロテスクな小

人のイラストだった――。 

 
913-ﾌ 午前 3時 33 分、魔法道具店ポ

ラリス営業中  
藤まる 著 PHP研究所 
夜ごと枕元に現れる鍵束と、繰り返し見

る悪夢に悩まされている大学生の晴貴は、

同級生・環が営む「不思議現象を解決してく

れる」と噂の骨董店を訪れ…。孤独に苦しむ

男女の成長を描いた、書き下ろし青春ファ

ンタジー。 

 

913-ﾍ ラーゲリより愛を込めて 

辺見じゅん 原作  文藝春秋 
戦後のシベリア強制収容所で過酷な日々

を過ごしながらも、家族や仲間を想い、生き

る希望を持ち続けた山本幡男の生涯と夫婦

愛を描く。辺見じゅん著『収容所から来た遺

書』を原作とした映画のノベライズ。12 月

公開。（山本旗男さんは隠岐・西ノ島出身） 

 
913-ﾏ その本は  

又吉直樹, ヨシタケシンスケ 著 ポプラ社 
本の好きな王様が、２人の男を城に呼び、

「世界中をまわって「めずらしい本」の話を

聞いてきてくれ」と言った。旅に出た２人の

男は…。又吉直樹とヨシタケシンスケによ

る、笑えて泣けて胸を打たれる、本にまつわ

る物語。 

 

913-ﾐ 最後のページをめくるまで 
水生大海 著 双葉社  

アルバイト先で「使い勝手のいい女」と言

われている葉月のアパートに、かつての恋

人、智哉が現れ…。ラストで景色が一変する、

ドライでダークなミステリ集。 

 
913-ﾖ 栞と嘘の季節  

米澤穂信 著 集英社  

図書室で見つかったトリカブトの花の栞。

中毒で倒れた教師。図書委員の堀川と松倉

は犯人を捜すが･･･。青春ミステリの最高峰。

『本と鍵の季節』の続編。 


