
 

緑の季節となり、図書館の窓からは三階山がより一層美しく見えます。そして浜田高校の敷地内の木々も

初夏の陽射しの中で枝葉を伸ばし、鳥たちが次々に羽を休めに訪れています。ところで浜高には、どんな

樹があるか知っていますか？ そしてどんな鳥が飛来しているでしょう？ こんな身近な疑問からあなたの世界は

広がっていきます。気になったら図書館で調べてみましょう！ 

 

図書館で購入している雑誌のうち、保存期間を過ぎたものをプレゼントします。 

プレゼントできる雑誌：以下のうち(原則として)昨年 7 月～12 月に刊行されたもの 

 

応募期間：6 月 10 日（月）～6 月 20 日（木） 

上記期間中に、図書館内に「プレゼントの対象となる雑誌」と「応募票」と

「投票箱」を置いておきます。 

ほしい雑誌をチェックし、応募票を投票箱に入れてください。 

何冊希望を出しても構いませんが、希望が重複した場合は抽選となります。 

結果発表：6 月 28 日（金） 

期末試験中に抽選を行い、試験最終日に皆さんに結果をお知らせします。 

 

 

浜高祭２日目に、校内ビブリオバトル大会を開催します。 

参加を希望する人は６月２８日（金）までに司書までお知らせください。 
 

 
  

>>  詳しくは教室に掲示してあるチラシをご覧ください。 

 

今年度着任された先生方に 

本を紹介していただきます。

今回は… 先生（国語科/演劇部＆生活科学部/２年部）のイチオシ本です！ 

 

『東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ』（遙洋子/著、筑摩書房 2000 年） 

記憶に新しく、社会学者の上野千鶴子さんが東大入学式で述べた祝辞が話題に上りました。「これまでの 

あなたたちが過ごしてきた学校は、タテマエ平等の社会でした」から始まる「頑張ってもそれが公正に報 

われない社会があなたたちを待っています」と 。（思わず膝を叩いてしまいました。） 

学校を働く場とする私は、この言葉を、むず痒く、しかしちょっと心地良く、そして懐かしく聞きました。 

心に次々起こるモヤモヤに、何度上野千鶴子さんの視点を頂戴したか分からない。 

この本をおすすめする理由、 
 

① 社会に出る前に（出てからでもいいけど）ケンカの仕方を知っておいてほしいから。 

② ついでに学ぶ楽しさと苦しさを味わってほしいから。 
 

過激にズバっと言い切る上野パワーを Bonapett♪ 

 

本の 過激度 … ★★★★★    本の モヤモヤ度 … ★★★★★ 

 

瀬尾まいこさんの『そして、バトンは渡された』が、2019 年本屋大賞を受賞しました。 

瀬尾さんの小説の多くは、ストーリー展開に大きな波はありません。その分読みやすく、読後感が爽やかで、 

あたたかみを感じられる作風となっています。 

瀬尾さんの本を読まないなんてもったいない！ということで、現在図書館の入口付近に「瀬尾まいこコーナー」

を設けています。この機会に、ぜひ瀬尾作品に触れてみてください。 

 

 

 

司書のイチオシ小説 >> 『あと少し、もう少し』 

  寄せ集めの中学駅伝チームの物語。 

個性豊かなメンバーがさまざまな想いを胸に抱きなが 

らタスキをつないでいく様子にグッとくること間違い 

なし！ 

◆Sports Graphic Number（スポーツ） ◆SCREEN（映画）  ◆音楽と人（音楽） 

◆MOE（絵本）    ◆ダ・ヴィンチ（本とマンガ）    ◆オレンジページ（料理） 

◆大学への数学（数学）  ◆Newton（科学） ※雑誌の付録の一部もプレゼントします！ 

★★★ こんな人いませんか？参加者大募集！ ★★★ 

┯本が好き      ┯好きな本の魅力をたくさんの人に知ってほしい 

┯話すことが好き   ┯他の人がどんな人を読んでいるのか興味がある 

┯溢れる思いを溢れさせずに伝えられるようになりたい 

◆1974年 大阪府生まれ。 

◆大谷女子大学国文科卒業。 

◆2010年度までは、京都府の中学校で国語

教師として勤務しながら、小説家として

も活躍していた。現在は専業作家。
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【進路に関する本】 

570『化学のしごと図鑑』近畿化学協会/編 

★化学を学んだ先にどんな職業があるの

かわかる本。その職に就いた先輩たちはど

んな仕事をしているのか、どうすればその

職に就けるのかなどを紹介。 

 

【読書】 

019『本をどう読むか 幸せになる読書術』

岸見一郎/著 

★読み方によって、本から得られるものは

変わってくる。では「幸せになる」ための

読み方とは？ 『嫌われる勇気』『幸せに

なる勇気』の著者による読書論。 

 

【島根に関する本】 

092『郷土石見 110』 

石見郷土研究懇話会/編 

092.9『どこにでも神様 知られざる出雲

世界をあるく』野村進/著 

★島根では森羅万象に神が宿るとされて

いる。暮らしの中に神を見出す島根県民の

あり方を紹介した本。サブタイトルは「出

雲」ですが、石見地方も紹介されています。 

 

【東洋思想】 

123『壁を乗り越える論語塾』安岡定子/著 

★『論語』の教えが日常生活においてどの

ように役立つのか、中高生にも分かりやす

いように解説。 

 

【日本史】 

210『平成から大化まで全元号解説』 

河野浩一/著 

★大化から平成までの元号は 247にわたる。

すべての元号について、改元年月日、改元

理由、その時代背景についてまとめた本。 

 

【社会評論】 

304『池上彰の未来を拓く君たちへ』 

池上彰/著 

★日本や世界の情勢を見聞きした池上さ

んによる、若者たちへのメッセージ。 

 

【社会学】 

┷361『日本の分断 切り離される非大卒

若者たち』吉川徹/著 

★最新の社会調査データから見えてくる、

大卒層と非大卒層の深刻な分断。これから

の社会を支える若者像に迫る。 

 

【教育】 

373『新聞奨学生奪われる学生生活』 

横山真/著 

★新聞奨学生として大学生活を送った著

者による、その過酷な実情。 

【自然科学】 

┷404『気になる科学 調べて、悩んで、

考える』元村有希子/著 

★指の長さの秘密から、安価な宇宙旅行ま

で、身近なテーマから遠大なテーマまでを

網羅した科学エッセイ。文系の人でも楽し

める読み物です。 

 

【数学】 

419『日本人なら知っておきたい。賢くな

る算法 39』桜井進/監修 

★つるかめ算、過不足算、旅人算など、日

本には様々な算法がある。それぞれの算法

の特徴や解き方を丁寧に解説。 

【生物学】 

460『高校生からの生物実験観察図鑑 1』

宮崎武史、高橋京子/著 

★高校生レベルの生物実験のノウハウを

わかりやすく解説。1 巻は、酢酸菌による

バクテリアセルロースの形成、ゾウリムシ

の走性、体細胞分裂と染色体などを収録。 

 

【昆虫】 

486『きらいになれない害虫図鑑』 

有吉立/著 

★著者はアース製薬研究所の飼育室に勤

務（飼育室があるんですね！）。育てる中

でわかった、さまざまな害虫の意外な素顔。 

【医学】 

495『胎児のはなし』 

増崎英明、最相葉月/著 

★私たちはみんな、胎児だった。でも胎児

について、どれだけのことを知っているだ

ろう？ 素朴な疑問から胎児医療の最前線

まで、胎児の実像に迫る。 

 

【技術】 

┷507『ブレイクスルーへの思考 東大先

端研が実践する発想のマネジメント』 

東京大学先端科学技術研究センター/編 

★東京大学の先端科学技術研究センター、

通称先端研。その研究者たちがどのような

スタンスで社会課題に向きあい、その解決

をめざしてきたかを伝える。 

 

【環境】 

519『写真で見る自然環境再生』 

自然環境復元協会/編 

★一言で「環境再生」と言っても、なかな

か実態が浮かびにくいもの。この本では、

時系列に並べた写真や図を多用して、視覚

的にも理解しやすく解説してあります。 

 

【テレビ番組】 

699『チコちゃんに叱られる』 

NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班/編 

★「人と別れるとき、なぜ手を振る?」「な

ぜパンダは白黒?」チコちゃんの問いに答

えられますか？ …答えられないと叱ら

れてしまうかも。 

 

【スポーツ】 

┷783.7『甲子園、連れていきます! 横

浜高校野球部食堂物語』渡辺元美/著 

★横浜高校野球部合宿所の寮母による、球

児らの素顔。陰ながら支えてくれる人がい

るからこそ、強くなれるんだと再認識。 

 

【囲碁】 

796『頂へ 藤井聡太を生んだもの』岡村

淳司/編著 

★天才棋士、藤井聡太はどうやって誕生し

たのか。地元記者による、藤井棋士の成長

と進化の記録。 

 

【英会話】 

837『こんなに簡単!鈴木亮平の中学英語

で世界一周!』鈴木亮平/著 

★俳優の鈴木亮平さんは、自力で英語を習

得したそうです。そのノウハウを学べば、

中学英語で世界一周…できるかも。 

 

【日本の小説】 

913『死にがいを求めて生きているの』 

朝井リョウ/著 

★植物状態のまま眠る青年と見守る友人。

美しい繋がりに見えるふたりの“歪な真実”

とは。 

┷913『坂の途中の家』角田光代/著 

★刑事裁判の補充裁判員になった里沙子

は、子どもを殺した母親をめぐる証言にふ

れるうちに、彼女の境遇にみずからを重ね

ていく。 

913『麦本三歩の好きなもの』住野よる/著 

★歩くのが好き、本が好き、そして今日が

好き。好きなものがたくさんあるから、毎

日はきっと楽しい。ほのぼの日常小説。 

913『傲慢と善良』辻村深月/著 

★進学、就職、恋愛、友情、結婚…一生の

うちに訪れる、いくつもの選択。でも、そ

れらを選び取ってきたのは本当に「私自身」

なのだろうか？ 

913『風は西から』村山由佳/著 

★健介が自ら命を絶ったのは、過労のせい

だったのか？ 恋人の千秋と健介の両親

は、大企業を相手に闘うことを決意する。 

 

【日本のエッセイ】 

913『かんがえる子ども』安野光雅/著 

★絵本の作り手として「自分で考える面白

さ」を子どもに伝えてきた画家・安野光雅

さん。そんな安野さんによる、「子ども」

や「学ぶこと」についてのエッセイ。 

 

 

 

┓シリーズ続編入りました┛ 

 

913『鹿の王 水底の橋』上橋菜穂子/著 

913『5 秒後に意外な結末 アポロンの

黄色い太陽』桃戸ハル/編著 

913『5 秒後に恋の結末 春が来たら、

泣くかもしれない』橘つばさ/著 

913『余物語』西尾維新/著 

数字…本の背ラベルにある分類番号 ♬…リクエストされた本 ┷…寄贈していただいた本 

英検・TOEIC・TOEFL の検定テキストが入りました！ 

    進路コーナーの棚の上に置いてあります。 

 

以前から問い合わせの多かった英検のテキスト（準 2 級

～1 級）に加え、TOEIC と TOEFL の公式問題集も購入

しました。 

受検する人、受検の予定はなくても出題内容が気になる

人、手にとってみてください。 

 

！！注意！！ こちらのテキストは貸出できません！ 

特に検定前の時期に、できるだけ多くの人が見ることが

できるように、貸出はしないことにしました。 

コピーは無料でできますので、希望者は司書まで。 

 

『英検 1 級過去 6 回全問題集 2019 年度版』（旺文社） 

『英検準 1 級過去 6 回全問題集 2019 年度版』（旺文社） 

『英検 2 級過去 6 回全問題集 2019 年度版』（旺文社） 

『英検準 2 級過去 6 回全問題集 2019 年度版』（旺文社） 

『TOEIC テスト公式問題集 新形式問題対応編』 

（国際ビジネスコミュニケーション協会） 

『ETS 公認ガイド TOEFL iBT』 

（マグロウヒル・エデュケーション） 


