
 

がやって来ました。４月になったのにいつまでも寒いなぁ･･･と思っているうちに、日ごとに暖かくなり、

もうすっかり春ですね。「春」という言葉を広辞苑で調べると「草木の芽が『張る』意、また田畑を『墾

（は）る』意、気候の『晴る』意からとも」と説明してあります。諸説ありそうですが、いずれの語源からも力

強さを感じますね。私たちも本を片手に、日々力強く過ごしていきましょう！今年度もよろしくお願いします。 

 

 

 

 

【島根に関する本】 

092『郷土石見 109』石見郷土研究

懇話会/編 

┷093.1『竹島問題と国際法』中野徹

也/著 

★竹島問題と国際法について解説。 

093.5『島根県統計書 平成 28 年』

島根県政策企画局統計調査課/編集 

093.8『石見の民話 第 1集/第 2集』

大庭良美/編 

★県西部に伝わる民話をまとめたもの。ど

れくらい知っていますか？ 

 

 

 

【情報科学】 

┷002『はじめての研究レポート作成

術』沼崎一郎/著 

★インターネットと図書館で入手できる

資料を用いたレポートの作成術を解説。 

007『学生・研究者のための使え

る!PowerPoint スライドデザイン』

宮野公樹/著 

★PowerPoint でどんなスライドを作れば

効果的なプレゼンを行えるのか。スライド

の実例を見ながら学べる本。 

【図書館・読書】 

017『「探究」の学びを推進する高校

授業改革』高見京子/著 

★探究的な学習を実現する学校図書館の

様々な機能を解説。実践事例つき。 

 

【報道】 

┷070『その情報、本当ですか?』塚

田祐之/著 

★フェイクニュースってどうやって見抜

くんだろう。そもそも「事実」「真実」と

は何だろう？ 

 

【心理学】 

146『10 代のための疲れた心がラク

になる本』長沼睦雄/著 

★心が疲れたなぁ･･･って思うこと、あり

ますよね。そんなときに、気持ちと行動を

変えるためのヒントがここに。 

 

【生き方】 

┷159『世界のエリートはなぜ「美意

識」を鍛えるのか?』山口周/著 

★経営に求められる「アート」と「サイエ

ンス」について探る。 

 

【宗教】 

┷193『謎解き聖書物語』長谷川修一/

著 

★旧約聖書の有名な物語は史実なのか、そ

れともフィクションなのか。最新の考古学

的知見を用いて明らかにする。 

【日本史】 

210『歴史に「何を」学ぶのか』半藤

一利/著 

★歴史を学ぶのは「いま」を考えるため。

その面白さと大切さを伝授。 

♬210『日本史の新常識』文藝春秋/編 

★古代～明治まで、日本史の転換点となっ

た出来事や時代をつくった人物について、

新たな論点を提示。 

♬210.1『やりなおし高校日本史』野

澤道生/著 

★高校の日本史の教科書のなかから、歴史

的意義があまり理解されていないことや、

誤解されがちなことなどを選んで解説。 

┷210.2『文明に抗した弥生の人びと』

寺前直人/著 

★弥生時代とはどんな時代だったのか。縄

文の伝統をひく土偶や石棒など儀礼品や、

打製石器に着目して考える。 

┷210.3『古墳の古代史』森下章司/著 

★古墳時代の日本と中国・朝鮮に見られる

共通点とちがいとは。 

┷210.3『倭の五王』河内春人/著 

★中国へ使者を派遣した倭の五王につい

て、中国史書から解読。5 世紀の倭や東ア

ジアの実態に迫る。 

 

【地理】 

290『なるほど知図帳世界 2019』 

291『なるほど知図帳日本 2019』 

★世界と日本の最新情報を盛り込んだ、面

白くてためになる“知”図帳。 

 

【紀行】 

297『極夜行前』角幡唯介/著 

★前著『極夜行』のプレストーリー。著者

が極夜の北極圏の探検に至るまでのお話。 

 

【社会科学】 

302『池上彰の世界の見方 ロシア』

池上彰/著 

★ロシアの基礎知識から最新情報までを

解説。 

┓ 進路・小論文に関する本 ┛ 

 

002『「文系?」「理系?」に迷った

ら読む本』竹内薫/著 

★これからは「文理」の境界が曖昧に

なっていくのかも知れません。１年生

の皆さん、文理選択の前に読んでみま

せんか？ 

146『心理カウンセラーをめざす

人の本 19 年版』新川田譲/監修 

336『税理士になるには 改訂

版』西山恭博/著 

499『医薬品業界で働く』池田亜

希子/著 

538『宇宙・天文で働く』本田隆

行/著 

661『漁師になるには』大浦佳代/

著 

780『スポーツで働く』谷隆一、

藤江亮介/著 

801『通訳者・通訳ガイドになる

には』鑓田浩章/著 

814『<図解>まるわかり時事用

語 2019→2020 年版』ニュー

ス・リテラシー研究所/編著 
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┿世界史/3-2 副担任/弓道部・ 

歴史社研部 

┿職員室にいます 

司書教諭 道
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原
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┿国語/2 年部/男子バレー部 

┿図書準備室にいます 

福
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┿化学/1-6副担任/自然科学部 

┿理数科室にいます 

福井
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 美
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帆
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┿化学/3-5正担任/女子バスケ部 

┿進路室にいます 

山田
や ま だ

 伸太郎
しんたろう

 

┿数学/2-5 副担任/男子ソフトテニス部 

┿職員室にいます 

鍵本
かぎもと

 聖子
しょうこ

 

┿家庭科/1-3正担任/生活科学部 

┿第３職員室にいます 

梶谷
かじたに

 妙
たえ

 

┿学校司書 

┿図書準備室にいます 

・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 

１～３月に「図書窓」を 

発行できなかったので 

今号の新着図書案内は 

盛りだくさんです！ 

┿ 



302『THE LAST GIRL イスラム国

に囚われ、闘い続ける女性の物語』ナ

ディア・ムラド、ジェナ・クラジェスキ/著 

★戦下における武器としての性暴力の根

絶に尽力した著者による体験記。 

 

【政治】 

310『図解はじめて学ぶみんなの政治』

アレックス・フリス/ほか文 

★何だかとっつきにくく思えるけれど、誰

にも関係のあること。そんな政治をわかり

やすく解説。 

316『レイシャルハラスメント Q&A』

金明秀/著 

★人種や民族を差別するレイシャルハラ

スメントについて、基礎から学ぶ。 

316『クルド人を知るための 55 章』

山口昭彦/編著 

★国を持たない最大の民族・クルド人に、

歴史、宗教、文化などから迫る。 

 

【統計】 

351『データでみる県勢 2019』矢

野恒太記念会/編集 

 

【消費者問題】 

365『大学生が知っておきたい消費生

活と法律』細川幸一/著 

★あと数年でみなさんは成人です。成人に

なると同時に課される「責任」。トラブル

のない（トラブルを解消しながら）消費生

活を送るための知識を身につけましょう。 

 

【性】 

┷367『オレは絶対にワタシじゃない』

遠藤まめた/著 

★体は女性、心は男性。そんな“トランス

男子”の人生を辿りながら、一人ひとりが

生きやすい社会について考える。 

 

【戦災】 

369『わたしは 13 歳、シリア難民。』

国境なき子どもたち/編著 

★シリア紛争で家を追われた、1,100万人

とも言われる難民・避難民。難民キャンプ

や、キャンプの外で出会った子どもたちを

通して、シリアの現状を伝える。 

 

【教育】 

371『AI に負けない「教育」』渡部信

一/著 

★これまで人間が果たしてきた役割の多

くは、AI が果たすことになるかも知れな

い。そんな世界を生き抜くために必要な能

力を身につける「教育」とは。 

 

┷371『学校に行きたくない君へ』全

国不登校新聞社/編 

★不登校の若者が、棋士の羽生善治さんや

俳優の故・樹木希林さんなど、人生の先輩

20人に体当たりで行ったインタビュー集。 

374『調査報告学校の部活動と働き方

改革』内田良/ほか著 

★部活動指導は、教師にとってどのくらい

負担になっているのか。教師の世代・専

門・経験などの差に留意した調査結果から

探る。 

375『部活動の不思議を語り合おう』

長沼豊/著 

★教師の労働環境を、部活動を中心に検証。

これからの部活動指導のあり方を考える。 

 

【自然科学】 

403『理科年表 第92冊(平成31年)』

国立天文台/編 

★今年の自然科学の実態を追う。 

┷407『科学技術の現況といま必要な

倫理』宮坂和男/著 

★科学技術の来歴と、必要な倫理を考え、

これからの科学技術のあり方を提唱。 

 

【数学】 

413『今日から使える微分方程式』飽

本一裕/著 

★微積分の復習からスタートし、例題やク

イズを交えながら、微分方程式をやさしく

丁寧に解説。 

 

【化学】 

430『亜澄錬太郎の事件簿 1～3』齋

藤勝裕/著 

★亜澄助教の元に寄せられる謎の事件の

トリックを、化学の視点から解決していく

物語。それぞれの物語の後にトリック解明

と化学の解説つき。 

 

【地球科学】 

451『虹の図鑑』武田康男/文・写真 

★世界中でとらえた美しい虹の写真集。虹

色の自然現象、虹の見つけ方・撮り方、虹

のしくみや文化などについても解説。 

456『地層のきほん』目代邦康/著 笹

岡美穂/著 

★私たちの比較的身近な存在である地層。

そこから読み取れるものは何だろう。地層

の基礎知識から、利用や調べ方まで解説。 

 

【医療】 

490『訪問看護師が見つめた人間が老

いて死ぬということ』宮子あずさ/著 

★私たちはみんな、いつか老いて死ぬ。そ

のとき私たちに、そして周囲の人に起こる

こととは。 

┷493『僕が骨髄提供をした理由(わ

け)。』木下ほうか/著 

★一見ハードルが高そうな骨髄提供。俳優

の木下ほうかさんが骨髄バンクに登録し

たきっかけは献血だったそうです。自身の

体験とともに、現在の骨髄バンクの現状と

問題にも触れています。 

 

【製菓】 

┷596『りんごのお菓子』若山曜子/著 

★最も身近なくだもの、りんごを使った日

常のお菓子 48 品のレシピをご紹介。見て

いるだけでおなかが鳴る本。 

【芸術】 

706『企画展だけじゃもったいない日

本の美術館めぐり』浦島茂世/著 

★美術館に行ったとき、企画展だけ見て帰

っていてはもったいない。常設展にスポッ

トライトを当てたガイドブック。 

709『国宝の解剖図鑑』佐藤晃子/著 

★様々なジャンルの国宝を取り上げ、その

見どころなどを図を用いて解説。国宝の基

礎知識を得たい人はぜひ。 

【写真集】 

♬748『天涯 3～6』沢木耕太郎/著 

★人が旅をするのは「夢」があるから。カ

メラを携えて旅をし、夢を記録していった

写真集。 

 

【スポーツ】 

783.2『バレーボール基本と戦術』井

上和昭/監修 

★バレーボール初級者から上級者まで対

応のレッスンブック。 

783.4『サッカー崩しの教科書』山口

素弘/監修 

★勝つための戦術のセオリーや、ゴールま

でのプロセスなどを図解。 

783.7『全国高等学校野球選手権大会

100 回史 甲子園編/都道府県編』朝

日新聞社/編著 

★昨年で 100 回を迎えた大会の全歴史を

振り返る。もちろん、浜高の出場歴も！ 

786『誰でもはじめられるボルダリン

グ』尾川とも子/著 

★近年、県内にもボルダリングができるジ

ムが増えました。興味を持った人はぜひ。 

 

【言語】 

810『国語が得意科目になる「印つけ」

読解法』藤岡豪志/著 

★「国語が苦手」「そもそも文章を読むこ

とが苦手」という人のために。 

837『イギリス民話 (1000‐word)』

エマ・サリー/リライト 

★易しい英文を読みたい人のためのイギ

リス民話の本。物語を楽しみながら語彙を

増やしましょう。 

 

【俳句】 

911.3『寝る前に読む一句、二句。』

夏井いつき、ローゼン千津/著 

★安眠のお供に素敵な俳句をどうぞ。 

【日本の小説】 

┷913『七つの会議』池井戸潤/著 

★部下が年下の上司を訴えた事態の収拾

を命じられた原島は、親会社と取引先を巻

き込んだ会社の秘密に迫る。 

913『フーガはユーガ』伊坂幸太郎/著 

★双子の兄弟、常盤優我と風我は、決して

幸せではなかった子ども時代を二人三脚

で乗り越えてきた。誰も知らない、秘密の

力を使うことで･･･。 

913『永遠についての証明』岩井圭也/

著 

★天才といわれた数学家・瞭司の遺した研

究ノート。そこには未解決問題「コラッツ

予想」の証明が書き込まれていた。 

913『探偵は教室にいない』川澄浩平/

著 

★北海道の中学に通う少女・真史は、差出

人不明のラブレターをめぐって、幼馴染み

の少年・歩と 9年ぶりに再会を果たし…。 

913『トラペジウム』高山一実/著 

★「乃木坂 46」のメンバーが描く、アイ

ドルを目指す女子高生の物語。 

913『献灯使』多和田葉子/著 

★タイトルの読みは「けんとうし」。大災

厄に見舞われた後、鎖国状態の日本から

「献灯使」として海外へ旅立つことになっ

た無名の物語。 

913『ひとつむぎの手』知念実希人/著 

★大学病院で働く祐介は、教授から 3人の

研修医の指導を指示される。さらに教授の

論文データ捏造を告発する怪文書を流し

た犯人探しまで命じられ･･･。 

┷913『行方』春口裕子/著 

★3歳の娘、琴美が公園で忽然と姿を消し

た。22 年後、自堕落な生活を送る母のも

とに、消息不明の妹を捜し続けているとい

う男から手紙が届く。 

 

 

♬913『彼女は頭が悪いから』姫野カ

オルコ/著 

★東大生による集団わいせつ事件が発生。

しかし、世間からバッシングを受けたのは

被害者の女子大生だった。 

913『熱帯』森見登美彦/著 

★沈黙読書会で見かけた奇妙な本「熱帯」。

それは、どうしても「読み終えられない本」

だった。 

 

【日本のエッセイ】 

914『生きていくうえで、かけがえの

ないこと』吉村萬壱/著 

914『生きていくうえで、かけがえの

ないこと』若松英輔/著 

★2人の著者による、同じタイトルのエッ

セイ 2冊。人の数だけある「生きていくう

えで、かけがいのないこと」のお話。 

 

【外国の小説】 

933『パンツ・プロジェクト』キャッ

ト・クラーク/著 

★外見は女の子、性自認は男の子。中学生

になったリヴは、「女子はスカートをはく」

という校則と闘うことに。 

 

 

┓ シリーズ続編入りました ┛ 

 

019『今すぐ読みたい!10 代のた

めの YA ブックガイド 150! 2』

金原瑞人/監修 

689『ディズニー夢をかなえる神

様が教えてくれたこと』鎌田洋/著 

┷778『考証要集 2』大森洋平/著 

★NHK 制作現場から生まれた時代考証

要集第 2弾。 

783.7『ぼくは泣かない 甲子園

だけが高校野球ではない』岩崎夏海

/監修 

913『魔眼の匣の殺人』今村昌弘/

著 

★前作は『屍人荘の殺人』。 

913『風と行く者 守り人外伝』

上橋菜穂子/著 

913『RDG レッドデータガール 

氷の靴ガラスの靴』荻原規子/著 

┷913『後宮の烏 2』白川紺子/著 

┷913『おおあたり（しゃばけシ

リーズ）』畠中恵/著 

┷913『ビブリア古書堂の事件手

帖 扉子と不思議な客人たち』三

上延/著 

┷913『B の戦場 6』ゆきた志旗/

著 

┿国語科・寺井 淳先生┿ 

099.3『法月綸太郎の新冒険』法月

綸太郎/著 

913『奇面館の殺人 上・下』『びっ

くり館の殺人』綾辻行人/著 

913『長い廊下がある家』有栖川有栖

/著 

913『江神二郎の洞察』有栖川有栖/

著 

913『これはペンです』円城塔/著 

┿校長・今井 靖先生┿ 

913『小説十八史略 1～4』陳舜臣/

著 

 

┿数学科・宮内 洋介先生┿ 

498『地域包括ケア時代の地域に根

ざした医療の創り方』櫃本真聿/著 

611『住み継がれる集落をつくる 

交流・移住・通いで生き抜く地域』 

山崎義人/編著 

816『医学部の実戦小論文』小林/公

夫/編著 

913『月と雷』角田光代/著 

913『天使は探偵』笠井潔/著 

913『名短篇、ここにあり』北村薫、

宮部みゆき/編 

913『ドッペルゲンガー宮』霧舎巧/

著 

913『一九三四年冬-乱歩』久世光彦/

著 

913『猫丸先輩の推測』倉知淳/著 

913『夜の床屋』沢村浩輔/著 

913『ハサミ男』殊能将之/著 

913『謎亭論処(めいていろんど)』

西澤保彦/著 

913『腕貫探偵』西澤保彦/著 

913『骸の爪』道尾秀介/著 

913『千年の黙 異本源氏物語』森

谷明子/著 

933『家政婦は名探偵』エミリー・ブ

ライトウェル/著 

933『青鉛筆の女』ゴードン・マカル

パイン/著 


