
【情報】 007-ｽ プログラマーへのキホ
ンの道 情報必修時代の君たちに贈
る!! 
スリート 著 スリート  
プログラマーになるための勉強方法をは

じめ、中小ＩＴ企業への就職の仕方、ＩＴ企

業に就職した後の研修、実際に働き始めて

からの仕事の進め方などを、小説＋マンガ

＋コラムで紹介する。 

 

031-ｸﾞ-2023 ギネス世界記録 2023  
クレイグ・グレンディ 編 KADOKAWA  
宇宙と世界一周の旅をはじめ、地球上の

生物、人体、並外れた偉業、エンターテイン

メント、スポーツなど、あらゆるジャンルの

ギネス世界記録を網羅。日本版オリジナル

ページ、日本各地の記録も収録する。 

 

031- ｼ ﾞ -2023 現代用語の基礎知識 
2023 ことばでよりそう  

自由国民社 編 自由国民社 
政治・経済、世界情勢、科学・医療、情報・

社会などのジャンル別に知っておきたい現

代用語を解説する。ロシアによるウクライ

ナ侵攻とこれからの世界、２０２２年のキ

ーパーソン等を特集するほか、ニュースの

おさらいも掲載。 

 

031-ﾆ-2023 〈図解〉まるわかり時事用
語 世界と日本の最新ニュースが一目
でわかる! : 絶対押えておきたい、最
重要時事を完全図解! 2023→2024 年
版 
ニュース・リテラシー研究所 編著 ニュー

スリテラシー研究所 新星出版社 

日々のニュースに出てくる新しい言葉や

重要なトピックを、スペシャル、国際、政治、

経済、社会、環境・健康、情報・科学、文化・

スポーツの８ジャンルに分類し、見開き２

ページ、豊富なイラストでわかりやすく解

説する。 

 

〔14心理学〕 
141-ｼ マンガでわかる脳と心の科学 
篠原菊紀 監修 池田書店  

男はシステム化したがり、女は共感した

がる。好きだから見る、と同時に、見るから

好きになる…。人の「感覚」「感情」「気持ち」

「記憶」など、脳の不思議な機能を最新脳科

学に基づいて、マンガや図でわかりやすく

解説する。 

 

141-ﾉ ｢覚える｣と「わかる」 知の仕
組みとその可能性  
信原幸弘 著 筑摩書房  
「理解する」とはどういうことか？ 空気

を読む際、私たちの頭と感覚は何をどう察

知しているのか？ 丸暗記、身体で覚える、

まねるといった学習の基本から、直観、批判

的思考、知の可能性までを探る。 

 

〔生き方〕159-ﾃ 君たちが生き延びる
ために 高校生との 22の対話  
天童荒太 著 筑摩書房  
幸せになるには、自分を大事にして生き

ることが大前提。では「自分を大事にして」

とはどんなことか？ 「生」の意味を問い続

ける作家が、若い人たちへ、生き延びるため 

 

に必要なヒントを伝える。 

 
〔29 地理〕 

290-ｲ-2023 今がわかる時代がわかる世
界地図 2023年版  
成美堂出版編集部 編集 成美堂出版 
「ウクライナ紛争」「２０２２年世界の選

挙」「世界のＧＤＰとＧＮＩ」「食品ロス」な

どのテーマを、地図とグラフでビジュアル

解説。ほか、世界統計地図、国旗・政治的リ

ーダー、地名索引、漢字圏地名索引も収録す

る。 
 

291-ｲ-2023 今がわかる時代がわかる
日本地図 2023 年版  

成美堂出版編集部 編集 成美堂出版 
「新型コロナウイルス感染症」「リーダー

の報酬」「子どもの貧困」「豪雨災害」などの

テーマを、地図とグラフでビジュアル解説。

ほか、都道府県データ、統計、都道府県別地

図、地名索引等も収録する。 

 

〔304 社会科学エッセイ〕 
304-ﾌﾞ 文藝春秋オピニオン 2023年の
論点 100  文藝春秋  
政治、国際関係、中華帝国の野望、経済、

社会、文化、生活、芸能、スポーツ、皇室、

教育、科学・医療…。いま知っておくべき論

点を、１テーマにつき見開きで専門家がコ

ンパクトに解説する。 

 

〔職業案内〕 
366-ﾅ-補 28 なるには Books 港で働く 
鑓田浩章 著 ぺりかん社 
島国である日本にとって重要な役割を担 

 

う「港」。流通や観光から、海の安全に関わ

る仕事まで、「港」を支えるさまざまな仕事

を、ドキュメントとともに紹介する。「なる

にはフローチャート」も掲載する。 

 

〔性の問題〕 
367-ｶ 差別は思いやりでは解決しな
い ジェンダーや LGBTQから考える 
神谷悠一 著 集英社  

「ジェンダー平等」がＳＤＧｓの目標に

掲げられる現在、大学では関連の授業に人

気が集中し企業では研修が盛んに行われて

いるテーマであるにもかかわらず、いまだ

差別については「思いやりが大事」という心

の問題として捉えられることが多い。なぜ

差別は「思いやり」の問題に回収され、その

先の議論に進めないのか？女性差別と性的

少数者差別をめぐる現状に目を向け、その

構造を理解し、制度について考察。「思いや

り」から脱して社会を変えていくために、い

ま必要な一冊。 

 

〔青少年問題〕 
367-ﾔ どうなってるんだろう?子ど
もの法律 一人で悩まないで! 
山下敏雅, 渡辺雅之 編著 高文研 
部活動の連帯責任って？ 路上ライブを

警察に止められたら？ 成人年齢１８歳で

何が変わったの…？ 未成年の子どもをめ

ぐる学校・家・職場のこまりごと、性や犯罪

についての４０の質問に子どもの味方の弁

護士が答えます。 

 

 
 

〔防災〕369-ﾀ 消防レスキュー隊員が
教えるだれでもできる防災事典 
タイチョー著 KADOKAWA 
 必ず入れたい防災バッグの中身、カンタ

ン搬送方法、熱中症になったら、電車で火災

が起きたら…。消防レスキュー隊員が、災害

や事故に「どのように対処すればいいのか」

をイラストや写真とともに詳しく解説する。 

 
〔福祉〕369-ﾎ 日本一グローカルでク
リエイティブな福祉･介護の現場 
奉優会 著 幻冬舎 
 地方出身者、異業種からの転職者、外
国人…。出身や経歴、国籍にとらわれず、
誰もが自分らしく活躍できる仕事があ
る！ 福祉・介護の仕事を選び、いきい
きと働く１０人のストーリーを紹介。 
 
〔物理〕420-ｲ 一度読んだら絶対に忘
れない物理の教科書 
池末翔太 著 SB クリエイティブ 
物理に登場する「公式」の裏には、自然界

の理を究めるべく、試行錯誤してきた名だ

たる天才たちの壮大な「人間ドラマ」が隠さ

れている。高校の物理が一つのストーリー

でつながる入門書。 

 

〔気象〕451-ﾓ いま、この惑星で起
きていること 気象予報士の眼に映る
世界 森さやか 著 岩波書店  
自然界に多大な影響・変化を及ぼし、人々

の日常生活をも脅かす異常気象。気象予報

士が、世界で起きている気象について、温暖

化の問題を中心にわかりやすく解説し、今

後の課題と解決策を考察する。『世界』連載

にコラムを追加。 

今年の自分に期待しよう！ 

令和５年１月も半分が過ぎました。「一年の計は元旦にあり」と言われますが、今年や

ってみたいことや目標にしたいことは何ですか？ 一年の初めに目標を立てると、張り合

いのある日々が過ごせます。まだ考えていない人にもおすすめします。ちなみに司書は

今年も「一年間で 50冊の本を読む！」です。昨年、あと少し届かなかったので。 

さて、3学期は学年締めくくりの学期です。自分のやりたいこと、夢、将来を見つめて、

考えて、行動して、過ごしてみませんか。アンテナを張って、情報をキャッチしましょう。 

図書館はいつもあなたを応援しています。今年もよろしくお願いします。 ｂｙ司書  

図書館だより 
2022－№1２ 

令和５年1月 1８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 

＊こんなコーナー作っています＊ 

入口･･･お正月の本と 懐かしいおもちゃたち 
おもちゃはけん玉、こま、お手玉を用意しています。 

手にとって、見たり、遊んだりしてね。 

 

ガラスケース･･･『あなたの夢はなんですか？』 
本にはいろんな人の夢が詰まっています。 

参考になる夢があるかも❤ 

 

館内･･･「和」にふれてみよう 百人一首の世界 
お正月といえばカルタ。カルタと言えば百人一首。 

歌からあふれる日本の風景やいにしえの人々の感情 

にふれてみては 

お知らせ 

図書館の蔵書検索や予約、リクエストが 

Google classroom からできることを 

知っていますか? 

クラスコードはｑｆｃｄｂｆｙです。 

一度試しに入ってみてくださいね。 

探している本があった場合、貸出中かどうかはそ

の画面からはわからないので、とりあえず予約

してください。本が準備でき次第、「お知らせ」を

お渡しします。 

また、読みたい本が図書館になかったら、

どんどんリクエストしてくださいね。 

こちらも準備でき次第、「お知らせ」をお渡ししま

す。 



〔49医学〕 
491-ｻ マンガでわかる解剖生理学 
坂井建雄 監修 池田書店 
看護師や、介護士、理学療法士など、人の

カラダに関わる人にとって現場で役立つ解

剖生理学。人体の構造と機能を、マンガとイ

ラストで丁寧に解説する。看護師の国家試

験の試験範囲に対応。 

 
498-ｱ マンガでわかる栄養学 
足立香代子 監修 池田書店  
栄養の摂り方にはコツがある！ たんぱ

く質、脂質、ビタミンなど栄養素ごとの機能

と効果、栄養管理でできるトラブル回避法、

症状別食事法など、栄養学の基礎知識をマ

ンガを交えて解説する。 

 
498-ｼ 図解でわかる 14歳からのスト
レスと心のケア  

社会応援ネットワーク 著  太田出版  
ストレスに押しつぶされずに、自分の心

のケアができるようになる本。様々なスト

レスに向き合い、解決する方法を、Ｑ＆Ａ方

式で、豊富なカラー図版とともに紹介する。 

 
〔自動車〕537-ﾄ トコトンやさしい自
動運転の本 
クライソン トロンナムチャイ 著 
日刊工業新聞社  

自動運転を実現する基礎技術からさまざ

まな技術的・社会的課題までを取り上げ、各

要素技術の基礎知識、人工知能の応用など

の自動運転に関する基本的な知識を網羅し

た、「自動運転」の入門書の改版。初版発行

以後に出てきた新たな問題、時代に即した

新しい項目を追加した。 

 

〔農業〕610-ｺ いちばん大切な食べ
ものの話 どこで誰がどうやって作っ
てるか知ってる?  
小泉武夫  著 井出留美 著 筑摩書房 
からだは食べたものでできている。しか

しその大切な食べものが今、おろそかにさ

れている。低い日本の食料自給率、食に関す

る改革に成功した先人たち、日本の食のた

めに今すぐ取り組むべきことなどを紹介。 

 
〔726 マンガ〕 
726-ｺ-42 宇宙兄弟 ４２ 
小山宙哉 著 講談社 
宇宙と地球、全世界で繋がっていく「We 

are Space brothers」の想い。その力を胸

に、ムッタとヒビトは初の兄弟共同ミッシ

ョン、「水資源の探査」に挑む！一寸先は真

っ暗闇の洞窟内で、果たしてヒビトはトラ

ウマを思い出さずに探査ができるのか。そ

して、「水資源」を見つけることはできるの

か――？ 

 

726-ｽ コウノドリ 新型コロナウイ
ルス編  
鈴ノ木ユウ 著 講談社  

大人気産科医療マンガ『コウノドリ』、新

シリーズ開幕！2020 年から始まったコロ

ナ禍。社会を覆った不安は、新しい命が誕生

する現場にも大きな影を落とす――。感染

症という見えない恐怖に苦悩しながら、出

産と向き合う医療従事者・妊婦・家族、そし

て赤ちゃんが紡ぐ、新たな命の物語！ 

 
726-ｽ-50  ちはやふる 50 
末次由紀 著 講談社  
名人・クイーン戦第 5 試合、最終盤

―――！ 名人・クイーン戦ともに、第 5 試

合、しかも運命戦。「読まれたほうがクイー

ン」という状況で、千早が詩暢に送った札と

は…！？ 15 年間の連載、ついにフィナー

レ！！ 完結です。大学生になった千早に会

える番外編も収録☆ 

 

726-ﾊ-66 キングダム 66 
原泰久 著 集英社  
過去最大規模の激突! 紀元前 233 年 秦

趙宜安決戦。趙国王都・邯鄲を攻略すべく、

趙北部・宜安からの進路を選択した秦国。し

かし、戦線に復帰した李牧は圧倒的な兵力

を宜安に集結させ、秦軍を待ち構えていた。

かつてない規模で開戦される宿命の秦趙決

戦。包囲された秦軍に勝機は!? 

 

726-ﾋ イラストレーション 2023 
平泉 康児 編 翔泳社 
 イラストレーションの今を一望できる、

究極のイラストレーター・ファイル。１５０

人の作家の作品とともに、作家のプロフィ

ールやコメント、使用ツール等を紹介する。

はなぶし×有馬トモユキのインタビューな

ども掲載。 

 

〔８言葉〕 
813-ﾆ-2 にゃんこ四字熟語辞典 2 
西川清史 著 飛鳥新社  

意気消沈、呵呵大笑、清廉潔白、天真爛漫、

優柔不断…。どんな組み合わせでもしっく

りきて笑えるのが、にゃんこと四字熟語の

魅力。ほっこりしながら、ちょっとだけ賢く

なれる、四字熟語辞典。 

 

〔小論文〕 
816-ｼﾞ-7 時事から学ぶ小論文 
2022第７号 医療・健康科学編 
朝日新聞社 
 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。大学入試改革で求められる思考力、

記述力が身につく。今回のテーマは「人間の

身体と生命の研究最前線」。 

 
〔英語〕837-ﾏ 一度読んだら絶対に忘
れない英会話の教科書 
牧野智一 著 SB クリエイティブ 
通訳者の「伝わる英語」が身につく英会話

入門書。中学・高校で習った英語の知識で通

訳者のように話せるよう、意訳の方法から、

スピーキングとリスニングの練習法、コミ

ュニケーションの仕方までを紹介する。 

 

〔913 日本の小説〕 
913-ｱ 青の刀匠 
天野 夏月 著 ポプラ社 
 突然火事にあい、火傷を負った東京の男

子高校生・コテツ。天涯孤独となった彼は、

島根に住む遠縁の剱田かがりという老婦に

引き取られることに。かがりは、現代日本に

おいて唯一と言われる女性の刀鍛冶で、寡

黙だが瞳に燃え盛る炎を持つ刀匠だった。 

自暴自棄になり言われるまま島根にやって

きたコテツだが、転校初日、己の火傷を見る

クラスメイトの視線に耐えられず、学校へ

いけなくなり･･････。 

伝統工芸の美しさ、厳しさ、そして脈々と

受け継がれていくものとは。 

少年の成長を瑞々しく綴る、胸が熱くなる

青春小説。 

 
913-ｲ 光のとこにいてね  

一穂ミチ 著 文藝春秋  
古びた団地の片隅で、彼女と出会った。彼

女と私は、なにもかもが違った。着るものも

食べるものも住む世界も。でもなぜか、彼女

が笑うと、私も笑顔になれた。彼女が泣くと、

私も悲しくなった。彼女に惹かれたその日

から、残酷な現実も平気だと思えた。ずっと

一緒にはいられないと分かっていながら、

一瞬の幸せが、永遠となることを祈った。ど

うして彼女しかダメなんだろう。どうして

彼女とじゃないと、私は幸せじゃないんだ

ろう……。 

 

913-ｵ 君のクイズ  

小川哲 著  朝日新聞出版  

クイズ番組の決勝に出場した三島玲央は、

対戦相手が問題が読まれぬうちにボタンを

押し正解し、優勝を果たすという不可解な

事態を訝しむ。決勝を１問ずつ振り返る三

島はやがて…。 

 

☆913-ｵ 大恋愛 僕を忘れる君と 上･下 

大石静 脚本 扶桑社  

若年性アルツハイマーにおかされていく

女医と、彼女を明るく健気に支え続ける元

小説家の男の１０年にわたる愛の奇跡を描

く純愛ラブストーリー。同名ＴＶドラマの

シナリオをもとに小説化。 

 

913-ｸ きらめきを落としても 
鯨井あめ 著 講談社  

彼女が好きな味にどうしても馴染めない

僕は…「ブラックコーヒーを好きになるま

で」など全６編を収録。キラキラからひねく

れ、ＳＦまで、色とりどりの青春を詰め込ん

だ短編集。 

 

913-ｺ きみの世界に、青が鳴る 
河野裕 著 新潮社  

住みにくい現実からこぼれ落ちた人々が

暮らす不思議な場所、階段島で、七草は現実

世界で誰より輝いていた少女、真辺由宇と

出会う。七草は、由宇は、どこへ向かうのか。

心を穿つ青春ミステリ。「階段島」シリーズ

完結。 

 

913-ｺ さよならの言い方なんて知ら
ない。 2～７ 
河野裕 著 新潮社  
架見崎。誰も知らない街。高校２年生の香

屋歩と秋穂栞が訪れたその場所には、戦争

があった。そこで、ふたりはかつての親友ト

ーマと再会。架見崎で２年余りを過ごした

彼女は…。死と能力者を巡る「架見崎」シリ

ーズ。 

 

913-ｻ 市立ノアの方舟 崖っぷち動
物園の挑戦  
佐藤青南 著 祥伝社  

市役所職員の磯貝健吾は、突然の人事異

動で廃園が噂される市立動物園の園長を命

じられた。彼を待っていたのは、問題を抱え

る動物と、くせ者揃いの飼育員だった…。真

っ直ぐ熱いお仕事小説。 

 

 

 

913-ﾂ 世界から守ってくれる世界 
塚本はつ歌 著 産業編集センター 
【暮らしの小説大賞】不仲な両親の間で、

体と心が２つに裂かれるような痛みを味わ

う薫子。性的違和を感じ、ある日突然セーラ

ー服で登校し始める中鉢。それぞれが抱え

る戸惑いにシンパシーを覚え、心友となっ

た２人が見つけた「居場所」とは…。 

 

913-ﾃ カレーの時間  
寺地はるな 著 実業之日本社 
ゴミ屋敷のような家で祖父・義景と暮ら

すことになった孫息子・桐矢。カレーを囲む

時間だけは打ち解ける祖父が、半世紀の間、

抱えてきた秘密とは−。終戦後と現在、ふた

つの時代を「カレー」がつなぐ絶品“からう

ま”長編小説。 

 

913-ﾖ 流れる星をつかまえに 
吉川トリコ 著 ポプラ社  

家族仲がしっくりいかず生き方に迷う主

婦。ゲイであることに葛藤する男子高生…。

ままならない日常に悩み惑っても、動き出

せば世界は変わる！ 心に光をともす連作

短編集。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頭の体操 ＆ 体ほぐし  

♪もしもしかめよかめさんよ～の歌に

あわせながら、①～⑦をやってみまし

ょう 

 

①右のゲンコツで左の肩を8回たたく 

 

②左のゲンコツで右の肩を8回たたく 

 

③右のゲンコツで左の肩を4回たたく 

 

④左のゲンコツで右の肩を4回たたく 

 

⑤次は交互に 2回ずつたたく 

 

⑥次は交互に 1回ずつたたく 

 

⑦最後拍手を１回 

 

できたかな～(*^o^*) 

 

＊肩をほぐす＆気分転換になりま

すよ。お試しください。 

冬休み前に借りた本は期限が過ぎています。 

早めに返却してくださいね。 
 


