
 

６月は総体激励週間から始まり、後期総体、平日補習、そして期末試験と、変動が大きい 1 か月ですね。加え

て天候も不安定な季節です。こんな時期には、調子を崩しがちです。ちょっと息抜きがしたいなぁ…と思った

ら、気軽に図書館に立ち寄ってください。ベンチに座ってボーっとするだけでも気分転換になりますよ！ 

 

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！ 

 

朝読書週間後には毎回アンケートを実施しているのですが、生徒の皆さんからたびたび出る意見に 

「10 分間では短い」 

「気分が乗ってきたところで時間が来てしまい、中途半端なところで終わってしまう」 

「もっと時間を長く設定してほしい」というものがあります。 

確かに、本を読むのに 10分間は短いですね。気持ちはよ～く分かります！ 

しかし、朝礼や授業の都合上、これ以上時間を延ばすことは難しいのです…。ご了承ください。 

ところで、全国の学校で取り組まれている「朝読書」ですが、時間は 10分間という設定が最も多いようです。 

これは、他校でも 10分以上の時間の確保が難しい、という事情もあると思いますが、 

10 分間という短い時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く、とい

うことも理由の一つです。 

と考えるも良し、 

と考えるも良し。 

長い目で見ると、この朝読書の 10分間ってとても貴重な時間なのです。 

ぜひ、10分間を無駄にせず、集中して本と向き合ってみてください。 

 

【進路に関する本】 

376『大学の学科図鑑』石渡嶺司/著 

★定番の学科から新しい学科まで、

158 学科を収録した大学の学科図鑑。

概要や就職事情、学費、男女比、学科

で取得可能な資格・検定などを紹介。 

498『診療放射線技師になるには』笹

田久美子/著 

498『視能訓練士になるには』橋口佐

紀子/著 

595『美容師・理容師になるには』大

岳美帆/著 

007『最新コンテンツ業界の動向とカ

ラクリがよくわかる本』中野明/著 

498『最新健康ビジネスの動向とカラ

クリがよ～くわかる本』川上清市/著 

530『最新機械業界の動向とカラクリ

がよ～くわかる本』川上清市/著 

588『最新食品業界の動向とカラクリ

がよ～くわかる本』中村恵二/著 

589『最新アパレル業界の動向とカラ

クリがよ～くわかる本』岩崎剛幸/著 

612『最新農業の動向としくみがよ～

くわかる本』中村恵二/著 

699『最新放送業界の動向とカラクリ

がよくわかる本』中野明/著 

 

【知識】 

┷002『あらためて教養とは』村上陽

一郎/著 

★「理性」と「教養」に邪魔されなけ

れば、人間は野放図になるばかり。真

っ当な大人に不可欠なリベラル・アー

ツの入門書。 

 

【情報】 

007『超図解ブロックチェーン入門』

桜井駿/著 

★仮想通貨「ビットコイン」の基盤技

術として誕生した概念「ブロックチェ

ーン」。その特性やしくみなどを、わ

かりやすく解説。 

 

【島根県に関する本】 

096.8『三江線記録集 88 年の軌跡』 

★1930 年の開通から今年 3 月の廃線

まで、三江線の歴史をまとめた一冊。 

 

【東洋の思想】 

┷123『本当は危ない「論語」』加藤

徹/著 

★扱い方によって毒にも薬にもなる

恐るべき力を秘めた「論語」。基礎知

識をふまえながら、「論語」の本質に

迫る。 

 

【生き方】 

159『宝くじで 1 億円当たった人の末

路』鈴木信行/著 

★「友達がゼロの人」「子供を作らな

かった人」「家を買わなかった人」…。

普通の会社員が下した選択を待ち受

ける 23 の「末路」とは。 

 

【日本史】 

┷210『近代化と世間』阿部謹也/著 

★専門の西洋中世史の研究を超えて、

日本史、日本現代社会論にいたるまで、

幅広い分野で活躍してきた著者によ

る最後の著作。 

 

【伝記】 

┷289.3『ある奴隷少女に起こった出

来事』ハリエット・アン・ジェイコブズ/著 

★舞台は 1820 年代のアメリカ。自分

が奴隷とは知らず育ったハリエット

は、女主人の死去により、ある医師の

奴隷となる。著者の半生を描いたノン

フィクション。 

 

【地理】 

┷291『東日本大震災復興支援地図』 

★2011 年に刊行された復興支援地図。

津波浸水範囲、避難所、道路通行規制、

鉄道運休状況などを記載。震災直後の

状況を知るために役に立つ本。 

【社会科学】 

302『池上彰の世界の見方 朝鮮半島』

池上彰/著 

★朝鮮半島の戦後史と現在抱える問

題、そして日本はどう付き合っていけ

ばよいのかを解説。 

┷304『人間の居場所』田原牧/著 

★シリア難民、LGBT、子ども食堂、暴

力団…。「日常」から押し出された人々

の姿から、私たちの「居場所」につい

て考える。 

 

【政治】 

311『君主論』マキアヴェリ/著 

★「人はただ結果だけで見てしまう」

「愛されるより恐れられるほうが、は

るかに安全である」…。「マキアヴェ

リズム」という言葉を生んだ書。 

 

【教育】 

┷375『国語教科書の中の「日本」』

石原千秋/著 

★「古き良き日本」ばかりが描かれる

小中学校の教科書を分析し、言葉の裏

に隠されたメッセージを読み解く。 

┷375『新聞で学力を伸ばす』齋藤孝/

著 

★実社会で求められる、伝える能力で

ある実用日本語。その宝庫である「新

聞」を教材に、「考える力」や「表現

する力」を培うためのポイントを紹介。 

┷377『オックスフォード&ケンブリ

ッジ大学世界一「考えさせられる」入

試問題』 

『オックスフォード&ケンブリッジ

大学さらに世界一「考えさせられる」

入試問題』ジョン・ファーンドン/著 

★「あなたは自分の頭部の重さをどの

ように量りますか?」「カタツムリに意

識はあるでしょうか?」など、名門大

学の入試の面接官が出した難問奇問

を、解答例とともに紹介。 

 

普段は忙しくて読書時間が確保できない 朝読書の 10 分間を最大限生かそう！ 

10 分しかないし、大して読めないな… 10 分しかないぞ！集中して読もう！ 

浜田高校図書館 

H30.6.28発行 

30-3号 

今回も引き続き、先生方に 

いただいた本を紹介しています。 

ありがとうございます！ 

・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 

 実施日： 7 月 2 日（月）、3 日（火）、４日（水）、 

       ６日（金）、12 日（木）、13 日（金） 
※球技大会や模試、課題テスト、漢字テスト等がある日は、朝読書を行いません。 

 時 間： 8:30～8:40         ※朝読書の後に朝礼があります。 



【食の歴史】 

┷383『講座食の文化 1～7』石毛直

道/監修 

★食の文化の本質は、人々の食物に関

する観念や価値の体系である。長年に

わたる食の文化の研究成果をまとめ

たシリーズ。 

 

【ことわざ】 

┷388『辞書から消えたことわざ』時

田昌瑞/著 

★「花の下より鼻の下」「心太（とこ

ろてん）の幽霊をこんにゃくの馬に乗

せる」など、200 本のことわざを厳選

して解説。 

 

【自然科学】 

402『世界を変えた 50 人の女性科学

者たち』レイチェル・イグノトフスキー/

著 

★歴史の陰にかくれがちだった女性

科学者 50 人を取り上げ、その業績や

バイタリティあふれる人生を紹介。 

 

【数学】 

410『数学ガール ポアンカレ予想』

結城浩/著 

★「僕」と 4 人の少女が「ポアンカレ

予想」に挑み、真の<形>を追い求める

物語。 

┷410『数学する身体』森田真生/著 

★思考の道具として身体から生まれ

た数学。身体を離れ、高度な抽象化の

果てにある可能性とは。 

┷417『高校生からの統計入門』加藤

久和/著 

★身近な事例を用いて、使える統計思

考の身につけ方を解説する。 

 

【物理】 

420『面白くて眠れなくなる物理パズ

ル』左巻健男/著 

★500 グラムのジュースを飲んで体重

計に乗ると目盛りはどうなる?…など、

身近な事例を用いたパズル・クイズで、

物理の面白さを紹介。 

 

【生物】 

473『変形菌』川上新一/著、佐藤岳彦/

写真 

★奇妙な形ときれいな色。多種多様な

姿を持つ変形菌とは一体どんなもの

なのか。丁寧に撮影された写真から、

その魅力に迫る。 

 

【動物】 

┷488『鳥類学者だからって、鳥が好

きだと思うなよ。』川上和人/著 

★タイトルとに対して（好きじゃなき

ゃ、こんな生活やってけないだろう…）

とつっこみたくなる。とにかく面白い

1 冊です。 

 

【医療】 

┷497『その歯みがきは万病のもと』

相馬理人/著 

★正しく歯をケアする方法や、自分に

合った歯医者にであう方法を伝授。 

 

【料理】 

┷596『みんなのおうちカレー』柴田

書店/編 

★作家、料理家、芸能人など 20 人が、

おうちカレーのレシピを紹介し、カレ

ーへの思いを語る。 

┷596『まいにち食べたいサラダごは

ん』 

★のせるだけ、あえるだけ、チンする

だけで作れる“朝サラダ”、ごはんや

麺を組み合わせた、ひと皿で大満足の

“ランチサラダ”などのレシピを紹介。 

┷596『バターを使わない。クッキー

/マフィン/チーズケーキ』高吉洋江/

著 

 

【掃除】 

597『見せる収納片づけない収納』 

★収納は「しまう」「隠す」だけじゃ

ない。見た目もきれいで探しやすい収

納のコツを紹介。 

597『おそうじの超ベストアイディア』 

★家にあるものでできる、おそうじの

超スゴ技を紹介。 

 

【グラフィックアート】 

727『わかりやすく情報を伝えるため

の図とデザイン』PIE BOOKS/編著 

★図やイラストを用いた表現方法、ダ

イアグラムやインフォグラフィック

ス制作のヒントになる本。 

 

【工芸】 

♬756『日本刀図鑑（別冊宝島）』 

★時を超えて愛されてきた日本刀や、

各時代を代表する刀工たちの作品を

紹介。 

756『図解日本の刀剣』久保恭子/監修 

★様式・技法・名称など、日本の刀剣

の基本知識を解説。日本美術の大きな

見取り図が頭に入る一冊。 

 

【演劇】 

771『部活でスキルアップ!演劇上達

バイブル』杉山純じ/監修 

★毎日の効果的な練習メニューから、

期間に応じた稽古プラン、本番で輝く

ための意識とコツまで、演劇部のトレ

ーニング方法と注意点を解説。 

 

【スポーツ】 

780『本番に強くなる』白石豊/著 

★本番で全力を発揮できるようにな

るためのプレッシャーコントロール

や自信などについて、具体的な事例と

方法を紹介。 

781『技術と安定性を磨く!男子体操

競技上達のポイント 50』畠田好章/監

修 

★ゆか、鉄棒、跳馬、つり輪など種目

別に、ワンランク上の演技に必要なコ

ツを、連続写真や悪い見本の写真など

を用いてわかりやすく解説。 

【諸芸・ゲーム】 

┷796『先を読む頭脳』羽生善治、伊

藤毅志、松原仁/著 

★プロ棋士の羽生善治さんは、なぜ誰

よりも速く正確な読みができるのか。

2 人の科学者が羽生さんの思考、学習、

戦略を克明に分析する。 

♬ 798 『 Bloodborne Official 

Artworks』 

★ ゲ ー ム 「 Bloodborne 」 お よ び

「Bloodborne The Old Hunters」の世

界を創り出した 500点以上のイメージ

ボードをエリア別・進行順に収録。 

 

【言語】 

┷810『LINEで子どもがバカになる』

矢野耕平/著 

★SNS の隆盛や英語教育の早期化など、

子どもの使用する日本語を崩壊させ

る危険に満ちている現代。日本語運用

能力を取り戻す解決策を提示する。 

┷816『マジ文章書けないんだけど』

前田安正/著 

★文章を書くことに戸惑いを感じて

いる人に向け、文章の書き方を初級～

プロ級のステップごとに解説。 

┷835『「超」入門!論理トレーニング』

横山雅彦/著 

★日常会話やメールなどで、論理思考

を「コミュニケーション」として使い

こなすためのコツを伝授する。 

 

【日本の詩歌】 

911.1『万葉集（マンガで楽しむ古典）』

井上さやか/監修 

★「万葉集」の愛の歌や、四季と暮ら

しの歌などを、マンガとともに解説。 

┷911.1『朝日とともに 歌集』田所

翠/著 

★「ゆめはなあ いつも元気で 暮らし

たい ひとつ加えて 笑顔が良いね」-。

短歌集。作者に寄贈していただきまし

た。 

┷911.3『絶滅危急季語辞典』夏井い

つき/著 

★暮らしの中から生まれた『季語』は、

私たちの生活の変化とともに消えゆ

く運命にある。そんな、かろうじて生

き残っている季語を集めた辞典。 

 

【日本の小説】 

┷913『生存者ゼロ』安生正/著 

★北海道根室半島沖の石油掘削基地

で、職員全員が死体で発見された。陸

上自衛官の廻田と感染症学者の富樫

博士らは政府から被害拡大を阻止す

るよう命じられ…。 

┷913『キャプテンサンダーボルト』

阿部和重＆伊坂幸太郎/著 

★蔵王に隠された秘密を知った小学

校以来の悪友コンビを追う冷酷な破

壊者。2 人は世界を救うために走る。 

913『月の炎』板倉俊之/著 

★異変は、皆既日食から始まった。小

学校周辺で発生した謎の連続放火。犯

人は誰なのか? 真相を追う少年がた

どり着いたのは、想像を絶する切ない

「真実」だった…。 

┷913『もらい泣き』冲方丁/著 

★実話を元に創作した感涙のショー

トストーリー&エッセイ 33 編を収録。 

♬913『人生 1～10』川岸殴魚/著 

★九文学園第二新聞部に寄せられる、

ありふれた悩みに答えるのは 3人の女

子。三者三様の人生相談の物語。 

913『房総グランオテル』越谷オサム/

著 

★高校 2 年生の藤平夏海は、民宿「房

総グランオテル」の看板娘。従姉妹の

ハルカと、オフシーズンに客室でのお

泊まり会をしようとするが、お客さん

たちの様子がどこかおかしくて…。 

┷913『君を一人にしないための歌』

佐藤青南/著 

★コンクールでの大失敗をきっかけ

に、ドラムをやめた僕。高校入学から

1 カ月が過ぎたある日、七海という女

子生徒に強引に誘われバンドを組む

ことになり…。 

┷913『夏の祈りは』須賀しのぶ/著 

★文武両道の県立北園高校にとって、

甲子園は悲願だった。格下に負けた昭

和最後の夏から平成 29 年夏まで、先

輩から後輩へ託されてきた夢をつな

ぐ連作小説。 

913『そして、バトンは渡された』瀬

尾まいこ/著 

★血のつながらない親の間をリレー

され、4 回も名字が変わった 17 歳の優

子。父親が 3 人、母親が 2 人。だけど

いつでも両親を愛し、愛されていた-。 

913『祈りのカルテ』知念実希人/著 

★初期臨床研修で様々な科を回って

いる新米医師の諏訪野良太は、患者た

ちが抱える問題に耳を傾け、解決の糸

口を懸命に探し…。 

913『背教者ユリアヌス 1～4』辻邦

生/著 

★キリスト教への優遇を改めようと

したことで、のちに「背教者」と呼ば

れたローマ皇帝・ユリアヌスの生涯を

描いた歴史物語。 

♬913『狼と香辛料 1～17』支倉凍砂

/著 

★狼の化身である少女ホロと青年行

商人ロレンス。2 人は様々な騒動に巻

き込まれながら、ホロの故郷も目指し

て旅をする。 

┷913『マチネの終わりに』平野啓一

郎/著 

★深く愛し合いながら一緒になるこ

とが許されなかった聡史と洋子。2 人

はなぜ別れなければならなかったの

か。そして、再び巡り逢えるのか。 

┷913『小説・震災後』福井晴敏/著 

★2011 年 3 月 11 日、東日本大震災発

生。そして、世間を震撼させる「ある

事件」が、野田一家に降りかかる。 

913『あの夏、二人のルカ』誉田哲也/

著 

★名古屋での結婚生活に終止符を打

った遙。ガールズバンド「RUCAS」を

始動させた高校生の久美子。二人の女

性の語る旋律が、やがて交わってゆく。 

┷913『星間商事株式会社社史編纂室』

三浦しをん/著 

★川田幸代は会社の社史編纂室勤務。

ゆるゆるの職場でそれなりに働き、趣

味に没頭するはずだったが…。 

913『未来』湊かなえ/著 

★ある日、10 才の章子に突然届いた一

通の手紙。送り主は未来の自分、30

才の章子だという。章子はその夜、返

事を書き…。 

913『水田マリのわだかまり』宮崎誉

子/著 

★高校を 3 日で中退し、工場で働き始

めた 16 歳の水田マリ。ストレスがホ

コリのように積もっていく毎日だけ

ど、ウップンと不満は、生きるのに欠

かせないガソリンで…。 

♬913『やはり俺の青春ラブコメはま

ちがっている。 1～12』渡航/著 

★友達をつくろうとも思わず、いつも

一人でいるひねくれた高校生の八幡

が、むりやり「奉仕部」という部活に

入れられることになり…。 

 

【日本のエッセイ】 

┷914『生と死についてわたしが思う

こと』姜尚中/著 

★あの大震災の後で、わたしたちはど

こに向かうのか。グローバリズムの時

代を生きる術は。個人と国家の「生き

直し」を問う。 

┷914『あたらしいあたりまえ。』松

浦弥太郎/著 

★昨日より今日を少しでも、あたらし

い自分ですごしたい。『暮しの手帖』

編集長が自身の経験から見つけた、毎

日をていねいに生きる秘訣を紹介。 

 

【外国の小説】 

933『カラヴァル 深紅色の少女』ス

テファニー・ガーバー/著 

★17 歳の少女スカーレットは政略結

婚させられる直前に、夢のイベント

「カラヴァル」の招待状を受け取る。

しかし、ともに出かけた妹とはぐれ、

妹を救い出すための冒険が始まる。 

┷933『The old man and the sea』

Ernest Hemingway/著 

★ヘミングウェイ著『老人と海』の原

書。 

 

～✿ シリーズ続編入りました ✿～ 

 

913『鎌倉香房メモリーズ 2～5

【完】』阿部暁子/著 

913『烏百花（八咫烏シリーズ外

伝）』阿部智里/著 

913『臨床犯罪学者・火村英生の推

理 3 上/3 下/4/暗号の研究/アリ

バイの研究』有栖川有栖/著 

913『ホーンテッド・キャンパス 

13』櫛木理宇/著 

913『悲球伝』『悲終伝』西尾維新/

著 

913『B の戦場 2～4』ゆきた志旗/

著 

913『鍵屋甘味処改 2～5【完】』

梨沙/著 

 


