
 

学期が始まりました。とはいえ、しばらくは浜高祭の準備が続きますので、非日常感の只中かも知れませ

ん。非日常感といえば…新学期早々の停電に伴い、クーラーの止まった暑い教室で課題テストに臨むこと

になった皆さん、短い間とはいえ大変でしたね。ところで停電が発生したとき、すぐに状況に順応することがで

きましたか？ 慌てず動ぜず、常に泰然自若の姿勢を貫くには、日頃から予期せぬ事態に慌てないための心構え

が欠かせません。そのために大切なのは経験を積むことと、知識を増やすこと。浜高生活の中で、心身ともに鍛

えていってほしいと思います。そのためにもちろん、図書館を活用してくださいね！ 

 

夏休み中に蔵書点検（＝図書館の本が紛失していないか、1冊 1冊調べる作業）を行いました。 

今回の点検で新たに発覚した不明図書は、以下の 17冊です。 

ロッカーの中や部室などに眠っていないか、今一度身の周りを探してみてください。また、単純な貸出処理ミス

ということも考えられますので、その場合は通常どおり図書館に返却してください。 

 

背ラベル 書名・著者名・出版社名 or シリーズ名 

019/ｵ/ 『読書で見つけたこころに効く「名言・名セリフ」』岡崎武志/著、光文社知恵の森文庫 

099/ﾓ/3 『森鷗外全集 3』森鷗外/著、筑摩書房 

099.3/T/ 『象られた力』飛浩隆/著、ハヤカワ文庫 JA 

317//進路 『消防官になるための徹底ガイド』木精舎編輯所/編、三修社 

379/ｴ/ 『ほめると子どもはダメになる』榎本博明/著、新潮新書 

519/ﾀ/ 『キーワードで読む環境問題 55』立山/裕二‖著、総合法令出版 

666/ｺ/ 『はじめての熱帯魚&水草パーフェクト BOOK』小林/圭介‖監修、ナツメ社 

708/ｻﾞ/10 『現代世界美術全集 10 ルドン ルソー』座右宝刊行会/編集制作、集英社 

783.2/ﾖ/ 『考えて強くなるバレーボールのトレーニング』吉田清司・渡辺啓太/著、大修館書店 

911.6/N/ 『元気をくれる歌 歌を読む詩集あゆとサザンで学ぶ詩の世界』根本浩/著、金の星社 

913/ﾅ/ 『夏休み』中村航/著、集英社文庫 

913/ﾆ/24 『宵物語（物語シリーズ）』西尾維新/著、講談社 

913/ﾎ/ 『チェーン・ポイズン』本多孝好/著、講談社 

913/ﾔ/ 『モニタールーム』山田悠介/著、角川文庫 

913/ﾔ/ 『14 歳の水平線』椰月美智子/著、双葉文庫 

913/ﾘ/3 『99 のなみだ 第 3 夜』リンダブックス編集部/編著、泰文堂 

913/ﾜ/8 『やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 8』渡航/著、ガガガ文庫 

 

 

■日時┳8月 30 日（金）浜高祭 2 日目 11:00～11:40 

■場所┳図書館 

■発表者 & 発表順┳①3-6 松本 青空くん  ②2-4 高原 悠汰くん 

③2-4 吉本 翔くん     ④2-2 齋藤 葉月さん 

 

 

 

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（養護助教諭）のイチオシ本です！ 

 

『信念の魔術』（C.M．ブリストル/著、ダイヤモンド社 1982 年） 

なんと、70 年間読み継がれている本です。二十歳の頃、知人に紹介してもらい、何度も読み返しました。

読みやすい内容で「信念一つで人生は変わる」という実践哲学は「精神一到何事か成らざらん」や 

「Where there’s a will, there’s a way」に通じるものがあります。 

人生の岐路に立ったとき、よくこの本を読み直していました。今の私を形成しているものの 

土台になっていると思います。生き方や考え方に悩んだりした時、手に取ってみてください。 

 

本の オススメ度 … ★★★★★    本の 人生のバイブル度 … ★★★★★ 

 

 

・8/28(水)浜高祭前日  … 会場設営のため、放課後は図書館を閉館します。 

・8/29(木)文化祭 1 日目 … 終日閉館です。 

・8/30(金)文化祭 2 日目 … ビブリオバトルの時程は上記のとおり。 

              それ以外の時間帯は通常どおり図書館を利用できます。 

・8/31(土)体育祭    … 終日閉館です。 
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今年の校内ビブリオバトル大会

では、4人の皆さんがオススメの本

を持ち寄って紹介します。 

読みたい本に出会えるチャンス

かも!? 聞きに来ないなんてもっ

たいない!!  

聞き手は予約不要です!! 



【進路に関する本】 

031『現代用語の基礎知識学習版 

2019-2020』現代用語検定協会/監修 

317『警察官の一日』 

WILL こども知育研究所/編著 

338『証券・保険業界で働く』 

生島典子/著 

376『獣医学部 （大学学部調べ）』

斉藤智/著 

376『誰でも簡単に書ける志望理由

書講座』石橋知也/著 

376『採点者の心をつかむ合格する

プレゼンテーション・面接・集団討

論』鈴木鋭智/著 

816『受かる小論文の絶対ルール』

樋口裕一/著 

 

【島根県に関する本】 

092『郷土石見 111』石見郷土研

究懇話会/編 

┷093.7『森・里・海の環境教育』

滝口素行/著 

★浜高などで環境教育の実践を行った

著者が、森・里・海に関する内容のうち、

開発と環境保全の両面から課題・テーマ

性のあるものを取り上げてまとめる。 

 

【心理学】 

140『アドラー心理学がよくわかる

本』中野明/著 

★アドラー心理学に関する基礎知識が

身につく入門テキスト。 

146『心のトリセツ「ユング心理学」

がよくわかる本』長尾剛/著 

★心の表も裏もわかるユング心理学の

基本をやさしく解説。 

 

【世界史】 

209『日本と世界の今がわかる さ

かのぼり現代史』長谷川敦/著 

★「日本の今」「世界と国際情勢」を対

象としたテーマを挙げ、各テーマについ

て時代をさかのぼりながら、その原因や

転換点を探る。 

209『一度読んだら絶対に忘れない

世界史の教科書』山崎圭一/著 

★YouTube で動画授業を配信する高校

教諭による「ストーリー」に特化した新

しい参考書。 

 

【日本史】 

210.2『知られざる弥生ライフ』 

譽田亜紀子/著 

★衣食住や祭祀、遺跡など、知っている

ようで知らない弥生時代の基礎知識を

紹介。 

┯210.4『インスタ映えする戦国時

代』スエヒロ/著 

★もしも戦国武将がインスタグラムや

LINE などの SNS やメールを活用してい

たら…。パロディ画像で歴史を紹介。 

 

【地理・紀行】 

290『現役東大生の世界一おもしろ

い教養講座』西岡壱誠/著 

★「日本のマンガ×山」、「ドナルド・ト

ランプ×トヨタ」など、「地理を活かし

て世界を見る手段」を紹介。 

┯291『「地図感覚」から都市を読

み解く』今和泉隆行/著 

★架空の都市の地図を描き続ける著者

が、地図に散らばるあらゆる情報をキャ

ッチする方法を、日本全国の特徴的な地

域を例に図説する。 

297『南極ではたらく かあちゃん、

調理隊員になる』渡貫淳子/著 

★ごく普通の主婦から南極地域観測隊

の調理隊員になった著者（ちまたで話題

の「悪魔のおにぎり」の生みの親でもあ

る）が綴る、昭和基地での生活。 

 

【外交】 

319『13 歳からの日本外交』 

孫崎享/著 

★元外務省国際情報局長である著者が、

中学生や高校生にもわかるよう、日本外

交のあるべき姿を解説。 

 

【経営学】 

335『大学 4 年間の経営学が 10 時

間でざっと学べる』高橋伸夫/著 

★経営管理論の始まりから経営戦略、イ

ノベーションまで、経営学で知ってほし

いことを 20 項目に分けて解説。 

 

【地方性】 

361『県民性の人間学』 

祖父江孝男/著 

★どのようにして県民性は作られてき

たのか。言葉の訛りや文化風俗から、人

柄気質の違いまで、都道府県ごとに紹介。 

 

【教育】 

376『ぼくはイエローでホワイトで、

ちょっとブルー』ブレイディみかこ/著 

★人種も貧富もごちゃまぜの中学校に

通い始めた少年。今まで知らなかったけ

れど、世の中って本当はこうなんだ。イ

ギリスの学校生活を綴ったエッセイ。 

 

 

 

【食文化】 

┯383『地理女子が教えるご当地グ

ルメの地理学』尾形希莉子、長谷川直

子/著 

★あの食べ物はなぜそこで生まれたの

か。全国のご当地グルメを都道府県別に

取り上げ、その成り立ちを地理学の観点

から解説。 

 

【物理学】 

420『知識ゼロでも楽しく読める!

物理のしくみ』川村康文/監修 

★飛行機はどうやって飛んでいる? 超

音波ってどんな音? 物理の要素を平易

な文章で、難しい数式も使わずに紹介。 

423『秘伝の微積物理』青山均/著 

★高校までの物理と微積を使った物理

の違いがよくわかる本。 

 

【化学】 

430『学びなおし中学・高校化学』 

★原子の話から、周期表と元素の特徴、

化学結合や化学反応、有機化学までやさ

しく解説。 

 

【動物】 

486『糸を出すすごい虫たち』 

大崎茂芳/著 

★昆虫やクモなどの糸を出す虫たち。糸

にまつわる秘密を解き明かすとともに、

それらの素材としての可能性を探る。 

488『小笠原が救った鳥』 

有川美紀子/著 

★絶滅の淵に追い込まれていたアカガ

シラカラスバト。小笠原で国指定天然記

念物の幻の鳥を、絶滅の危機から救った

人々の 10年の記録。 

 

【医療】 

498『安全な医療のための「働き方

改革」』植山直人/著 

★医師の連続 30時間を超える労働や、

夜間診療が恒常化している医療現場。医

師の過重労働は、何をもたらすのか。 

 

【建築】 

526『世界の美しい学校』パイイン

ターナショナル/編著 

★世界各国の美しい校舎と景観 100 を

紹介。見ているだけで楽しくなる！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【料理】 

596『小林カツ代の永久不滅レシピ

101』小林カツ代/著 

★毎日のごはん作りを楽しく簡単にし

た料理家による伝説のレシピ集。596

『基本のきちんと和食』市瀬悦子/著 

★覚えておきたい定番和食から、主菜、

副菜、チャレンジ和食まで、人気・定番

和食が満載。 

596『そこそこきちんと、まいにち

作れるおいしい献立』高山かづえ/著 

★甘辛しょうゆだれ、豆乳マヨだれなど、

作っておくと便利な合わせだれ 8種と、

その活用メニューを紹介。 

596『2 食材で簡単!肉×野菜のスゴ

うま!おかず』市瀬悦子/著 

★普段よく使う 4 種の肉×13 種の野菜

で簡単に作れる、バリエーション豊富な

レシピ集。 

596『おトク素材で Cooking 6 豚

ひき肉は、変身上手。/11 じゃが

いもにぞっこん!/18 さばでパワ

ー充電!』 

★おトクな素材を手に入れたとき、作る

ものがワンパターンにならないための

レシピブック。 

┷596『朝ごはんのアイデア 365

日』森田佐和子/著 

★主食・おかず・汁物や常備菜と、それ

ぞれのアレンジアイデアを紹介。ドリン

ク・デザートのアレンジアイデアも掲載。 

┷596『毎朝が楽しくなる!朝ごは

ん』藤岡操/著 

★ワンプレート、パン、お米、スープと

いう 4種類に分けて、手軽に、さっと作

れる朝ごはんレシピを紹介。 

 

【家事】 

597『ラクして続く、家事テク』牛

尾理恵/著 

★家事がラクになる考え方や掃除・収納

のテクニックを、キッチン、洗面所・浴

室・トイレ、リビング、寝室など場所別

に紹介。 

597『ナチュラルおそうじ大全』本

橋ひろえ/著 

★重曹、クエン酸、過炭酸ナトリウム、

アルコール、石けんを使って、家中の汚

れを落とそう。掃除を楽にするグッズ選

びや汚さないコツも紹介。 

 

 

 

 

 

 

【写真】 

743『おいしいかわいい料理写真の

撮り方』佐藤朗/著 

★手持ちのカメラとスマホで、料理をよ

りおいしそうに撮影する方法を紹介。 

 

【芸能】 

779『トレバー・ノア 生まれたこ

とが犯罪!?』トレバー・ノア/著 

★アパルトヘイト体制下の南アフリカ

で、黒人の母と白人の父の間に生まれた

トレバー・ノア。アメリカで活躍するコ

メディアンが、「笑い」という自由をく

れた母親と自身の半生について綴る。 

 

【世界の文学】 

908『注目すべき 125 通の手紙』

ショーン・アッシャー/編 

★エリザベス二世からアイゼンハワー

大統領へ、切り裂きジャックから自警団

長へ。時代を越えて人々の心を動かす手

紙 125通の訳文と解説、原本を収録。 

 

【日本の小説】 

913『早朝始発の殺風景』 

青崎有吾/著 

★始発の電車で、放課後のファミレスで、

観覧車のゴンドラの中で。不器用な高校

生たちの関係が、小さな謎と会話を通じ

て、少しずつ変わってゆく。 

913『クジラアタマの王様』 

伊坂幸太郎/著 

★製菓会社に寄せられた 1 本のクレー

ム電話。広報部員・岸はその事後対応を

すればよい…はずだった。だが訪ねてき

た男の存在によって、岸の日常は思いも

よらない事態へと一気に加速する。 

913『星の子』今村夏子/著 

★林ちひろは中学 3年生。出生直後から

病弱だった娘を救いたい一心で、ちひろ

の両親は「あやしい宗教」にのめり込ん

でいき、その信仰は少しずつ家族のかた

ちを歪めていく。 

913『ガラスの城壁』神永学/著 

★父が逮捕された中学 2年生の悠馬。父

の無実が明らかになっても、学校での居

場所はない。転校生の暁斗から「真犯人

を捕まえられるんじゃないか」と提案さ

れ、2人は事件を調べ始めるが…。 

┷913『小説天気の子』新海誠/著 

★高校 1年の夏、離島から家出し、東京

にやってきた帆高。降り続く雨の中、都

会の片隅で、不思議な能力を持つ少女・

陽菜に出会い…。 

 

 

913『名探偵誕生』似鳥鶏/著 

★子どもの頃、うちの隣に名探偵のお姉

ちゃんが住んでいた。お姉ちゃんの隣で

成長していく日々のなかで、日本中を騒

がせることになる事件が起きる。僕は傷

ついたお姉ちゃんのために、事件の真相

を探ることに…。 

913『希望の糸』東野圭吾/著 

★死んだ人のことなんか知らない。あた

しは、誰かの代わりに生まれてきたんじ

ゃない-。ある殺人事件で絡み合う、容

疑者そして若き刑事の苦悩。 

 

【日本のエッセイ】 

916『僕が夫に出会うまで』七崎良

輔/著 

★2015年、築地本願寺ではじめての「同

性結婚式」を挙げた著者が、その半生を

振り返る。 

 

【外国の小説】 

┷933『銀行強盗にあって妻が縮ん

でしまった事件』 

アンドリュー・カウフマン/著 

★銀行強盗にあった被害者たちは、身長

が日に日に縮んだり、夫が雪だるまにな

ったり、母親が 98 人に分裂したり…。

なぜこんなことが起きるのか? 謎が解

けた人は、ぜひ司書に教えてください。 

933『カササギ殺人事件 上・下』

アンソニー・ホロヴィッツ/著 

★パイ屋敷の家政婦が階段の下で亡く

なっていた。事故か、あるいは事件か。

余命僅かな名探偵アティカス・ピュント

の推理は?  

 

 

┿ シリーズ続編入りました ┿ 

 

430『亜澄錬太郎の事件簿 5』 

齋藤勝裕/著 

783.7『甲子園を目指せ!進学校野

球部の勝利への方程式』 

タイムリー編集部/編 

┷913『今昔百鬼拾遺 鬼/天狗/河

童』京極夏彦/著 

┷913『キノの旅 22』 

時雨沢恵一/著 

┷913『響け!ユーフォニアム 北宇

治高校吹奏楽部、決意の最終楽章 

後編』武田綾乃/著 

913『いまさら翼といわれても（「古

典部」シリーズ）』米澤穂信/著 
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