
 

“今年の第一の目標は「『図書窓』をきちんと月 1回、皆さんにお届けすること」です。”…５月に発行した「図

書窓」で立てた誓いでしたが、文化祭の準備に追われるうちにあっという間に８月が終わってしまいました。

早くも「第一の目標」を達成できなくなってしまいましたが、残りの半年は毎月発行できるように頑張ります！ 

 

校内読書感想文コンクールの審査の結果、１・２年生の各クラスから代表作を選出しました。 

このうち、学校代表の４作品を県のコンクールに出品します。 

 

 

                   ※名前の後に書いてあるのは読んだ本のタイトルと著者名です。 

1-5 津川史也くん   『いのちの食べかた』森達也/著 

1-6 日野原詠実さん  『スティル・ライフ』池澤夏樹/著 

2-4 河内美緒さん  『わたしが正義について語るなら』やなせたかし/著 

1-6 山﨑祐次郎くん 『学校がアホらしいキミへ』日高隆/著 

※山﨑くんの作品は、読書体験記コンクールに出品します。 

 

 

1-1 岡本涼花さん  『プシュケの涙』柴村仁/著 

1-2 横見理沙さん  『夏の庭』湯本香樹実/著 

1-3 平田智菜さん  『敗者たちの季節』あさのあつこ/著 

1-4 柿田ももねさん 『ハリネズミの願い』トーン・テレヘン/著 

2-1 竹崎日菜さん  『レインツリーの国』有川浩/著 

2-2 盆子原一華さん 『君の膵臓をたべたい』住野よる/著 

2-3 山本陽香さん  『命の授業』腰塚勇人/著 

2-5 服部未澄さん  『モギ ちいさな焼きもの師』リンダ・スー・パーク/著 

2-6 大屋隼人くん  『羊と鋼の森』宮下奈都/著 

 

上記の皆さんの感想文は、年度末に刊行する「読書感想文・感想画集」に掲載されます。感想文を読んだ後は、

ぜひ本を手にとってみてください。 

 
図書委員会企画として行ったビブリオバトル大会。初めての試みで、どうなることか全く想像がつかない中で

の開催でしたが、なかなかの盛況のうちに終わりました。 

ビブリオバトル大会で紹介された本は、図書館で展示しています。ビブリオバトルを聞いて読みたくなった人、

発表は聞けなかったけれど気になっている人、この機会に読んでみませんか？ 

 

 本のタイトル＆著者 発表者（バトラー） 

チャンプ本 『魔女の家』ふみー/著 3-1 浦伊織さん 

〃 『たとえあなたが骨になっても』菱川さかく/著 3-3 花本正太郎くん 

決勝進出 『思考の整理学』外山滋比古/著 1-4 大前諄起くん 

〃 『バッテリー』あさのあつこ/著 1-6 岩井遥香さん 

〃 『The manzai』あさのあつこ/著 2-1 大驛夏音さん 

〃 『都会（まち）のトム＆ソーヤ』はやみねかおる/著 2-4 桑原誠くん 

予選出場 『掟上今日子の退職願』西尾維新/著 1-1 表田修くん 

〃 『サマーウォーズ』岩井恭平/著 1-2 仲谷桃香さん 

〃 『サンタクロースっているんでしょうか？』フランシス・P・チャーチ/著 1-6 遠藤礼くん 

〃 『退出ゲーム』初野晴/著 2-1 大野亜実さん 

〃 『か「」く「」し「」ご「」と「』住野よる/著 2-2 河本清花さん 

〃 『暗黒女子』秋吉理香子/著 2-2 高田麻未さん 

〃 『海辺のカフカ』村上春樹/著 2-3 三明翔星くん 

〃 『また、同じ夢を見ていた』住野よる/著 2-5 佐々木悠太くん 

〃 『漫才ギャング』品川ヒロシ/著 3-1 岡村愛実さん 

〃 『僕とおじいちゃんと魔法の塔』香月日輪/著 3-4 川上さくらさん 

〃 『トワイライト』ステファニー・メイヤー/著 3-5 塚本七海さん 

〃 『キノの旅』時雨沢恵一/著 3-6 下岡裕矢くん 

 

┛かなり緊張しましたが、意外と楽しかったです。 

┛初めての体験でしたがおもろかったです。 

┛台本とか無い中ちゃんとした説明がされていて良かったと思います！ 

┛それぞれ真剣さや緊張やら伝わってきて、どの方の発表もドキドキ 

しました。 

┛知らないジャンルの本は、読んだことのある本より気になりました。 

┛読んでいないのにその物語に入れたような気持ちになれました。 

┛話し方が読者という立場の時があったので、紹介口調で話すともっと面白くなるかもしれない。 

┛スクリーンに本を映した方が発表者にとっても分かりやすいのでは？ 

浜田高校図書館 
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Bibliobattle 



【進路・小論文に関する本】 

376『推薦入試・AO 入試志望理由書・

自己推薦書の書き方 改訂版 

021『編集者になろう!』 

021『魔法をかける編集』 

146『臨床心理士の仕事図鑑』 

336『税理士の仕事図鑑』 

336『公認会計士の仕事図鑑』 

338『金融業界の仕事図鑑』 

376『理学部・理工学部』 

376『社会学部・観光学部』 

392『自衛官になる本 2018-2019』 

498『知られざる医療スペシャリスト

たちの世界』 

498『臨床工学技士の一日』 

498『診療放射線技師の一日』 

498『言語聴覚士になるには』 

498『義肢装具士になるには』 

498『歯科医師になるには』 

538『パイロットになるには』 

538『航空整備士になる本 改訂版』 

589『ゲームクリエイターの仕事』 

611『小さくて強い農業をつくる』 

649『獣医師の一日』 

689『通訳ガイドというおしごと』 

778『最新アニメ業界の動向とカラク

リがよ～くわかる本 第 2 版』 

801『翻訳というおしごと』 

 

【心理学】 

141『アフォーダンス 新版』佐々木

正人/著 

★人工知能、モノづくりからアートまで、

多分野で注目を集めるアフォーダンス理論

をわかりやすく解説。 

 

【日本史】 

210.7『知らなかった、ぼくらの戦争』

アーサー・ビナード/編著 

★「敵性語」を習い、「毒ガス島」で働き…。

もと「敵国」の詩人が耳をすまし、つかみ

とった「生きつづける体験」。 

 

【政治】 

312『マンガでわかる地政学』茂木誠/

監修 

★地形によって、国と国の関係がどう変わ

るのかを考える学問「地政学」をマンガや

図を交えてわかりやすく解説する。 

312『世界を揺るがすトランプイズム』

池上彰/著 

★世界はどこに向かおうとしているのか。

そして日本人は何を理解しておかなくては

ならないのか。 

 

 

【国際】 

329『危機の現場に立つ』中満泉/著 

★生々しい難民支援交渉から、目の当たり

にした不正義への憤りと国連で働く意義、

子育てと両立してグローバルに働く方法ま

でを綴る。 

 

【教育】 

375『「主権者教育」を問う』新藤宗幸/著 

★高校生に「主権者教育」が進められる一

方、教育現場における「政治的中立性」の

確保が強調されている。民主政治を真に豊

かにする教育のあり方を考える。 

375『思考を深める探究学習』桑田て

るみ/著 

★学校図書館における探究学習を 6 プロセ

ス 9 アクションで示し、学習活動のプロセ

スで活用される様々なスキルを、ワークシ

ートとともに解説。 

 

【数学】 

410『数学オリンピック  2012～

2016』 

★2012～2016 年の日本数学オリンピック

予選・本選および国際数学オリンピック、

2016 年アジア太平洋数学オリンピックの

全問題とその解答を掲載する。 

410『実験数学読本』矢崎成俊/著 

★連続関数と微分法、常微分方程式などを、

ホームセンターで買える材料を使った実験

を通して解説する。 

 

【物理学】 

420『オリンピック問題で学ぶ世界水

準の物理入門』 

★1967 年以来蓄積されてきた国際物理オ

リンピックの問題から、物理の本質に迫る

良問を厳選して収録。 

421『先生、それって「量子」の仕業

ですか?』大関真之/著 

★量子の世界の風変わりな様子をはじめ、

身近な現象に量子の世界の住民が関わって

いることや、宇宙・生物の成り立ち、量子

コンピュータなどについて易しく語る。 

 

【化学】 

430『完全攻略化学オリンピック 第

２版』 

★化学オリンピック・化学グランプリで出

た問題から筆記65題、実験11題を精選し、

詳しい解答と解説を掲載。 

 

【植物】 

471『新しい植物ホルモンの科学 第

3 版』浅見忠男/編著 

★シグナル分子としてはたらく植物ホルモ

ンの合成経路や作用機序をコンパクトにま

とめるとともに、農業などにおける応用例

も紹介。 

┷471『植物はそこまで知っている』

ダニエル・チャモヴィッツ/著 

★視覚、聴覚、嗅覚、触覚、位置感覚、そ

して記憶。多くの感覚を駆使して生きる植

物たちの世界とは。 

 

【医学】 

491『ひと目でわかる体のしくみとは

たらき図鑑』 

★体全体のはたらきが理解できるように、

脳・心臓・血管などの「器官別」だけでな

く、細胞分裂・免疫・消化などの「しくみ

別」に解説する。 

493『朽ちていった命 被曝治療 83

日間の記録』 

★東海村臨界事故の現場作業員の治療にあ

たった医師や看護師たちの証言から浮かび

上がる、凄絶な「生」の姿。 

地歴公民科の梅田慎先生おすすめ。 

 

【環境・工業】 

519『池上彰のニュースに登場する世

界の環境問題 全 10 巻』池上彰/監修 

★環境問題に関するニュースをその背景と

ともに紹介。 

573『ガラスの科学』ニューガラスフォ

ーラム/編著 

★ガラスが持つ様々な応用と可能性につい

て、わかりやすく解説。 

573『トコトンやさしいガラスの本』

作花済夫/著 

★私たちに見えるガラスと直接は見えない

先端ガラスの両方を紹介。 

 

【日本文学】 

910『13 歳からの夏目漱石』小森陽一

/著 

★夏目漱石の文学的生涯を解説し、その時

代と作品について考察する。 

 

【日本の小説】 

913『放課後の厨房男子』『放課後の厨

房男子 進路編』秋川滝美/著 

★料理好きの男子が立ち上げた通称「包丁

部」は、常に部員不足で存続の危機に晒さ

れている。新人部員を獲得しなければ、と

部員たちが目を付けたのは…。 

┷913『絶対正義』秋吉理香子/著 

★「絶対正義の人」＝範子に助けられた 4

人の女たちは感謝し、そして、のちに範子

を殺した。しかし、死んだはずの範子から

4 人にパーティへの招待状が届き…。 

♬913『地獄堂霊界通信 全 8 巻』香

月日輪/著 

★てつし、リョーチン、椎名は「イタズラ

大王三人悪」として知れわたった最強の小

学生トリオ。ある日、街のはずれにある怪

しい薬屋「地獄堂」のおやじと出会い…。 

┷913『気障でけっこうです』小嶋陽

太郎/著 

★女子高生のきよ子が公園で出くわしたの

は、地面に首まで埋まったおじさんだった。

七三分けの気弱な幽霊と今どき女子高生の

奇妙な交流を描く。 

┷913『消失グラデーション』長沢樹/

著 

★バスケ部員の椎名康は、ある日、少女が

校舎の屋上から転落するのを目撃する。転

落したはずの少女は忽然と消えてしまった。 

913『たとえあなたが骨になっても』

菱川さかく/著 

★朝戸雄一が敬愛する先輩・後光院凛々花

は、警察も手を焼く難事件さえ解決する推

理力と圧倒的な美貌の持ち主。凛々花の助

手として働く雄一の平穏な日々は、凛々花

が何者かに殺害された時、唐突に終わりを

告げたが…。 

┷913『神様の裏の顔』藤崎翔/著 

★神様のような清廉な教師、坪井誠造が逝

去した。その通夜に年齢も職業も多様な参

列者たちが彼を思い返すうち、とんでもな

い犯罪者であった疑惑が持ち上がり…。 

913『魔女の家』ふみー/著 

★私が欲しいのは、つねにこの身体にとど

まる、あたたかいもの。私を満たしてくれ

る何か。その正体が何かは、わからない…。 

 

┷913『プラージュ』誉田哲也/著 

★たった一度、魔が差した結果、仕事も住

む場所も失った貴生。シェアハウスで人生

をやり直す決意をしたが、住人達はなんだ

か訳ありばかりのようで…。 

┷913『さよなら神様』麻耶雄嵩/著 

★小学 5 年生の鈴木は、学校の周りで起こ

った事件の犯人の名前をすぐに言い当てら

れる。だって“神様”だから―。 

 

099.3『煌（きらり）』志川節子/著 

★「祝言は挙げられない」 簪職人のおり

よは、突然許婚の新之助にそう告げられ

た。目が見えないからか。悔しさを押し殺

すおりよだったが…。 

浜田高校出身の著者による時代小説集。 

 

【日本のエッセイ】 

┷914『女の子が生きていくときに、

覚えていてほしいこと』西原理恵子/著 

★母から娘への厳しくも温かな生き方指南。

人生という航路に絶対安全はないからこそ、

今伝えておきたいこと。 

 

【外国文学】 

┷953『何度でも、おかえりを言おう』

バルバラ・コンスタンティーヌ/著 

★偏屈な老人フェルディナンは息子夫婦に

見放され、広い家にひとりで住んでいた。

ところがその家に、秘密や事情を抱えた老

人が続々と集まり…。 

 

✿～シリーズ続編入りました～✿ 

410『数学ガールの秘密ノート 積分

を見つめて』結城浩/著 

481『先生、犬にオオサンショウウオ

の捜索を頼むのですか!』小林朋道/著 

913『さいとう市立さいとう高校野球

部 3』あさのあつこ/著 

┷913『神様の御用人 7』浅葉なつ/

著 

913『弥栄の烏(八咫烏シリーズ)』阿

部智里/著 

┷913『化学探偵 Mr.キュリー  6』喜

多喜久/著 

913『岳飛伝 8』北方謙三/著 

┷913『遺跡発掘師は笑わない 7』桑

原水菜/著 

┷913『下鴨アンティーク 6』白川紺

子/著 

┷913『響け!ユーフォニアム 北宇治

高校吹奏楽部、波乱の第二楽章』武田

綾乃/著 

913『忍物語（物語シリーズ）』西尾維

新/著 

913『増山超能力師大戦争』誉田哲也/著 

913『ゲート 自衛隊彼の海にて、斯

く戦えり 抜錨編』柳内たくみ/著 

913『レイン 15』吉野匠/著 

 

✎マンガで勉強しよう！✎ 

210.1『日本の歴史 全 20 巻』 

★旧石器時代から平成まで、日本の歴史を

マンガでわかりやすく描く。 

726『史記 全 11 巻』横山光輝/著 

★漢文で習う「史記」。全体の流れをマン

ガでつかんでおくと理解がすすむかも!? 

923『マンガでわかる三国志』袴田郁

一/著 山本佳輝/ほかマンガ 

★「三国志演義」のストーリーをマンガで

なぞり、正史「三国志」などの歴史書をも

とに、歴史の真実と英雄の素顔を解き明か

す。 

 

┿- ┿

┷304『他人の壁』養老孟司、名越康文

/著 

┷327『裁判所ってどんなところ?』

森炎/著 

329『戦争する国にしないための中立

国入門』礒村英司/著 

334『縮小ニッポンの衝撃』NHK スペ

シャル取材班/著 

┷361『ルポ ネットリンチで人生を

壊された人たち』ジョン・ロンソン/著 

┷366『これを知らずに働けますか?』

竹信三恵子/著 

┷369『徹底調査子供の貧困が日本を

滅ぼす』 

┷371『異才、発見!  枠を飛び出す

子どもたち』伊藤史織/著 

┷377『先生は教えてくれない大学の

トリセツ』田中研之輔/著 

┷379『習い事狂騒曲』おおたとしまさ

/著 

┷420『目に見える世界は幻想か?』

松原隆彦/著 

┷493『正しく怖がる感染症』岡田晴

恵/著 

┷493『愛着障害の克服』岡田尊司/著 

┷494『がんで死ぬ県、死なない県』

松田智大/著 

┷499『医薬品とノーベル賞』佐藤健

太郎/著 

┷499『「健康食品」ウソ・ホント』高

橋久仁子/著 

┷523『建築という対話』光嶋裕介/著 

┷689『観光立国の正体』藻谷浩介/著 

837『話すための英語力』鳥飼玖美子/

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 



 


