
 

梅雨特有のじめじめした日が続きますね。本にとっては梅雨の湿気は大敵なので、この時期は神経をとがらせ

ています。換気のために窓を開けたいけれど、湿った空気には入ってきてほしくない!! …しかし、この梅雨が

なければ夏の暑さはもっときついはず…梅雨のありがたみを感じつつも、日々湿気と戦っています。 

 

期末試験終了後から、朝読書週間が始まります。 

読む本は何でも OK！（ただし、マンガや参考書は除きます）各自で本を用意してください。 

もちろん、浜高図書館でもおすすめの本を多数取り揃えております！ 

「なぜ朝読書をするのか？」と言いますと…朝読書には、こんなに良いことづくめだからです！ 

集中力がつく。 …              
 

ストレス解消。 …              
 

読解力がつく。 …              
 

勉強に部活に日々忙しく、読書をする時間がなかなか確保できない人もいると思います。 

また「活字を読むのが苦手で、普段本は読まない…」という人もいるでしょう。 

そんな皆さんには、これをチャンス！と思って、ぜひ気軽に読書を楽しんでもらいたいです。 

そして、普段からよく読書をしている人には、普段手にとらないようなジャンルの本を読むきっかけになれば

と思います。 

図書委員会企画の一環で、ビブリオバトル大会を開催することになりました。現在、参加者を募集しています！

 
 

 

 ビブリオバトルとは？ 

ビブリオバトルとは、お気に入りの本を紹介しあうゲームです。 

ルールは以下の４つだけ！ 

 

 

 

 参加者募集中！ 

参加を希望する人は、図書準備室 梶谷までお知らせください。 

たくさんのご参加お待ちしています！ 

 

 大会(予選/本選)の日程 

✎予選 ▶ 【１年生】7月 21日（金） 15:50～16:50 

【2年生】7月 24日（月） 15:50～16:50 

【3年生】7月 25日（火） 終礼後 

  …どうしても上記の日に都合がつかない人はご相談ください。

【予備日】7月 26日（水） 補習終了後 

✎本選 ▶ 9 月 6日(水) …浜高祭 2 日目 

 期間： 7月３日（月）～７月 24日（月） 
※球技大会や模試・課題テストがある日は、朝読書を行わない日もあります。 

 時間： 8:30～8:40 ☜遅れないように登校しましょう！ 

※朝読書の後に朝礼があります。 

 

『学びのガイド』の「読書メモリー」の欄に、朝読書で読んだ本の感想を記入してください。 

1 学期の終業式の日に『学びのガイド』を提出します。 

おもしろいと思った本

本を紹介する

ディスカッション

『チャンプ本』

10 分間という短い時間ですが、この 10 分間に集中して読書をする

ことで、勉強やスポーツに欠かせない集中力が身につきます。 

イギリスの大学の研究では、6 分間の読書にストレス解消効果があ

るという結果が出ています。 

読解力は一朝一夕で身につくものではありません 

毎日少しずつでも読書をして、読む力をつけていきましょう。 
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【進路】 

336『コンサルタントの「お仕事」と

「正体」がよ～くわかる本』岩崎剛幸/著 

780『国際スポーツ組織で働こう!』つ

くば国際スポーツアカデミー・アソシエー

ション/編 

 

【島根県に関する本】 

092『郷土石見 104 号』石見郷土研究

懇話会/編 

092.9『山陰旅行 クラフト+食めぐ

り 増補改訂版』江澤香織/著 

★山陰地方の工房やアトリエ、雑貨店、ギ

ャラリーと、カフェ&喫茶店をはじめとする

食事処などを紹介。 

┷095.9『おおなん美味しい暮らし。』 

★邑南町の伝統的な郷土料理のレシピ集。 

┷096.8『三江線の過去・現在・未来』

関耕平/著 

★三江線の歴史と廃線に至る経緯、三江線

沿線の将来を考える。 

 

【知識・情報】 

┷002『質問する、問い返す : 主体的

に学ぶということ』名古谷隆彦/著 

★今、学校では「生徒が主体的に学ぶ」こ

とを目指しています。でも「主体的に学ぶ」

ってどういうこと？…そう思った人は、ひ

とまずこの本を読んでみましょう。 

┷007『大人を黙らせるインターネッ

トの歩き方』小木曽健/著 

★ネットは危険だと大人は言う。でも、大

人が指摘する「危険」は本当？インターネ

ットを正しく知って賢く使う方法を伝授。 

┷021『正しいコピペのすすめ』宮武

久佳/著 

★「許されるコピペ」と「許されないコピ

ペ」、判断できますか？ネット時代に著作権

の基礎を押さえておきましょう。 

 

【雑著】 

┷041『この思いを聞いてほしい!：10

代のメッセージ』池田香代子/編著 

★平和・核兵器の廃絶、災害ボランティア、

同性愛、子どもの貧困など、それぞれ困難

な課題に向きあう 10 代のことばを紹介。 

 

【歴史】 

♬204『「超」世界史・日本史：大学入

試問題で読み解く』片山杜秀/著 

★東大、京大、一橋、早慶の歴史記述問題

を解きながら、世界史＆日本史を学ぼう。 

 

【日本史】 

210.3『はにわ』まりこふん/著 

★かっこつけはにわ、チェブラーシカはに

わ、美少年系鹿はにわ、自己満はにわ。個

性的なはにわが満載。 

┷210.5『ペリー来航』西川武臣/著 

★ペリー来航から翌年の条約締結までの間、

何が起こっていたのか。庶民が経験した事

件としてのペリー来航の物語。 

┷210.6『シベリア出兵』麻田雅文/著 

★酷寒の地シベリアでの 7 年間にわたる戦

争の全貌を描く。 

┷213『江戸の都市力』鈴木浩三/著 

★江戸の歴史を地理、経済、土木、社会問

題など多視点から見ることにより、その本

質、発展の秘密に迫る。 

 

【世界史】 

┷223『入門東南アジア近現代史』岩

崎育夫/著 

★ヨーロッパの植民地時代から現代までを

対象に、東南アジア諸国の持つ特徴や課題

を考察する。 

230『宗教改革とその時代』小泉徹/著 

★宗教改革の世俗的側面に眼を向け、その

思想的基盤や文化との関わりから、宗教改

革の全体像に迫る。 

232『古代ローマ』樋脇博敏/日本語版監修 

★古代ローマ帝国の誕生から衰退までの歴

史と、現存する建造物や芸術品を紹介し、

古代ローマの全貌をビジュアルに解説。 

242『古代エジプト』和田浩一郎/日本語

版監修 

★古代エジプト文明の全容を、歴代ファラ

オの業績や王墓と財宝、信仰、庶民の暮ら

しといった視点から解説。 

288『図説ヨーロッパの王朝』加藤雅彦/著 

★今も生き続けるヨーロッパ各国の王朝時

代の歴史と遺産を国別に紹介。 

【伝記】 

289.1『紛争解決人』森功/著 

★世界の紛争地域に身を投じ、和平に挑ん

できた人、伊勢崎賢治さんの闘いの記録。 

 

【政治】 

┷315『「野党」論』吉田徹/著 

★そもそも野党が存在する意味とは？野党

の歴史から各国比較まで、基礎知識を整理

し、これからの野党を考える。 

 

【経済】 

┷334『これが答えだ!少子化問題』赤

川学/著 

★巨額の税金を投入しても、少子化問題が

改善されないのはなぜか。 少子化を生むメ

カニズムとは？ 

  

┷335『あなたのキャリアのつくり方』

浦坂純子/著 

★多様化する就業とキャリア、キャリアの

選択肢としての NPO。「普通に働く」ことに

代わる選択肢を示す。 

 

【教育】 

┷376『ネットの高校、はじめました。 新

設校「N 高」の教育革命』崎谷実穂/著 

★ドワンゴとKADOKAWAがつくった通信制高

校「N 高等学校」で行われている新型教育。

それを形作る過程を解説。 

 

【自然科学】 

407『身近なものでふしぎな科学実験』

山村紳一郎/著 

★身近な道具や材料を使った科学の実験を、

豊富な写真・イラストでわかりやすく紹介。 

407『<即戦力になる>実験ノート入門』

吉村忠与志/著 

★効果的なレポート・論文を作成するため

の、実験ノートの入門書。 

 

【物理学】 

423『泡のざわめき』田中幸/ほか著 

★泡はなぜできる? どうやってできる? そ

もそも泡とは何なのか?その正体とメカニ

ズムを探る。 

423『摩擦のしわざ』田中幸/ほか著 

★マッチで火がつくのも、バイオリンが鳴

るのも、人が歩けるのも、すべて摩擦のし

わざ。あると困るけどなくても困る、摩擦

を探究する。 

 

【生物学】 

┷460『いのちの不思議を考えよう』

朝日新聞出版/編 

★記憶力は高められるの? トップアスリー

トの脳の使い方って? 注目の生命科学者た

ちが、脳科学の最新動向をやさしく語る。 

 

【お菓子】 

596『かんたん!ラクチン!はじめてのお

菓子レシピ 158』食のスタジオ/編 

★3STEP でできるお菓子から、洋菓子、和菓

子、冷たいお菓子、デコレーションケーキ

まで、お菓子の作り方とアレンジレシピを

紹介。 

┷596『お店みたいにできる!ふわっふ

わのスフレパンケーキ』South Point/著 

★スフレパンケーキをおうちで楽しめるレ

シピを紹介。素材選びや生地の作り方など、

おいしく作るためのコツも満載。 

 

【音楽】 

767『必ず役立つ合唱の本 ボイスト

レーニング編』相澤直人/監修 

★合唱では身体と呼吸の使い方を理解して、

自然体で歌うことが大事。よい声で歌うた

めの身体の作り方や、ボイトレを紹介。 

 

【日本の小説】 

913『アレグロ・ラガッツァ』あさのあ

つこ/著 

★中学時代、フルートに「選ばれなかった」

美由。だが高校入学早々に出会った友里香

と咲哉に巻き込まれ、美由は再び音楽に触

れて…。 

┷913『骨を彩る』彩瀬まる/著 

★10 年前に妻を失った津村は、心揺れる女

性に出会うも一歩踏み出せずにいた。そん

な中、遺された手帳に妻のある言葉を見つ

け…。 

┷913『あのひとは蜘蛛を潰せない』

彩瀬まる/著 

★穏やかに暮らしてきた 28 歳の梨枝が、勤

務先のアルバイト大学生・三葉と恋に落ち

た。心はすぐに溢れ、一人暮らしの小さな

部屋をむしばんでいく。 

913『この嘘がばれないうちに』川口俊

和/著 

★過去に戻れる喫茶店を訪れた 4 人の男た

ちが紡ぐ、心温まる物語。「コーヒーが冷め

ないうちに」の続編。 

♬913『涙香迷宮』竹本健治/著 

★明治の傑物・黒岩涙香が残した最高難度

の暗号に、IQ208の天才囲碁棋士・牧場智久

が挑む。 

913『かがみの孤城』辻村深月/著 

★部屋に閉じこもっていたこころの目の前

で、鏡が光り始めた。輝く鏡をくぐり抜け

た先の世界には、似た境遇の 7 人が。 

♬913『あのとき、僕らの歌声は。』AAA/

著 

★数多の挫折や痛みを乗り越えてきた 7 人

の、希望と絆の物語。AAA のメンバーそれぞ

れへのインタビューをもとに創作した小説。 

913『タイムマシンでは、行けない明

日』畑野智美/著 

★恋した少女を救うため、タイムマシンに

乗って、<あの日>を変えようと奔走する理

系男子。ふたりの運命は変えられるのか…。 

┷913『たたら侍』松永弘高/ノベライズ 

★幻の鋼づくりを代々継承してきた家の跡

とり・伍介は、村を守る力を得るため、侍

になるべく一人旅に出た。のちに人は、そ

の若者を「たたら侍」と呼んだ-。 

913『劇場』又吉直樹/著 

★一番会いたい人に会いに行く。こんな当

たり前のことが、なんでできへんかったん

やろな-。又吉さん初の恋愛小説。 

913『チェーン・ピープル』三崎亜記/著 

★名前も年齢も住所もまったく違うのに、

言動や身ごなし、癖に奇妙な共通点がある。

彼らは「チェーン・ピープル」。定められた

人格マニュアルに則って暮らしているのだ。 

┷913『ひらいて』綿矢りさ/著 

★怖れを知らない女子高生が、哀しい目の

男子に恋をした。熱い思いは勢いあまり、

彼の恋人に向けられて…。自分本位に、あ

たりをなぎ倒しながら疾走する初めての恋。 

 

【手記】 

┷916『ぼくが発達障害だからできた

こと』市川拓司/著 

★問題児だった市川さんが、なぜベストセ

ラー小説『いま、会いにゆきます』を書く

ことができたのか? ナイーブすぎて疲れて

しまった人へ自信と勇気を与える本。 

 

【外国の小説】 

♬933『負けないパティシエガール』

ジョーン・バウアー/著 

★パティシエガールを目指すフォスター。

読み書きに大きな問題を抱えている彼女は、

ある日、ママと 2 人で家を出て、新しい人

生を送ることになった…。 

┷933『夜中に犬に起こった奇妙な事

件』マーク・ハッドン/著 

★数学や物理では天才だが、他人とうまく

やれない自閉症の少年。ある夜、近所の犬

が殺されると、少年は探偵となって犯人を

捜すのだが…。（※英語版もあります！） 

┷973『パパの電話を待ちながら』ジ

ャンニ・ロダーリ/著 

★シュールな展開に吹き出し、平和の尊さ

に涙する、珠玉のショートショート。 

 

【絵本】 

┷E『このあとどうしちゃおう』ヨシタ

ケシンスケ/著 

★死んだおじいちゃんの部屋を掃除してい

たら、「このあとどうしちゃおう」と書かれ

たノートが出てきて…。死んだらどうなる? 

どうしたい? 生きてる間に考えよう! 

・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 

┷726『まんがスポーツで地域活性化』シリーズ（全 12 巻） 

『1 ラグビー合宿の聖地へ 北海道網走市』 

『2 日本初のバレーボール専用体育館・オガールベース 岩手県紫波町』 

『3 バスケで秋田を元気に 秋田県』 

『4 世界が注目するアウトドア天国・みなかみ 群馬県みなかみ町』 

『5 市民が主役の交流拠点・アオーレ長岡 新潟県長岡市』 

『6 サッカーで地域を盛り上げる 長野県松本市』 

『7 マリンスポーツでまちおこし 三重県熊野市』 

『8 「自立と連携」スポーツを核に地域に雇用を生む 島根県出雲市』 

『9 瀬戸内しまなみ海道・国際サイクリング大会 愛媛県』 

『10 Japan Open 飯塚国際車いすテニス大会 福岡県飯塚市』 

『11 スポーツコミッションで合宿誘致 佐賀県』 

『12 大分国際車いすマラソン大会 大分県』 

★
寄
贈
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
★ 

～✿ シリーズ続編入りました ✿～ 

 

913『空棺の烏（八咫烏シリーズ）』阿部智里/著 

┷913『暗黒神殿（アルスラーン戦記）』田中芳樹/著 

♬913『どこかでベートーヴェン（「さよならドビュッシー」シリーズ）』中山七里/著 

913『掟上今日子の裏表紙（忘却探偵シリーズ）』西尾維新/著 

┷913『まほろ駅前狂騒曲（まほろ駅前シリーズ）』三浦しをん/著 


