
  

ぐっと冷え込む日が続いています。年が明けてから寒波が訪れるたびに、これが今シーズン最後の寒波のはず･･･

と思って耐えているのですが、寒波もしぶといもので、懲りずに何度も訪れますね。でも、冬の冷え込みが厳しい

ほど、春の暖かさをありがたく感じるもの。読書とともに、冬の寒さを楽しみましょう！ 

 

高校入試が終わると、今年度最後の朝読書週間が始まります。 

◎期間： 3 月 9 日（金） 3 月 14 日（水） 3 月 16 日（金） 

3 月 19 日（月） 3 月 20 日（火） 3 月 22日（木）･･･6 日間 
 ※模試や課題テストがある日は、朝読書を行いません。 

※最終日の 3月 22日は、「読書メモリー」を記入してください。 

 記入の時間は 10分間あります。 

 「おもしろかった」「やばかった」･･･等ではなく、本を読んで感じたことや考えたことなど、 

 具体的な感想を書いてみましょう！ 

◎時間： ８：３０～８：４０ ※１･２学期と同じです！ 

◎読む本：何でもＯＫ！ ※ただし、マンガや教科書、参考書は除きます。 

 

 

これは県内の某高校での話ですが･･･ 

卒業を控えた３年生に、「高校生のうちにやっておけばよかったと思っていること」を訪ねたところ、 

「本を読んでおけばよかった」と答えた人がとても多かったそうです。 

「でも普段は忙しくて、なかなか読書をする時間が取れない･･･」というアナタ！ 

朝読書週間の機会を活用して、ぜひ読書の時間を確保してください。 

優良賞 1-6 山﨑祐次郎くん「繋がるということ」 

（読んだ本：『学校がアホらしいキミへ』日垣隆/著） 

県審査に続き、全国審査でも優良賞に選ばれました。おめでとうございます！ 

山﨑くんの体験記は、３月に発行される「読書感想文・感想画集」に掲載されます。 

また、『学校がアホらしいキミへ』は浜高図書館にあります。気になった人は早速読んでみましょう！ 

 

 

山﨑くんが上記のコンクールで優良賞に選ば

れたことに伴い、浜田高校は学校賞を受賞し、

副賞として「集英社文庫 50 冊セット」を寄贈

していただきました。 

 

寄贈された 50 冊は、館内にコーナーを設けて

展示してあります。 

すべて貸出できますので（すでに借りられた本

もあります）、朝読書週間に何を読もうか迷っ

ている人は、ここから本を選んでみませんか？ 

併せて、今年の校内読書感想文コンクールの優

秀作品に選ばれた人が読んだ本も展示してあ

ります。こちらもぜひどうぞ。 

 

『洋子さんの本棚』 

小川洋子、平松洋子/著 

『動物翻訳家』片野ゆか/著 『新釈グリム童話』谷瑞恵/ほか著 『Masato』岩城けい/著 

『泣き虫チエ子さん 旅情編』 

益田ミリ/著 

『B の戦場 さいたま新都心ブライ

ダル課の攻防 1』ゆきた志旗/著 

『師父の遺言』松井今朝子/著 

『高校生からわかるイスラム世界』

池上彰/著 

『オネスティ』石田衣良/著 

『佐賀北の夏』中村計/著 『政と源』三浦しをん/著 『鳥たち』よしもとばなな/著 

『五色の虹 満州建国大学卒業生た

ちの戦後』三浦英之/著 

『ヒア・カムズ・ザ・サン 東京バン

ドワゴン』小路幸也/著 

『雨の降る日は学校に行かない』 

相沢沙呼/著 

『短編伝説 愛を語れば』嵐山光三郎

/ほか著 

『日本国最後の帰還兵深谷義治とそ

の家族』深谷敏雄/著 

『時をかける眼鏡 1』椹野道流/著 『学園王国(スクールキングダム)』

加藤実秋/著 

『短編伝説 めぐりあい』赤川次郎/

著 『鍵屋甘味処改 1』梨沙/著 

『海外で恥をかかない世界の新常

識』池上彰/著 

『鎌倉香房メモリーズ 1』 

阿部暁子/著 

『にじいろガーデン』小川糸/著 『短編学校』井上荒野/著 

『東京自叙伝』奥泉光/著 『短編少年』朝井リョウ/ほか著 

『謎の独立国家ソマリランド』 

高野秀行/著 

『雲は湧き、光あふれて』 

須賀しのぶ/著 

『教団 X』中村文則/著 『短編少女』荻原浩/著 

『寮生 一九七一年、函館。』 

今野敏/著 

『世の中それほど不公平じゃない』

浅田次郎/著 『文明の衝突 上・下』 

サミュエル・ハンチントン/著 

『エースナンバー』須賀しのぶ/著 

『夏は終わらない』須賀しのぶ/著 『かたづの!』中島京子/著 『バカになったか、日本人』 

橋本治/著 『「青鞜」の冒険』森まゆみ/著 『春、戻る』瀬尾まいこ/著 『銀河鉄道の彼方に』 

高橋源一郎/著 『トモダチ作戦 気仙沼大島と米軍

海兵隊の奇跡の“絆”』 

ロバート・D.エルドリッヂ/著 

『吸血鬼と怪猫殿』赤川次郎/著 『へるん先生の汽車旅行』 

芦原伸/著 『英雄はそこにいる 呪術(シャーマ

ン)探偵ナルコ』島田雅彦/著 

『大きくなる日』佐川光晴/著 

『天空の約束』川端裕人/著 

『文系のための理系読書術』 

齋藤孝/著 

『フェイバリット・ワン』 

林真理子/著 

53% 41% 

4% 2% 

読書に集中できましたか？ 

ア．とても集中できた         

イ．だいたい集中できた 

ウ．あまり集中できなかった 

エ．全く集中できなかった 

浜田高校図書館 
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２学期の朝読書週間のアンケート結果です。 

「とても集中できた」「だいたい集中できた」という

人が９割を超えました。 

「集中できた」「集中できなかった」理由で 

それぞれ多かったものは･･･ 

 

「集中できた」人 
  ・クラス全体が静かだったから 

  ・本が面白かったから など 

「集中できなかった」人 
  ・クラスが騒がしかった 

  ・学校に着いたばかりで落ち着かなかった など 



【進路・小論文に関する本】 

377『理系大学生活ハンドブック』原

田淳/著 

★理系学部に合格した人へ送る、大学生活

入門書。 

┷772『夢で食えると思うなよ 役者・

演芸人プロ図鑑』 

★自分の決めた道を歩み続けているベテラ

ン俳優や演芸人が、好きなことを仕事にす

る険しさ、楽しさを語る。 

813『朝日キーワード 2019』朝日新

聞出版/編 

 

【情報】 

┷007『スマホ廃人』石川結貴/著 

★とても便利なスマホ。でも、のめり込み

過ぎると抜け出せなくなってしまう危険も

ある。あなたは中毒になっていませんか？ 

 

【島根に関する本】 

093.6『ソトコト 2018 年 2 月号』 

★特集は「関係人口入門」。浜高卒業生の田

中輝美さんが寄稿していらっしゃいます。 

 

【世界史】 

209『エリア別だから流れがつながる

世界史』 

★近現代の世界史を「中国と東アジア」「ヨ

ーロッパ」「南北アメリカ」といったエリア

別に構成した一冊。 

209『十三世紀のハローワーク』グレ

ゴリウス山田/著 

★中世ヨーロッパを中心に、かつて実在し

ていた職業 100 以上を、ゲームのユニット

風のイラストとともに紹介。 

 

【経済】 

331『中高の教科書でわかる経済学 

ミクロ篇/マクロ篇』菅原晃/著 

★中学校の「公民科」、高校の「現代社会・

政治経済」の教科書等に登場する用語で、

ミクロ経済学・マクロ経済学の理論を解説。 

336『超解敬語の使い方が面白いほど

身につく本』合田敏行/著 

★正しいだけでなく、信頼度が上がる敬語

の使い方を、元 NHKアナウンサーが解説。 

 

【社会学】 

361『「いい質問」が人を動かす』谷原

誠/著 

★人を動かすコツは、命令ではなく質問を

すること。全ての人間関係に役立つ究極の

質問術を解説。 

┷369『ソーシャルワーカーという仕

事』宮本節子/著 

★社会の中の居場所を見失った人を支え育

てて、暮らしてゆく環境を整える仕事、ソ

ーシャルワーカー。その詳細を解説。 

┷369『長生きしても報われない社会』

山岡淳一郎/著 

★在宅医療・介護や看取りの身近な現場か

ら認知症医療、そして地域、自治体、国。

日本の医療の問題点と可能性を探る。 

 

【教育】 

┷371『いじめからは夢を持って逃げ

ましょう!』長野雅弘/著 

★いじめで悩んでいる子どもや親に向けて、

大きくなってしまったいじめに対する正し

い対処法をすすめる。 

┷378『うちの子は字が書けない』千

葉リョウコ/著 

★小学 6 年生の時「発達性読み書き障害」

と判定された長男との二人三脚の日々を描

くコミックエッセイ。 

378『発達障害の子のための「すごい

道具」』安部博志/著 

★発達障害の子の「できない」を解決する

様々な道具。実際に使って効果があったも

のを、家庭でできる工夫とともに紹介。 

 

【文化】 

┷385『はじめてのふろしき』主婦の

友社/編 

★昔からさまざまに活用されてきたふろし

きの使い方から、実際にいまの生活に役立

つ使い方を紹介。 

 

【自然科学】 

┷404『大人もおどろく「夏休み子ど

も科学電話相談」』 

★空はどの高さから空? 人の心はどこにあ

る? 科学と関連が深い分野についての子ど

もたちの疑問に各界の専門家が答える。 

 

【数学】 

┷410『世界の名作数理パズル 100』

中村義作/著 

★世界的に有名な数々のパズル書から出色

のパズルを厳選収録。 

 

【生物学・植物】 

┷471『植物はなぜ動かないのか』稲

垣栄洋/著 

★「強さとは何か」をテーマに、植物の生

き方を探り、わかりやすく解説。 

┷474『世界の美しいきのこ』保坂健

太郎/監修 

★色も形も千差万別の、美しいきのこの写

真集。美しいものほど毒が･･･あったりして。 

 

 

【医療】 

┷493『発達障害を見過ごされる子ど

も、認めない親』星野仁彦/著 

★どうすれば発達障害児を見抜き、完治で

きるのか? 発達障害児の現状から治療法ま

でを、わかりやすく解説。 

495『コウノドリ 命がうまれる現場か

ら』鴻鳥サクラ/ナビゲーター 

★マンガ「コウノドリ」の世界をたどりつ

つ、妊娠・出産の基本的な知識や、産科医

や助産師の仕事を紹介。 

498『いのちの伴走者として生きる』

鎌田實/監修 

★患者さんと家族に全力で向き合い、寄り

添い、励まし続ける、若き医療人たちにイ

ンタビュー。 

┷498.5『効かない健康食品 危ない自

然・天然』松永和紀/著 

★ニセ情報が跋扈している「食」の世界を、

科学ジャーナリストが科学的根拠をもとに

正しく読み解く。 

┷498.5『甘いもの中毒』宗田哲男/著 

★なぜ、甘いものを食べたくなるのか。そ

の謎を解きつつ、人間の成り立ちをふまえ

た糖質との上手な付き合い方を考える。 

 

【機械工学】 

┷535『時計の科学』織田一朗/著 

★古代エジプトの日時計から、300 億年で

誤差 1 秒の光格子時計まで、時代の最先端

技術をつぎ込んだ時計の歴史を解説。 

537『ディーゼル車に未来はあるか』

杉本裕明/著 

★規制する側・される側の歴史を振り返り、

排ガスがもたらす健康被害のメカニズムを

解説。 

 

【ロボット】 

┷548『ロボット解体新書』神崎洋治/

編著 

★最低限知っておくべきロボットの種類と

しくみを厳選し、わかりやすい図や写真と

ともに説明。 

 

【料理】 

┷596『世界のホットドリンクレシピ』 

★世界各地のホットドリンクのレシピを紹

介。寒い冬を乗り切るために、温かい一杯

をぜひ。 

 

【畜産業】 

┷648『牛乳とタマゴの科学』酒井仙

吉/著 

★人間が健康で豊かな食生活を送ることを

可能にした最高の食品、牛乳とタマゴに関

する身近な話題を紹介。 

 

【林業】 

┷657『どんぐりの呼び名事典』宮國

晋一/写真・文 

★常緑樹のどんぐり、落葉樹のどんぐり、

外国のどんぐり。各種の別名、分布、長さ

や名前の由来などを掲載した事典。 

 

【商業・観光】 

672『ジオマーケティング戦略』酒井

嘉昭/著 

★「地理特性」を生かしたビッグデータ分

析が、ビジネス成功の鍵。大手・外資企業

の商業施設計画を中心に広まりつつあるマ

ーケティング手法を紹介。 

┷673『商店街再生の罠』久繁哲之介/

著 

★数々の事例から、商店街衰退を引き起こ

す「罠」を見つけ出し、再生へのヒントを

提示する。 

┷673『アウトプットのスイッチ』水

野学/著 

★ヒットの決め手は「最終表現(アウトプッ

ト)」の質にある。くまモンの生みの親が、

今すぐ役立つクリエイティブ思考と仕事術

を紹介。 

┷675『デザインの誤解』水野学/他著 

★「定番商品」を生み出すために必要なデ

ザイン思考をわかりやすく紹介。 

┷689『アニメが地方を救う!?』酒井

亨/著 

★作品の舞台・モデルとなった場所、ロケ

地などを訪ねるアニメの「聖地巡礼」が、

地方にもたらす経済効果を見る。 

 

【芸術】 

┷702『アウトサイダー・アート入門』

椹木野衣/著 

★「裸の大将」こと山下清など、逸脱者だ

からこそ真の意味で芸術家たりえた者たち

の根源に迫る。 

 

【マンガ】 

┷726『コウノドリ 17』鈴ノ木ユウ/

著 

★隠岐諸島をモデルとした、離島医療のお

話。自治医科大学より寄贈していただきま

した。 

 

【スポーツ】 

┷780『自重トレーニング大全』酒井

均/編著 

★自分の体重を負荷に自宅で行える「自重

筋トレ」を写真で紹介。ターゲットの筋肉

をイメージできる「筋肉地図」も収録。 

┷780『誰でもできる最新スポーツメ

ンタルトレーニング』笠原彰/著 

★いつもメンタルで負ける選手たちに向け、

スピリチュアルや自己啓発とは一線を画し

た科学的なメンタルテクニックを解説。 

780『パラリンピックの楽しみ方』藤

田紀昭/著 

★障害者スポーツ研究の第一人者によるパ

ラリンピック観戦入門書。 

783.7『軟式野球ビルドアップ式強化

ドリル』丸山王明/著 

★1日 90分の限られた時間で実践する軟式

野球の効率的な練習法を紹介。 

789『柔道 基礎から心技体を鍛える稽

古』石田輝也/著 

★年間を通して着実に強くなるための練習

法を公開。年間スケジュールの考え方、練

習メニューの組み立て方も紹介。 

 

【将棋】 

796『天才棋士降臨・藤井聡太』 

★400 年に 1 人の天才と言われる藤井聡太

四段。29 連勝までの足取りを振り返り、そ

の強さの秘密に迫る。 

 

【言語】 

┯816『大学生・社会人のための言語

技術トレーニング』三森ゆりか/著 

★的確に読みとる・表現する・交渉する力

が身につくテキスト。 

 

【文学】 

┷910『夏目漱石』十川信介/著 

★深い孤独と明暗を心にかかえ、小説を通

して人間なるものを追究した作家・夏目漱

石の生涯をえがく評伝。 

 

【日本の小説】 

┷913『GODZILLA 怪獣黙示録』大樹

連司/著 

★2017年公開の映画「GODZILLA 怪獣惑星」

の前史を読み解く小説。 

913『チュベローズで待ってる 

AGE22/AGE32』加藤シゲアキ/著 

★2015年、就活に惨敗した 22歳の光太は、

誘われるまま「チュベローズ」のホストと

なる。そして 2025 年、ゲームクリエイター

として活躍する光太の前に再びチュベロー

ズの面々が現れる。 

┷913『鬼談』京極夏彦/著 

★魅入られる人の裡に、鬼はいる。情欲に

溺れ、永遠に煩悩の虜になる。それを鬼と

云うのだ-。<生と死><人と鬼>の狭間を描く

全 9 篇を収録。 

┷913『サラバ! 上･中･下』西加奈子/著 

★幸せに育った主人公と、幸せそうには見

えない姉。しかし大人になるにつれ、主人

公の人生の歯車は狂い始める。 

913『見た目レシピいかがですか?』椰

月美智子/著 

★本当に似合う色、服、髪型、メイクを提

案するイメージコンサルタント。相談した

人たちの外見と内面の変化とは?  

913『僕らだって扉くらい開けられる』

行成薫/著 

★ある日突然、不思議であまり役に立たな

い能力に目覚めた 5 人。さえない日常が、

思いもよらない方向に転がりだして…。 

913『吹上奇譚 第 1 話』吉本ばなな/著 

★現実を夢で知る「夢見」。そして屍人を自

在に動かす「屍人使い」。2 つの能力を持つ

主人公のお話。 

913『意識のリボン』綿矢りさ/著 

★交通事故で意識が身体から抜け出した娘、

通り魔が出没するという噂を耳にした主婦。

様々な女たちの視線から世界を描く。 

 

【日本のエッセイ】 

┯914『荒野の胃袋』井上荒野/著 

★食べることが好きな著者によるおいしい

ものにまつわる 50 のショート・エッセイ。

簡単レシピも収録。 
 
 

～┿ シリーズ続編入りました ┿～ 

460『動的平衡 3』福岡伸一/著 

┷913『下鴨アンティーク 7』白川

紺子/著 

913『掟上今日子の色見本』西尾維新

/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 


