
 

立秋（8/8）を過ぎた今、出すべきお便りは「暑中見舞い」ではなく「残暑見舞い」。しかし、この暑さは果たして

「残暑」と呼ぶべきものなのか…むしろ立秋後に暑さが厳しくなってはいないか…今年は秋が来ないんじゃないか

…と、戦々恐々としています。「暑さ寒さも彼岸まで」という言い回しを信じるならば、彼岸（註：秋分の日を中

日として、その前後７日間のこと。すなわち 9/16～9/30）にはこの暑さも和らいでいるはず。期待しつつ待ちま

しょう！残暑は図書館で、お気に入りの本とともに乗り切りませんか？ 

 

 手のひらサイズの洋綴本をつくります。お好みの表紙・見返し（表紙の内側）・花布（はなぎれ）を選んで、世

界に 1冊だけのオリジナル豆本をつくりましょう！ 

 見返しには、図書委員 1年生が選んだ“本から抜き出した好きな言葉”が書いてあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 
 

 

 

 

オススメの本を持ち寄って紹介し合い、 

“いちばん読みたくなった本”を選ぶゲームです。 

 ルールは以下の４つだけ！ 

 

 

 

ビブリオバトルのコンセプトは 

「本を通して人を知る、人を通して本を知る」です。 

 バトラー（発表者）の発表を聞いて本の魅力を知り、同時に 

「この本を紹介しているこの人はどんな人なんだろう？」と、 

バトラーについても知るきっかけとなる、一石二鳥のイベント 

なのです。 

 

オーディエンス（聞き手）としての参加は予約不要です。 

気軽にお立ち寄りください！ 

 

①発表者（バトラー）が、読んでおもしろいと思った本を持って集まる。 

②順番に、1 人 5 分間で本を紹介する。 

③それぞれの発表の後に、その発表についての質疑応答を 2～3 分行う。 

④すべての発表が終了した後に、「どの本がいちばん読みたくなったか」

を基準とした投票を行う。 

  最多票を集めたものを「チャンプ本」とする。 

浜高祭期間中の図書館利用について 
●9 月 4 日（火） ⇒会場準備のため、放課後の図書館利用はできません。 

●9 月 5 日（水） ⇒図書館への出入りは自由にできますが、 

貸出・返却等の対応はできません。 

●9 月 6 日（木） ⇒体育祭のため、終日閉館です。 

（放課後も利用できません） 

浜田高校図書館 
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９月５日（水）の浜高祭２日目に、図書館で以下の企画を行います。たくさんの方のご来場をお待ちしています！ 

開催時間は 

11:00～11:40 です！ 

花布（はなぎれ）とは、背表紙の内側に 

貼ってある小さな布のこと。 

上製本（きちんと製本してある本）では、本を

補強するために使用しています。 

好きな色の花布を選びましょう！ 

表紙用にさまざまな柄の紙が 

用意してあります。 

かっこいいもの・かわいらしいもの・ 

おしゃれなもの・おもしろいもの･･･ 

本
の
高
さ
は
約5

.5
cm

 

表紙の内側に貼ってある紙が 

「見返し」。 

12 種類の見返しから 

好きなものを 2 枚選べます！ 



【進路・受験に関する本】 

031『現代用語の基礎知識学習版 

2018-2019』現代用語検定協会/監修 

304『10 年後の仕事図鑑』堀江貴文・

落合陽一/著 

★「なくなる仕事」と「減る仕事」を経営

者の視点、AI を作る側の視点から紹介し、

働き方の変化に伴う経済の変化などを解説。 

366『10 代のための仕事図鑑』大泉書

店編集部/編 

★10 代が未来を選び取るための仕事図鑑。

361 種類の仕事の内容や、その仕事に就く

ために必要な資格や学歴などを紹介。 

366『もっとやりたい仕事がある!』池

上彰/著・監修 

★750 職種について、仕事の内容や仕事に

就くための方法、関連ジョブなどを紹介。 

007『プログラミングバカ一代』清水

亮、後藤大喜/著 

013『司書のお仕事』大橋崇行/著 

322『司法の現場で働きたい!』打越さ

く良/ほか編 

327『弁護士の仕事図鑑』鬼頭政人/編 

327『行政書士の「お仕事」と「正体」

がよ～くわかる本 第 2 版』石下貴大/

著 

333『世界で活躍する仕事 100  

10 代からの国際協力キャリアナビ』 

三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング/編 

336『税理士の「お仕事」と「正体」

がよ～くわかる本』大野晃/著 

376『教育学部（中高生のための学部

選びガイド）』三井綾子/著 

498『視能訓練士の一日』WILL こども

知育研究所/編著 

501『エネルギーの世界を変える。22

人の仕事』諸富徹/監修 

538『航空管制官になる本 2018- 

2019』 

550『どうして海のしごとは大事なの?』

「海のしごと」編集委員会/編 

★船長や機関長、航海士、海上保安官や自

衛官らにその内容や役割、意義、やりがい

などを訊く。 

588『レストラン・パティシエールの

働き方』中村樹里子/著 

589『安藤・岩野の「これからこうな

る!」ゲームプロデューサーの仕事術』

安藤武博、岩野弘明/著 

673『不動産鑑定士の仕事図鑑』日本

不動産鑑定士協会連合会広報委員会/編 

675『魚市場で働く』鑓田浩章/著 

770『おたすけ進路 俳優編 2019』佐

藤正隆/著 

770『おたすけ進路 声優編 2019』佐

藤正隆/編集 

780『スポーツを仕事にするという選

択』池上達也/著 

 

【情報科学】 

┷007『デジタル・ポピュリズム』福

田直子/著 

★巧みなデジタル戦略によって人びとを分

断・誘導する様々な手法を紹介し、デジタ

ル時代の民主主義を考える。 

033『世界一ときめく質問、宇宙一や

さしい答え』ジェンマ・エルウィン・ハ

リス／編 

★宇宙には行き止まりがある?どうして右

と左があるの? 子どもたちが投げかけた疑

問に、世界の第一人者たちが答える。 

070『まわしよみ新聞をつくろう!』陸

奥賢/著 

★新聞記事を使っておしゃべりしながら視

野を広げられ、情報リテラシーも磨ける、

「まわしよみ新聞」について紹介。 

 

【生き方・考え方】 

┷150『どう解く?  答えのない道徳

の問題』やまざきひろし/ぶん 

★「ついていい嘘と、ついちゃいけない嘘

ってどう違うんだろう？」といった素朴な

疑問。答えはないけど、考えてみる。 

 

【日本史】 

210.1『テーマ別だから理解が深まる

日本史』山岸良二/監修 

★日本史を年代とテーマ別にコンパクトに

まとめ、わかりやすく解説。 

 

【紀行】 

297『極北へ』石川直樹/著 

★20歳のとき、北米最高峰デナリの頂には

じめて立った。このアラスカ遠征から極北

へ向かうすべての旅がはじまった-。世界を

駆け抜ける写真家の原点となった極北への

旅を綴る。 

 

【世界情勢】 

302『池上彰の世界の見方 中国・香

港・台湾』 

302『池上彰の世界の見方 中東』 

302『池上彰の世界の見方 ドイツと

EU』池上彰/著 

★世界情勢の見方について、池上彰がわか

りやすく解説。 

 

【法律】 

┷323『檻の中のライオン 憲法がわ

かる 46 のおはなし』楾大樹/著 

★「ライオン=国家権力」と「檻=憲法」と

いうたとえ話を使って、憲法をひととおり

概説する。 

 

【社会学】 

┷361『遺伝か、能力か、環境か、努

力か、運なのか』橘木俊詔/著 

★生まれながらの不利をいかに乗り越える

か? 格差研究の第一人者が、打開策を探る。 

┷361『「対人不安」って何だろう?』

榎本博明/著 

★「対人不安」とはどのような心理なのか

を具体的に解き明かし、人に気をつかう自

分を活かしつつ対人不安を和らげる方法に

ついて考える。 

 

【難民】 

┷368『あやつられる難民』米川正子/

著 

★難民の現状を、アフリカでの難民保護と

支援の経験、調査と研究をもとに報告。 

 

【児童福祉】 

369『子どもの貧困と食格差』阿部彩/

ほか編著 

★子どもの食格差と健康格差の実態を提示

し、NPO や自治体での子どもの「食」に関

わる取り組みを紹介。 

 

【教育】 

372『チェンジ 私のウガンダ 2000

日』山田優花/著 

★著者が自身の 20 代をウガンダや遺児を

支援する運動に捧げる中で、自ら、そして

アフリカが「チェンジ」した様子の記録。 

374『学校給食アレルギー事故防止マ

ニュアル』赤城智美/著 

★リスクコミュニケーションの視点から食

物アレルギーや学校給食について解説し、

解決策を示す。 

378『イマイキテル自閉症兄弟の物語』

増田幸弘/著 

★自閉症の兄弟の 10 年におよぶ取材を通

して、人が成長するとはなにかを問う。 

 

 

【食文化】 

┷383『天ぷらにソースをかけますか?』

野瀬泰申/著 

★食文化の違いから見えてくる地域色。天

ぷらにソースをかけるのはどの地域？ 

 

【物理学】 

420『これだけ!高校物理 波動編』田

原真人/著 

420『これだけ!高校物理 力学編』桑

子研/著 

 

【化学】 

431『発光する生物の謎』マーク・ジマ

ー/著 

★発光の仕組みや発光する生物たちの謎を、

美しいカラー写真とともに説明。 

 

【植物】 

471『スイカのタネはなぜ散らばって

いるのか』稲垣栄洋/著 

★受精する前に花粉として移動し、受精し

た後に種子として移動する種子植物の、知

恵と工夫のこもった姿を紹介する。 

473『このは No.13 変形菌入門』川

上新一/解説 

★変形菌の基礎知識や観察のしかたなどを

解説するとともに、120 種類を取り上げた

「図鑑」を収録。 

 

【昆虫】 

┷486『琉球列島の蝶』大屋厚夫/著 

★著者は浜田高校の卒業生。半世紀をかけ

て観察した琉球列島の蝶の生態写真をまと

めた一冊。 

 

【医療】 

498『在宅医の告白 「多死社会」のリ

アル』米田浩基/著 

★500 人以上を看取ってきた在宅医が、寄

り添ってきた患者たちの話を紹介。 

 

【技術】 

┷504『教養としてのテクノロジー』

伊藤穣一/ほか著 

★米国 MIT でメディアラボ所長を務める著

者が、経済・社会・日本の 3 つの視点で未

来を語る。 

┷537『EV と自動運転』鶴原吉郎/著 

★これから自動車はどう変化するのか。未

来予想図と開発の最前線に迫る。 

579『トコトンやさしいバイオミメテ

ィクスの本』下村政嗣/編著 

★バイオミメティクス＝生物機能の本質を

物理的、化学的に明らかにして、人間のテ

クノロジーに技術移転して再現しようとす

ること。 

579『生物模倣 自然界に学ぶイノベ

ーションの現場から』アミーナ・カーン

／著 

★こちらもバイオミメティクスの本。 

 

【アパレル産業】 

589『ファストファッションはなぜ安

い?』伊藤和子/著 

★安い価格で衣服を購入できる陰で、労働

者たちはどんな過酷な労働を強いられてい

るのか? 

 

【言語】 

820『漢文のルール』鈴木健一/編 

★高校の教科書に載っている作品を中心に、

漢文の魅力を味わうのに十分な 10 のルー

ルを選び、やさしく解説。 

 

【日本文学・詩歌】 

910『芥川龍之介（年表作家読本）』鷺

只雄/編著 

★芥川龍之介の生涯と人物、業績のすべて

が分かるガイド。 

911.1『短歌と俳句の五十番勝負』穂

村弘、堀本裕樹/著 

★椅子、動く、たまゆら、信じられない…。

歌人・穂村弘と俳人・堀本裕樹が、五十の

出題で新作を詠む、五十番勝負。 

911.5『中原中也（年表作家読本）』青

木健/編著 

★夭折の詩人・中原中也が駆け抜けた 30

年の生涯を読み解くガイド。 

 

【日本の小説】 

913『彼方の友へ』伊吹有喜/著 

★昭和初期から平成へ。雑誌の附録に秘め

られた想いとは-。 

913『星ちりばめたる旗』小手鞠るい/

著 

★1916年、アメリカに暮らす幹三郎に嫁い

だ佳乃は、やがて時代の激流に呑み込まれ

…。 

913『リアルフェイス』知念実希人/著 

★「妻の顔を、死んだ前妻の顔に変えてほ

しい」天才美容外科医に舞い込んだ奇妙な

依頼。麻酔科医は反発を覚えるが…。 

913『嚙みあわない会話と、ある過去

について』辻村深月/著 

★“男を感じさせない男友達”ナベちゃん

が結婚するという。仲間が集まった席で紹

介されたナベちゃんの婚約者は、ふるまい

も発言も、どこかズレていて…。 

┯913『残像に口紅を』筒井康隆/著 

★「アメトーーク！」の企画「読書芸人」

で紹介された本。内容は…説明が難しいの

で、読んでご確認を。 

┯913『夜廻』『深夜廻』日本一ソフト

ウェア/原作 

★ホラーゲームのノベライズ。 

913『神様のコドモ』山田悠介/著 

★反省しない殺人者には、死ぬより辛い苦

痛が。愛する者を失った人のもとには、幸

せな奇跡が-。 

 

【日本のエッセイ】 

┷914『ひとまず、信じない 情報氾

濫時代の生き方』押井守/著 

★虚構と真実を手玉にとる-。巨匠・押井守

がおくる 7つの幸福論。 

914『どんなことが起こってもこれだけ

は本当だ、ということ。』加藤典洋/著 

★幕末から戦後、現在を貫いて、紋切り型

の「正しさ」を内側から覆す、新しい思考

の流儀を語る。 

 

【外国の小説】 

933『ガラスの封筒と海と』アレック

ス・シアラー/著 

★手紙を瓶に入れて海に投げることは、め

ずらしいことじゃない。だけど海が返事を

よこしてくるようになったら…。 

943『蟬の交響詩』アンドレアス・セシ

ェ/著 

★全体主義に覆われていく世界で、セリム

は命を賭したヴァイオリン演奏に挑む。 

 

  

～┯シリーズ続編入りました┯～ 

913『下町ロケット 3 ゴースト』

池井戸潤/著 

┷913『鬼の嫁取り（一鬼夜行）』

小松エメル/著 

913『5 分後に恋の結末』橘つばさ

/ほか著 

┷913『天鳴地動（アルスラーン

戦記）』田中芳樹/著 

913『宵物語』西尾維新/著 

913.3『つる花の結び 源氏物語 

上・下』荻原規子/訳 

新着図書案内 
・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 


