
  

4月は学校中の誰にとっても新しい環境の始まりです。心機一転、新しいことにチャレンジしたい人もいれば、

環境が変わってちょっと心が落ち着かない人もいるかも知れません。浜高図書館は、そんなすべての人たちの

役に立ちたいと思っています。今年度もどうぞよろしくお願いいたします！ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 

 

阿部
あ べ

 志朗
し ろ う

（2 年部／地歴公民科（地理））【図書・研究部長】 ★職員室にいます 

2017 年度が始まりました。皆さんはどんな新しい“challenge”（チャレンジ）をしますか？私たち「図書・

研究部」は，今年度から「HIRAKU」のキャリア教育も含め，図書館，ICT，そして理数科…など，浜田高

校の新しい“challenge”の担当分掌になりました。「ICT」の活用や，巷で話題の「AL(Active Learning)」，

また「活用力」が問われる入試への対応など，新しい学びに素早く反応し，これまでなかった取り組みを

積極的に提案し実行に移し，皆さんの学びをバックアップしたいと思います。そのために 

図書館のレイアウトを変えました。図書館の開館時間を変えました。ICT 機器の配置を変え 

ました。HIRAKU の中身を変えました。すべて意味のある“challenge”です。スタッフ全員 

意気込んでいます。１年間よろしくお願いします。 

山藤
さんとう

 祐子
ゆ う こ

（3-4 副担任、国語科）【図書・研究副部長、司書教諭】 ★図書準備室にいます 

中原中也という詩人を知っていますか。山口市出身で「汚れちまった悲しみに」などの詩が有名です。 

文学にふけり、高校は落第、大学進学もいまひとつ。母親は弟に「ああはなってくれるな」 

と言っていたそうです。しかし、後世に名を残すのは……。 

皆さんはどんな人生を望みますか。Knock the door.さあ、何かを見つけに！ 

福井
ふ く い

 美
み

帆
ほ

（2-6 正担任、理科（化学）） ★理数科室にいます 

何かを調べたければネットで検索が今じゃ当たり前。とても便利ですが、入力したキーワード 

に関連する情報があまりに多すぎて困ることもよくあります。本を探したいとき、何か面白い 

もんないかな～と思っているとき、進路に迷っているときネット検索もいいけれど、浜高図書館を 

頼るのもアリ！ 

福満
ふくみつ

 晋
すすむ

（1-6 副担任、理科（化学）） ★理数科室にいます 

現在、「科学オリンピック(物理・化学・生物・地学・数学・情報・地理など）」や 

「科学の甲子園」、企業や大学が主催する科学研究コンテストなど運動部や文化部の 

活動以外にも学校の外に出かけて全国の高校生と交流し競い合う機会があります。 

そのような大会に参加するための資料は理数科の職員室にそろっているので見に来てください。 

山田
や ま だ

 伸太郎
し ん た ろ う

（2-4 正担任、数学科） ★職員室にいます 

私が本と真剣に向き合うようになったのは大学 2年の時でした。数学、経済、法、宗教、 

歴史、地域社会など、幅広く興味があり、知識に飢えていた私の要求に答えてくれたのが 

本でした。月に 5 冊ずつくらいは読んでいたと思います。みなさんも一度しかない高校 

時代。たくさんの本に出会ってくださいね。 

鍵本
かぎもと

 聖子
しょうこ

（1 年部、家庭科） ★職員室にいます 

私と本との関わりは、高校時代に本の読み聞かせのボランティアをはじめたこともあり、 

授業の中で絵本の読み聞かせを取り入れたこともありました。 

ここ最近は、旅行と共に各地の図書館巡りが趣味の一部になっています。 

ぜひ、皆さんも本探しとともに、図書館巡りをしてみませんか。きっと世界が広がりますよ！ 

梶谷
かじたに

 妙
たえ

（学校司書） ★図書館または図書準備室にいます 

先日、館内の配置替えを行いました。より機能的で、より親しみやすい図書館になるように 

…と考えて行ったリニューアルですが、果たして皆さんに気に入ってもらえる図書館に 

なったのか！？その結果はこれから、皆さんが判断することになります。 

ここは皆さんの図書館です。使わないなんてもったいない！ぜひ使い倒してください。 

浜田高校図書館 

H29.4.25発行 

29-1 号 月曜～金曜 8:15～18：30 
┨貸出や調べものなど、司書が直接かかわるサービスは、できるだけ 17：00 までに 

利用してください。 

また、各クラスに 2 名ずついる図書委員が、浜高図書館の大切なスタッフです。 

1 年間どうぞよろしくお願いします！



つい数日前まで、前庭で咲き誇っていた桜が図書館の窓からとてもよく見え、まるで 

借景（しゃっけい。言葉の意味が分からない人は調べてみましょう） 

のようでした。桜の花は散ってしまいましたが、今は桜の若芽や 

三階山の新緑が輝いて見えます。季節ごとに様々な景色を映し出す窓。 

図書館に来たときは、ぜひ窓の外の風景も味わってくださいね。 

 

【進路】 

369『介護福祉士まるごとガイド』 

480『動物園飼育員・水族館飼育員に

なるには』 

498『歯科衛生士・歯科技工士になる

には』 

498『作業療法士の一日』WILL こども

知育研究所/編著 

 

【知識・情報】 

┷002『人生がはかどる「ふせんノー

ト」』坂下仁/著 

★ふせんをノートに貼り付けるだけの「ふ

せんノート術」を、カラー写真や図、実例

とともに紹介。 

♬007『魔法の世紀』落合陽一/著 

★「映像の世紀」の次に訪れる、「魔法の世

紀」21世紀。VR や ARの成立以前まで振り

返り、「魔法の世紀」とは何かを描く。 

007『プログラムの絵本』アンク/著 

★プログラミングの初歩から近年の話題ま

で、わかりやすく解説。 

007『プログラミングって何?親子でゼ

ロからわかる本』アンク/著 

★小学校高学年以上の子どもたちと親に向

けて、「プログラミングって何?」という根

本から解説。 

007『最新人工知能がよ～くわかる本』

神崎洋治/著 

★人工知能の関連技術、特に機械学習やニ

ューラルネットワークのしくみなどの最前

線の情報をわかりやすく解説。 

007『最新オープンソースがよ～くわ

かる本』寺田雄一/著 

★Google、Facebook も推進するオープンソ

ースの現状と今後のビジネスへの応用を解

説。 

 

【書店】 

┷024『TOKYO 本屋さん紀行』 

┷024『京都本屋さん紀行』 

★東京と京都の、個性的で楽しい書店をご

紹介。行ってみたくなるお店ばかりです。 

 

【雑学】 

┷049『ヘンな論文』サンキュータツオ/著 

★研究者たちの大まじめな「ヘンな論文」

を芸人がつっこみながら解説。 

 

【研究機関】 

┷061『TOKYO 研究所紀行』 

★実際に訪れて見学できる東京の研究所を

紹介するガイドブック。 

 

【思想】 

123『論語コンプリート』野中根太郎/訳 

★論語の世界を「一文超訳」と現代語訳、

書き下し文、原文で完全網羅。 

┷134『90 分でわかるハイデガー』ポ

ール・ストラザーン/著 

★ハイデガーの思想の功罪、複雑な人間性

を端的かつスリリングに解説。 

 

【心理学】 

┷140『高校生に知ってほしい心理学』

宮本聡介/編著 

★心理学に興味を抱き始めた高校生に向け、

大学で心理学を教える教員が現在の心理学

を分かりやすく紹介。 

141『「小川式」成績を劇的に伸ばす

60 の方法』小川仁志/著 

★見せかけだけの成績アップ法ではなく、

成績を劇的に上げて頭をよくする 60 の方

法を伝授。 

 

【宗教】 

167『となりのイスラム』内藤正典/著 

★イスラム教徒って本当はいったいどんな

人たち? イスラム教徒の人間像と社会をわ

かりやすく紹介。 

191『ゼロからわかるキリスト教』佐

藤優/著 

★世界情勢に深くかかわっているキリスト

教について、実用的に語る入門書。 

 

【日本史】 

♬210.1『いっきに学び直す日本史 

古代・中世・近世/近代・現代』安藤達

朗/著 

★1973 年刊「大学への日本史」を、最新情

報をもとに全面改訂して復刊。 

 

【人物】 

280『ポプラディアプラス人物事典』 

★小・中・高等学校で学習する歴史人物を

網羅した人物事典。全 5巻。 

281『仕事。』川村元気/著 

★川村元気（『世界から猫が消えたなら』の

著者）が 12 人の巨匠たちに聞いた、唯一無

二の仕事術集。 

281『理系に学ぶ。』川村元気/著 

★理系コンプレックスを抱える文系男が、2

年間にわたり理系のトップランナーたちと

対話を続けた記録集。 

 

【統計】 

350『統計学が最強の学問である』西

内啓/著 

★統計学の主要 6 分野「社会調査法」「疫

学・生物統計学」「心理統計学」「データマ

イニング」「テキストマイニング」「計量経

済学」を横断的に解説。 

【福祉】 

369『子どもの貧困ハンドブック』松

本伊智朗/ほか編著 

★子どもの貧困について考える際に必要で

役立つ基本的な考え方や知識・データ、各

地で行われている取り組み等をまとめる。 

 

【お菓子】 

┷596『クリーム入りのマドレーヌ、

ケーキみたいなフィナンシェ』 

★定番から近ごろのパリで人気のアレンジ

まで、マドレーヌとフィナンシェのレシピ

を紹介。 

 

【スポーツ】 

781『骨格バランス改善メソッド』岡

田隆/著 

★マッサージや筋トレで痛みやコリを和ら

げ、崩れた骨格のバランスを整える、セル

フ理学療法を紹介。 

 

【球技】 

783.1『バスケットボール基本と戦術』 

783.1『バスケットボール試合で勝つ

チームオフェンス』 

783.1『バスケットボール試合で勝つ

チームディフェンス』 

783.4『サッカーメンタル強化メソッ

ド』 

783.4『サッカーGK の教科書』 

783.5『テニス基本と戦術』 

783.5『ソフトテニス基本と戦術』 

783.7『野球アンダースロー』 

 

  

 

 

【武道】 

789『剣道基本と戦術』 

789『柔道 世界で勝つための実戦的稽古』 

789『弓道基本と上達法』 

 

【日本の小説】 

913『星に願いを、そして手を。』青羽

悠/著 

★中学生の頃に親友だった 4 人が、大人に

なって大切な人の死をきっかけに再会し…。 

（著者は現役高校生作家です！！） 

┷913『この世界の片隅に』こうの史

代/原作 

★映画のノベライズ版。広島で生まれ、18

歳で呉に嫁いたすずは、戦争が世の中の空

気を変えていく中、前を向いて生きていく。 

913『か「」く「」し「」ご「」と「」

住野よる/著 

★クラスメイト 5 人の「かくしごと」が照

らし出す、お互いへのもどかしい想い。 

┷913『本を守ろうとする猫の話』夏

川草介/著 

★祖父を突然亡くした。叔母に引き取られ

ることになった高校生の林太郎の前に、人

間の言葉を話すトラネコが現れ…。 

┷913『最後の医者は桜を見上げて君

を想う』二宮敦人/著 

★あなたの余命は半年です-。死を肯定する

医者・桐子は患者にそう告げた。だが、副

医院長・福原は生を諦めない。 

913『騎士団長殺し 第1部/第2部』

村上春樹/著 

★村上春樹の 4 年ぶりの長編小説。山の上

で孤独に暮らす主人公の生活は、騎士団長

が現れたことで一変する。 

┷913『桜風堂ものがたり』村山早紀/著 

★万引き事件がきっかけで、長年勤めた書

店を辞めることになった青年。しかしある

町で訪れた書店で、彼に思いがけない出会

いが…。 

┷913『その青の、その先の、』椰月美

智子/著 

★17 歳のまひるは、親友と騒ぐ放課後や彼

氏とのデートが何よりも楽しい高校生活を

送っていた。だが、彼氏に起こった事故を

きっかけにまひるの周囲は一変し…。 

┷913『お宝探しが好きすぎて』山田

悠介/著 

★この世とあの世を行き来している孝平は、

あの世で少年ゼロと「お宝探し」ゲームに

興じていた。その「お宝」とは一体…。 

┷913『ハリネズミ乙女、はじめての

恋』令丈ヒロ子/著 

★芸人一家に生まれたものの孤独な子供時

代を過ごしたコノカ。ハリネズミのハリ君

との出会いが、新しい自分への一歩となっ

たはずが…。 

 

【日本のエッセイ】 

914『頑張って生きるのが嫌な人のた

めの本』海猫沢めろん/著 

★自殺した著者の友人「K」や著者自身の経

験も踏まえて、「頑張りたくない」という人

に向けた生き方を探る。 

 

 
 

～✿ シリーズ続編入りました ✿～ 

 

159『未来を発明するためにいまで

きること スタンフォード大学集

中講義 2』ティナ・シーリグ/著 

┷913『自薦 THEどんでん返し 2』

乾くるみ/ほか著 

┷913『浜村渚の計算ノート 7 さ

つめ』青柳碧人/著 

┷913『心霊探偵八雲 ANOTHER 

FILES 亡霊の願い』神永学/著 

┷913『遺跡発掘師は笑わない 5』

桑原水菜/著 

┷913『ド S刑事(デカ) 4』七尾与史/

著 

┷913『ひとり吹奏楽部 ハルチカ

番外篇』初野晴/著 

┷913『都会(まち)のトム&ソーヤ 

10』はやみねかおる/著 

┷913『活版印刷三日月堂 2』ほし

おさなえ/著 

┷913『ビブリア古書堂の事件手帖 

7』三上延/著 

913『コンビニたそがれ堂 祝福の

庭』村山早紀/著 

～気になる本は即チェック♪～ 
 

┷002『知の進化論』野口悠紀雄/著 

┷007『さよならインターネット』

家入一真/著 

┷007『コンピュータは私たちをど

う進化させるのか』橋本昌嗣/編 

┷070『ネットメディア覇権戦争』

藤代裕之/著 

┷070『新聞力 できる人はこう読

んでいる』齋藤孝/著 

┷141『考える力をつける本』畑村

洋太郎/著 

┷210『教科書一冊で解ける東大日

本史』野澤道生/著 

┷311『18 歳からの民主主義』岩

波新書編集部/編 

┷314『投票に行きたくなる国会の

話』政野淳子/著 

┷314『残念な政治家を選ばない技

術』松田馨/著 

┷318『やらなきゃゼロ! 財政破

綻した夕張を元気にする全国最年

少市長の挑戦』鈴木直道/著 

┷319『なぜ、世界から戦争がなく

ならないのか?』池上彰/著 

┷331『経済学のすすめ』佐和隆光

/著 

┷334『超少子化 異次元の処方

箋』坂口裕彦/著 

┷369『「子育て」という政治』猪

熊弘子/著 

┷369『介護のススメ!』三好春樹/著 

┷374『先生!』池上彰/編 

┷374『ルポ保健室』秋山千佳/著 

┷378『特別支援教育』柘植雅義/著 

┷378『発達障害の子どもたち、「み

んなと同じ」にならなくていい。』

長谷川敦弥/著 

┷493『キラーストレス』NHK スペ

シャル取材班/著 

┷498『ルポ看護の質』小林美希/著 

┷498『不要なクスリ無用な手術』

富家孝/著 

┷498.5『「がん」では死なない「が

ん患者」』東口高志/著 

┷498.5『食をめぐるほんとうの

話』阿部尚樹/著 

┷498.5『炭水化物が人類を滅ぼ

す』夏井睦/著 

┷499『<香り>はなぜ脳に効くの

か』塩田清二/著 

┷674『売れるキャラクター戦略』

いとうとしこ/著 

・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 


