
 

前号（10月号）からかなり間が空いてしまいました。楽しみにしていた方、ごめんなさい。この 3か月の間に

も新着本が続々と入ってきており、もはや「新着」ではなくなってしまった本も多数ありますが…まだ読んで

ない！という皆さんのために、裏面で紹介しております。ともあれ、今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

11月に生徒の皆さんを対象に「図書館&読書に関するアンケート」を行いました。ご協力ありがとうございま

した。 

アンケート結果の概要は以下のとおりです。なお、結果の完全版は、図書館の入り口付近の掲示板に貼ってあ

りますのでご覧ください。（教職員を対象に行ったアンケートの結果も掲示しています。） 

 

浜高図書館に関する質問  

Q1.あなたは浜高図書館にどれくらい来館しますか。 

ほぼ毎日 週に数回 月に数回 年に数回 
ほとんど 

来館しない 

35 46 110 136 203 

 

Q2.あなたはどのような目的で浜高図書館に来館しますか。 

本を読む 本を借りる 勉強 調べもの 新聞を読む 息抜き その他 

42 244 160 58 19 43 17 

 

Q3.浜高図書館の使いやすさについて質問します。 

 ┗3.1 現在の貸出冊数は 1 度に 10冊までです。 

これについてどう思いますか。 

多い ちょうどよい 少ない 

132 382 12 

 

┗3.2 現在の貸出期間は 2 週間です。 

これについてどう思いますか。 

長い ちょうどよい 短い 

5 389 129 

 

Q4.もっと増やしてほしいジャンルの本があれば教えてください。 

文学系、スポーツ系、芸術系、勉強に関する本、マンガ…などなど、さまざまな要望が寄せられました。一度にすべて

の要望に応えることは難しいのですが、少しずつ蔵書を増やしていきますのでお楽しみに！  

※リクエストの相談は随時受け付けています。読みたい本がある人は司書までお知らせください。 

 

Q5.新たに購入してほしい雑誌があれば教えてください。 

ファッション系、スポーツ系、音楽系、アニメ系などを中心に、たくさんの購入希望が寄せられました。 

購入希望のジャンルが多岐にわたっているため、すべての人の希望を叶えることは難しい状況です。雑誌は年間購読を

しているため、今回いただいた要望は、来年度の購入雑誌を決める際の検討材料とします。 

 

Q6.浜高図書館について要望がありましたら、自由に記述してください。 

いちばん多かったのが開館時間の延長に関する要望でしたが、職員体制の都合上、開館時間のこれ以上の延長はできま

せん。現在の開館時間内に利用してください。 

 

読書に関する質問  

Q1.あなたは 1 日にどれくらいの時間本を読みますか。 

 30 分未満 30 分～1 時間 1 時間～2 時間 2 時間以上 

1 年 131 33 10 2 

2 年 143 23 6 3 

3 年 133 26 8 1 

合計 407 82 24 6 

 

Q2.あなたは１ヵ月にどれくらいの冊数の本を読みますか。 

 ほとんど 

読まない 
５冊未満 ５冊～10 冊 11 冊以上 

1 年 106 60 10 2 

2 年 110 55 9 2 

3 年 114 43 10 3 

合計 330 158 29 7 

 

Q3.あなたはどんな本を読みますか。 

 
小説 

勉強に 

関する本 

趣味に 

関する本 

部活に 

関する本 

進路に 

関する本 

ほとんど 

読まない 
その他 

１年 122 17 62 24 9 27 3 

２年 110 15 54 11 7 37 5 

３年 110 33 42 5 16 43 1 

合計 332 65 158 40 32 107 9 

 

Q4.あなたは読む本をどうやって入手しますか。 

買う 
浜高図書館で 

借りる 

他の図書館で 

借りる 
人に借りる 

354 161 101 71 

 

今回のアンケート結果から、浜高生の潜在的な要望を知ることができたと思います。なかなか希望にそえなく

て申し訳ないのですが、常に「今の」浜高生が求めているものは何なのかを意識しながら、図書館づくりをし

ていこうと思います。 

図書館に対するご意見はいつでも受け付けていますので、どうぞ気軽にお伝えください！！
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本を借りる目的での来館に比べ、館内で本を

読むために来館する人は少ない印象です。 

館内で本を読んだり、息抜きをしたりするた

めに来館した人のためにも、より居心地のよ

い空間づくりに努めます！ 

まずお詫びを… 

現在の貸出冊数は、正しくは５冊まででした！ 

（長期休暇中は、１０冊まで貸出しています） 

（指摘してくれた Mさん、ありがとうございます(>_<)） 

しかし、１０冊でも少ないと感じている人が１２人もいるんですね。

貸出冊数は、今年度３冊から５冊に増やしたばかりなので、当面は

５冊のままで様子を見ようと思います。ご了承ください。 

「ちょうどよい」に次いで「短い」が多いという結果でした。 

もう少し長くしてもよいかな、とは思うのですが…。 

たとえば小論文や面接対策の本など、特定の時期に多くの人に借り

られる本もありますので、貸出期間も当面据え置きです。 

（他の人が予約していない本は何度でも延長貸出できます！） 

本を読む習慣がない人が多いようです。 

読書をする時間が確保できない、という

人も多いのかも知れませんね。 

読書は自分以外の人の考えや発想を知

り、視野を広げる絶好の機会です。 

ぜひ時間をつくって読書をしましょう！ 

買って読む派の人が多いようです。 

ならば浜高図書館には、書店の店頭に

置いていないような本を取り揃えた

いところ。みなさんがより多くの本を

出会うことを願って…。 



【進路・小論文対策】 

031『現代用語の基礎知識 2017』 

146『臨床心理士・公認心理師まるご

とガイド』 

304『文藝春秋オピニオン 2017 年の

論点 100』 

317『公務員の「お仕事」と「正体」

がよ～くわかる本』秋山謙一郎/著 

317『公務員の仕事入門ブック 29

年度試験対応』 

601『会社四季報業界地図 2017 年

版』東洋経済新報社/編 

689『通訳案内士をめざす人へ』 

 

【総記】 

002『考える力がつく本』池上彰/著 

★本、新聞、ニュース番組、雑誌、ネット。

特性の違う媒体をうまく使い分ければ、も

のの見方、考え方が変わる。 

 

【読書】 

019『きみに贈る本』中村文則/著 

★最強の「中二病」小説から、老舗の国語

辞典まで、6 人の作家が自身をふり返って

つづるユニークな読書案内。 

 

【雑学】 

┷049『YO!サボロー』 

★CM などで見かける黒いキャラクター「サ

ボロー」。「さぼろうぜ！」と誘惑してくる

厄介者か、はたまた私たちの味方なのか？ 

 

【島根県に関する本】 

092.8『歴史家服部之總』松尾章一/編著 

★旧制浜田中学校の卒業生である歴史学者、

服部之總（しそう）。その全体像に迫る。 

094.5『島根の地形・景観・奇岩』 

096.8『島根の観光レジャー史 大正、

昭和戦前』有馬誉夫/著 

 

「心理学・人生訓】 

140『心理学ビジュアル百科』越智啓

太/編 

★現代の心理学のエッセンスを楽しく学べ

るビジュアルガイド。 

159『人生はワンモアチャンス!』水野

敬也/著 

★かわいい犬の写真と名言で癒されましょ

う。『人生はワンチャンス！』の姉妹編。 

 

【歴史・地理】 

♬222『周-理想化された古代王朝』佐

藤信弥/著 

★金文や甲骨文などの当時の史料から、周

王朝の実像を再現する。 

288『世界の国旗図鑑』苅安望/著 

【社会科学】 

┷318『未来がみえた!  10 人のメン

バーがみた地域発「チーム力」』筒井義

信とチームみらい/編著 

318『小さくても勝てる』平井伸治/著 

318『町の未来をこの手でつくる』猪

谷千香/著 

318『地域おこし協力隊』椎川忍/編著 

318『地域創生大全』木下斉/著 

★上記５冊はまちづくりや地方の活性化を

考える上で役に立ちます。島根の未来を考

えるきっかけにどうぞ。 

330『イラストでわかる経済用語事典』

水野俊哉/著 

┷364『シルバー民主主義』八代尚宏/

著 

★「高齢者優遇」の仕組みを打開するには

どうすべきか、経済学的視点から考える。 

366『「働く」ために必要なこと』品川

裕香/著 

★３年以内に離職すると正規採用が困難に

なるのに、なぜ働き続けられないのか。「働

く」ために必要なことを考える。 

366『家事労働ハラスメント』竹信三

恵子/著 

★「暮らしの営み」＝「見えない労働」を

担う人々が社会から不当に締め出されてい

る実態に光をあて、困難から抜け出す道を

さぐる。 

 

【教育】 

379『「忙しい」「できない」「間に合わ

ない」から受かる!超効率勉強法』吉田

穂波/著 

★短期間でハーバードに合格したママ・ド

クターが、時間のない人に向けた勉強法を

公開。 

 

【文化】 

388『誰も知らない世界のことわざ』

エラ・フランシス・サンダース/著 

★文化の数だけことわざがある。『翻訳でき

ない世界のことば』の姉妹編。 

 

【天文学】 

440『眠れなくなる宇宙のはなし 増

補改訂版』佐藤勝彦/著 

★「重力波」について加筆した増補改訂版。 

 

【生物】 

461『寿命図鑑』やまぐちかおり/絵 

★有機物からから無機物まで、あらゆるも

のの寿命を紹介。 

483『ミミズの謎』柴田康平/著 

483『ミミズ 嫌われもののはたらき

もの』渡辺弘之/著 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483『ミミズと土』ダーウィン/著 

★２年６組の課題研究の生物班ミミズチー

ムの皆さん、お役立てください！  

 

┷486『植物をたくみに操る虫たち』

徳田誠/著 

★虫こぶの形成昆虫と寄生植物の相互関係

を中心に、そのメカニズムの解明に挑んだ

研究過程を紹介する。浜高卒業生である著

者の方から寄贈していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【医療】 

♬492『在宅で死ぬということ』押川

真喜子/著 

┷493『ぼくらの中の発達障害』青木

省三/著 

★発達障害は、私たちの中に少しずつある

もの。自分の特性を知るきっかけに。 

495『生殖医療の衝撃』石原理/著 

★いまや卵子と精子もネット通販の時代に

なった。生殖医療の第一人者がその最前線

をレポートする。 

【産業】 

┷601『稼ぐまちが地方を変える』木

下斉/著 

★こちらも町おこしを考えるきっかけに。 

 

【写真】 

743『ポートレート・ライティングの

超絶レシピ』上田晃司/ほか著 

★ポートレート（肖像写真）を撮るための

ライティングのコツを伝授。 

♬748『テツオ』伊藤之一/著 

♬748『東京鉄塔』サルマルヒデキ/著 

★上記２冊は鉄塔の写真集です。こんな写

真集もあるんですね…びっくり。 

 

【音楽・芸能】 

♬763『ショパン・コンクール』青柳

いづみこ/著 

★5 年に一度開催されるショパン・コンク

ールを通して音楽界の未来を占う。 

779『発達障害の僕が輝ける場所をみ

つけられた理由』栗原類/著 

★自身の発達障害を公表しているモデルの

栗原類さんによる自伝。 

 

【スポーツ】 

┷780『補欠廃止論』セルジオ越後/著 

★多くの子どもにサッカーを指導した著者

が、学校教育とスポーツの改革を提言する。 

┷780『体幹×呼吸トレーニング』村

上貴弘/監修 

★筋肉を鍛えるトレーニングメソッド×正

しい呼吸を身につけられるトレーニング理

論の体幹トレーニングを紹介する。 

783.7『甲子園を目指せ!進学校野球部

の飽くなき挑戦』タイムリー編集部/編 

★伝統的な進学校 6 校で実践されている指

導方法と人間教育について紹介する。 

 

【言語】 

837『日本のことを英語で話そう』シ

ーラ・クリフ/著 

★外国人の目に映る不思議の国・日本。日

本について、英語で説明できますか？ 

 

【文学】 

♬910『日本の一文 30 選』中村明/著 

★一流作家 30 人の表現技法を学ぶ。 

 

【小説】 

913『何様』朝井リョウ/著 

★直木賞受賞作『何者』のアナザーストー

リー。 

913『I love letter』あさのあつこ/著 

★手紙を書きたい、もらいたい。そんな人々

のご要望に応える会社のおはなし。 

┷913『ミヤマ物語 1～3』あさのあ

つこ/著 

★深い山(ミヤマ)には、いろんなモノタチ

がうごめいている。2 つの世界をめぐる少

年、ハギと透流の物語。 

┷913『金メダル男』内村光良/著 

★ウッチャンが初めて書いた小説。映画化

されました。 

┷913『十二人の死にたい子どもたち』

冲方丁/著 

★かつて病院だった建物に集う、少年少女

たち。彼らの目的は安楽死をすること。 

┷913『怪人二十面相』江戸川乱歩/著 

★かの有名な怪人 vs 探偵のおはなし。読ん

だことのない人はぜひ。 

┷913『僕が愛したすべての君へ』『君

を愛したひとりの僕へ』乙野四方字/著 

★人間が無意識のうちにパラレルワールド

を移動していることが証明された世界のお

はなし。２冊どちらから読んでもＯＫ。 

┷913『記憶屋 1～3』織守きょうや/著 

★忘れたい記憶を消してくれる都市伝説の

怪人、記憶屋。大切な人の記憶が消えてし

まった遼一は記憶屋の正体を探ることに。 

913『蜜蜂と遠雷』恩田陸/著 

★ピアノコンクールを舞台に、人間の才能

と運命、音楽を描く。 

┷913『コーヒーが冷めないうちに』

川口俊和/著 

★あの喫茶店のあの席に座ると、戻りたい

「あの日」に戻れる。そんな都市伝説のも

と、喫茶店に集まる人々の物語。 

913『かがやき荘アラサー探偵局』東

川篤哉/著 

★西荻窪のシェアハウスでお気楽に暮らす

アラサー女子 3 人組が、なぜか探偵稼業に。 

913『恋のゴンドラ』東野圭吾/著 

★東野さんのゲレンデミステリーシリーズ。 

913『分かれ道ノストラダムス』深緑

野分/著 

★1999 年 7 月、世界はもうすぐ滅亡する、

らしい-。人間の心を支配しようとする闇の

存在に立ち向かう子どもたちの物語。 

913『みかづき』森絵都/著 

★学校が太陽だとしたら、塾は月だと思う

んです-。昭和時代のあたたかな物語。 

913『犯罪小説集』吉田修一/著 

★犯罪によって炙り出される人間の真実。

激しくも哀しい 5 つの物語。 

 

【ルポルタージュ】 

916『障害を持つ息子へ』神戸金史/著 

★相模原事件の過熱する報道、増幅する厭

悪の中、人々の心を打ったある父親の詩の

おはなし。 

～✿～ シリーズ最新刊&続刊入りました ～✿～ 

┷913『幻想古書店で珈琲を 3』蒼月海里/著 

┷913『文豪ストレイドッグス 4』朝霧カフカ/著 

┷913『よろず占い処陰陽屋』シリーズ 天野頌子/著 

┷913『キング誕生 池袋ウエストゲートパーク青春篇』石田衣良/著 

913『給食のおにいさん 浪人』遠藤彩見/著 

913『あずかりやさん 2』大山淳子/著 

┷913『珈琲店タレーランの事件簿 5』岡崎琢磨/著 

┷913『前巷説百物語』『西巷説百物語』京極夏彦/著 

┷913『ホーンテッド・キャンパス 9・10』櫛木理宇/著 

♬913『妖怪アパートの幽雅な日常 ラスベガス外伝』『妖怪アパートの幽雅

な食卓』『妖怪アパートの幽雅な人々』香月日輪/著 

┷913『GOSICK RED』桜庭一樹/著 

┷913『キノの旅 11～20』時雨沢恵一/著 

┷913『下鴨アンティーク 3・4』白川紺子/著 

┷913『異人館画廊 4』谷瑞恵/著 

913『掟上今日子の旅行記』西尾維新/著 

┷913『0 能者ミナト 10』葉山透/著 

┷913『都会（まち）のトム&ソーヤ 5～9』はやみねかおる/著 

┷913『サッカーボーイズ卒業』はらだみずき/著 

┷913『水族館ガール 3』木宮条太郎/著 

┷913『六花の勇者 archive1』山形石雄/著 

933『ハリー・ポッターと呪いの子 第一部・第二部』J.K.ローリング/著 

┷933『ロアルド・ダールコレクション 別巻 3』 

・数字は本の背ラベルにある分類番号です 

・♬はリクエストされた本です 

・┷は寄贈していただいた本です 

✎小論文試験の頻出本、入っています！ 
過去５年間の大学入試における小論文試験で複数回とりあげられた新書など

を、積極的に収集しています。 

小論文・面接コーナーに置いてありますので、小論文を書く前にまず読んでみ

ましょう。 


