浜田高校図書館
Ｒ1.10.21 発行

みはし薬局の田中眞由美様より、図書購入の

1-7 号

ための寄付金をいただきました。

今┿

年のノーベル化学賞を受賞された吉野彰さん。少年時代の吉野さんの知的好奇心に火をつけたのが、イギ

「生徒の皆さんがたくさんの本と出会い、心

リスの化学者マイケル・ファラデーの著作『ロウソクの科学』だったそうです。原書の刊行が 1861 年、日

豊かに成長されるように」というご好意を受

本語版の初刊行が 1933 年という歴史のある本で、現在でも大学入試の小論文試験で題材として取り上げられるな

け、下記の 37 冊の本を購入しました。

ど、長く読み継がれてきた名著です。2016 年にノーベル生理学・医学賞を受賞された大隅良典教授も少年時代に

高校生活を送る上で、皆さんの心の糧となる

読み、学者を志すようになったのだとか。1 冊の本から始まる遠大な物語に心を揺さぶられます。この本、浜高図

本ばかりです。

書館には 3 冊ありますので、ご興味の向きはぜひご一読を。知的好奇心がうずき始めるかも知れませんよ！

高校生活のお供に、ぜひ手にとってみてくだ
さいね！
※今回購入した本の背表紙に「みはし文庫」
のシールが貼ってあります。

図書館内のテーブルに展示中です！

※読書感想画とは…

本を読んだ感想を絵で表現するもの

┳です。

表紙に誘われて手を伸ばしたくなる！

「何だか難しそう…」
「でも面白そう！」
「挑戦してみようかな？」と思った人は、図書準備室
まで要綱を取りに来てください。本やコンクールに関しては司書・梶谷に、絵の制作に関して
は美術の春日先生にご相談ください。

141『
「面白い!」のつくり方』岩下智/著

488『飛翔 野生の瞬間』真木広造/撮影・監修

★独自の「面白いアウトプット」ができるようになれば無敵だ。

★意外に少ない、飛んでいる鳥の写真集。絵を描くときの参考にも。

141『しかけは世界を変える!!』松村真宏/著

491『ぜんぶわかる人体解剖図』坂井建雄、橋本尚詞/著

下記はコンクールの指定図書（読書感想文コンクールでいうところの課題図書）です。

★世の中を良くするための、ちょっとしたしかけをご紹介。

★私たちの体の中はどうなっている？ 一つひとつ探ってみよう。

もちろんこれ以外の本で感想画を描いてもかまいません。

159『「空気」を読んでも従わない』鴻上尚史/著

493『心の病気ってなんだろう?』松本卓也/著

★「生き苦しさ」の秘密を探り、生きやすくなるコツを知ろう。

★どんなことに困っている？ どうやって治療する？

175『神社の解剖図鑑 1・2』米澤貴紀(1)、本間美加子(2)/著

498.5『元気ごはん 栄養素密度が高い食事のすすめ』

★鳥居、社殿、狛犬。神社にあるものの名前や意味が分かる。

★毎日「10 の食品群」を摂取すべし。そのためのレシピを紹介。

235『図説オランダの歴史 改訂新版』佐藤弘幸/著

596『おトク素材で Cooking』シリーズ

※数字は本の背ラベルにある分類番号です。

289.1『これからを生きる君へ』天野篤/著

毎日新聞出版

★３浪ののち医学部へ進学、そして天皇の執刀医へ。挫折を乗り越えてきた著者からのエール。

★国名は知っているけど詳しくは知らない、オランダの歴史を知る。 ★素材別のレシピ本。今回は『卵』
『玉ねぎ』
『かぼちゃ』
『きの

913『徳治郎とボク』花形みつる/著、理論社

317『日本のカッコいい公務員図鑑』秋山謙一郎/監修

★頑固なおじいちゃん、徳次郎のガキ大将時代の話を聞き、ボクはおじいちゃんが大好きになった。

913『マレスケの虹』森川成美/作、小峰書店

320『僕らが生きているよのなかのしくみは「法」でわかる』 780『トップアスリートに伝授した勝利を呼び込む身体感覚
遠藤研一郎/著 の磨きかた』小山田良治/著

★ハワイに暮らす日系二世の少年・マレスケの平和な日常は、日米開戦とともに激変してしまった。

★いじめや嘘の投稿など、身近で起こりうる問題から法律を学ぶ。

★身体の動きの法則を体得する手順＝「動作のレシピ」を紹介。

332『14 歳からの資本主義』丸山俊一/著

837『ラダーシリーズ』

★私たちが生きる資本主義社会。一度、真剣に向き合ってみたい。

★はしご（ラダー）を昇るように段階を踏んで英語の語彙を増やそ

350『データサイエンス「超」入門』松本健太郎/著

う。今回は『クマのプーさん』
『エドガー・アラン・ポー名作

933『子犬たちのあした ロンドン大空襲』ミーガン・リクス/作、徳間書店

★世界を取り巻くデータの読み方を知れば世界が見えてくる。

選』(以上、Level 3(1600‐word)) 、
『ピノキオ』
（Level 2(1300‐

★激しい空襲の中で生まれた２匹の子犬と、逃げ出した愛犬を探す少女。戦火を生き抜く命の物語。

366『2030 年のハローワーク』図子慧/著

word)）が入りました。

★2030 年には皆さんも社会人。もしかしたら AI と働いている？

910『日本の文学 マンガで楽しむ名作』鈴木啓子/監修

376『高校生、とび出せ世界へ!』

★『山椒大夫』
『浮雲』など、日本の近代小説の名作をマンガで紹介。

★海外留学を経験した高校生と、その家族の体験談。

933『ザ・ランド・オブ・ストーリーズ 1～5』

913『南西の風やや強く』吉野万理子/著、あすなろ書房
★親の言いつけどおり勉強づけの日々を送る伊吹。夏の夜の思いがけない出会いが伊吹を変えていく。

こ』
『豚薄切り肉』
『鶏胸肉』
『鶏もも肉』
『鮭』の 8 冊が入りま

★公務員を目指すならまずは知ることから。118 職の公務員を紹介。 した。

過去の県コンクール入選作は、図書館前の廊下に飾ってあります。

440『宇宙大図鑑 200 この一冊で宇宙のことがすべてわかる!』

読書の秋×芸術の秋、あわせてご堪能あれ！

★宇宙についてイチから知りたい人も、深く知りたい人も。

★絵本の中に吸い込まれた双子の兄妹が、元の世界に戻るために呪

444『太陽のきほん』上出洋介/著
446『月のきほん』白尾元理/著

文を探す冒険に出る。童話の「その後」の世界を巡るファンタジー。

★ほぼ毎日見る太陽と月。その基礎知識を 1 冊で習得。

クリス・コルファー/著

【進路に関する本】

新着図書案内

【日本史】
┿210『日本史モノ事典 正』『日本史

146『公認心理師の一日』
WILL こども知育研究所/編著

317『消防官になるには』益田美樹/著
376『外国語学部（大学学部調べ）』
元木裕/著

498『臨床工学技士になるには』

┷596『オーブンでスイッチポン!の絶
品レシピ』主婦の友社/編

┯913『魔女は甦る』中山七里/著

★電子レンジに材料を入れ、スイッチを入

れた。彼はある薬物の開発に携わっていた

★武具・商工・酒食・仏神など、縄文時代

れて待つだけ。オーブン料理のレシピ本。

が、それは数ケ月前、少年達が凶悪事件を

～昭和 30 年代の日本に存在した<モノ>約

┷596『やさしいバナナのお菓子』

起こす原因となった麻薬だった。

モノ事典 続』平凡社/編

4000 点の形と名前がわかる本。

┿217『鳥取県の歴史 第 2 版』

岩間靖典/著

内藤正中/ほか著

602『会社四季報業界地図 2020 年版』 ★鳥取県の歴史を凝縮した通史。

・数字は本の背ラベルにある分類番号です

若山曜子/著

・♬はリクエストされた本です

★とにかくバナナが大好きな人、必見。

・┷は寄贈していただいた本です
・┿は教職員互助会からの寄付金で購入した本です

【読書】

山本正/著

┷019『答えは本の中に隠れている』
岩波ジュニア新書編集部/編

★アイルランドの豊かな文化と苦難の歴史

★悩んだときは本を開こう。そこには先人

を俯瞰する本。北アイルランド紛争と和平

の教えがぎっしりと詰まっている。

プロセスも解説。

【伝記・家系】
┿280『図説世界史を変えた 50 の指

ブ 学問からの挑戦』『 〃 学問への
招待』『 〃 ガクモンの宇宙』

導者』チャールズ・フィリップス/著
★モーセやカエサルからピカソ、ジョブズ
まで、世界史にその名を刻んだリーダーの

★東大教養学部の講義「高校生のための金

業績を紹介。

曜特別講座」の書籍化。イラストレーショ

288『令和新修歴代天皇・年号事典』

ンのパワー、分子の噛み合わせの科学、レ

米田雄介/編

ジャーに隠されたミステリーなどを収録。

★神武天皇から今上天皇まで、すべての天
皇と年号を網羅して紹介。

ジュアル図鑑。心の病についても解説。

★誰のまねもせず、誰もうらやまず、自分
自身を大切にするためのアドバイス。

約 3000 点の形と名前がわかる本。

★細胞の中身、ヘリコプターの飛ぶ仕組み、

【医療】

ルな言葉とイラストで解説。

┷493『子どもの脳を傷つける親たち』
友田明美/著

【物理学】
┿425『イラストレイテッド光の科学』

★子どもの脳を科学的に解明し、健全な心
の発達を促す愛着形成の重要性を説く。

田所利康/ほか著
ようにふるまっているのかを解説。

【建設】
┿510『建設中。』勝田尚哉/写真・文

┿425『イラストレイテッド光の実験』

★通常は立ち入ることのできない、そして

★身近な光学現象を取り上げて、光がどの

完成したら全てなくなってしまう、貴重な
建設現場の写真集。

★世界を悩ませるプラスチック汚染。国や
企業だけでなく、私たち一人ひとりが取り

【教育】

まとめた本。

組むべき課題も解説。

370『最新教育キーワード 155 のキー
ワードで押さえる教育』

【古生物学】
┿457『ならべてくらべる絶滅と進化

【料理】
┿596『料理の科学大図鑑』

★教育学部を目指す人、特に小論文試験や
面接試験を受ける人、目を通しておくべし。

375『パフォーマンス評価で生徒の「資
質・能力」を育てる』西岡加名恵/編著

だがある日、殺人事件に使われた凶器から、

699『部活でスキルアップ!放送活躍の
ポイント 50』さらだたまこ/監修

七尾の指紋が検出される。

★基礎力をアップさせる練習法から、朗

★新人脚本家の千尋は、映画監督の香から

読・アナウンス力を向上させるためのポイ

新作の相談を受けた。香は 15 年前に起きた、

ント、作品制作の秘訣までを解説。

「笹塚町一家殺害事件」を手がけたいとい
うが…。

【美術】
┿702『江戸の美術大図鑑』
★絵画や染織、建築にデザインまで、江戸

721・723『アート・ビギナーズ・コ
レクション』シリーズ

ふたつの血に翻弄される 3 人の少年少女は、
国を揺るがす争いに巻き込まれていく。

【外国の文学】
921『基礎からわかる漢詩の読み方・
楽しみ方』鷲野正明/監修

術家の生涯と作品をたどるシリーズ。今回

★漢詩の歴史と基本的なルール、さらに鑑

入った本は以下の 13 冊。

賞のポイントや豆知識をテーマ別に紹介。

サルバトール・ダリ/カンディンスキー/

983『「罪と罰」を読まない』

ミケランジェロ/ラファエッロ/マティス/

岸本佐知子/ほか著

マグリット/ベラスケス/ターナー/ミレー/

★ドストエフスキーの『罪と罰』を読まず

ルドン/ムンク/マネ/ゴヤ

に、内容を推測しながら挑む読書会。もち

枝廣淳子/著

スチュアート・ファリモンド/著

★有史以来、数多くの動物が絶滅し、生き

★おいしく作りたい、おいしく食べたい。

残った動物は進化を遂げてきた。動物たち

そのために欠かせない科学的知識の本。

の生存戦略を起源から振り返る。

【音楽】
┿763『楽器の音色がすぐ聴ける世界
の民族楽器図鑑』民音音楽博物館/監修
★約 100 種類の民族楽器について解説。80

┓--シリーズ続編入りました--┛
361『うちのトコでは 5・6』
もぐら/著

種類の楽器の音源が聴ける QR コードつき。

┷913『裏切りのホワイトカード
（池袋ウエストゲートパーク 13）
』

【日本語】

石田衣良/著

817『日本語で外国人と話す技術』
高嶋幸太/著
★日本語を少し学んだ相手と、日本語でコ
ミュニケーションをとるコツを伝授。

【日本の小説】

┷913『キラキラ共和国』小川糸/著
★『ツバキ文具店』の続編。

913『ロード・エルメロイⅡ世の事件
簿 5』三田誠/著
913『水族館ガール 6』
木宮条太郎/著

913『月人壮士(おとこ)』澤田瞳子/著
★東大寺大仏の開眼供養から 4 年、仏教政

めた本。新たな授業、カリキュラム、評価

策を推進した帝の宝算は尽きる。道祖王を

★歴史動くところ、戦略あり。戦略を進め

実践などを紹介。

レグ・グラント/ほか著

★「海」と「山」
、決して交わることのない

★『もっと知りたい○○』のタイトルで芸

★京都府立園部高等学校の教育実践をまと

┿209『世界史大図鑑』

913『蒼色の大地』薬丸岳/著

時代の美術を幅広く、そして深く紹介。

┿204『図説世界史を変えた 50 の戦
略』ダニエル・スミス/著

914『星空の谷川俊太郎質問箱』谷川俊太郎/著 ★詩人・谷川さんの、64 問 64 答。

た人物や、戦略への取り組み・成果を紹介。

913『落日』湊かなえ/著

ろん、その後にみっちり読んでから再討論。

【環境】

の動物史』川崎悟司/著

★麻薬取締官の七尾は、特殊薬物“ヒート”

【放送】

狩野博幸/ほか監修

法律の文章など、込み入ったものをシンプ

名も地域によってさまざま。その呼び名を

★紋章・武器・乗り物・衣装など、古代～
第二次世界大戦頃の世界に存在した<モノ>

態写真や標本写真を用いて紹介。

★方言が多様であるように、同じ星の呼び

藤田晃之/ほか編著

【世界史】
┿203『世界史モノ事典』平凡社/編

から 734 種類を選び、その種子と果実を生

519『プラスチック汚染とは何か』

掲載（残念ながら島根の地図は未掲載）。

159『私は私のままで生きることにし
た』キム/スヒョン/著

┿404『ホワット・イズ・ディス?』

【天文学】
┿443『日本の星名事典』北尾浩一/著

★伊能忠敬が作った日本地図「伊能図」の
中から、全国 25 か所を現代の地図と並べて

【生き方】

★私たちの身近な環境で見られる草木の中

影」といった光の実験を紹介。

河出書房新社編集部/編

★私たちのココロを知るためのインフォビ

鈴木庸夫/共著

★謎だらけの宇宙をあえて言葉にしてみる。

★「砂糖水をカラフルにする」
「逃げ水の撮

【地理】
┿291『伊能図探検』

【植物】
┿471『草木の種子と果実 増補改訂』

エラ・フランシス・サンダース/著

田所利康/ほか著

【心理学】
140『ひと目でわかる心のしくみとは
たらき図鑑』黒木俊秀/日本語版監修

404『ことばにできない宇宙のふしぎ』

ランドール・マンロー/著

【雑記】
┿041『高校生のための東大授業ライ

東京大学教養学部/編

【自然科学】

┯913『ヒートアップ』中山七里/著
が原因で起こった抗争の捜査を進めていた。

東洋経済新報社/編

【各国史】
┿233『図説アイルランドの歴史』

★製薬会社の社員がバラバラ死体で発見さ

【習俗】
┿383『絵引民具の事典 普及版』

皇太子にとの遺詔が残されるも、その言に
疑いを持つ者が…。

┷913『朝が来る』辻村深月/著
★親子 3 人で穏やかに暮らす栗原家に、突

★人類の起源から現在までの世界史上で重

岩井宏實/監修

如かかってきた電話。
「子どもを、返してほ

要な出来事を解説。世界史の全体像をつか

★日本で使われてきた民具を紹介し、用

しいんです」そう話す女が名乗ったのは、

みたい人におすすめ。

途・構造・地域による違いなどを解説。

息子の産みの母の名前だった。

“コンビニに生まれかわってしまってもクセ毛で俺と気づいてほしい”
―歌集 ┿911.1『コンビニに生まれかわってしまっても』西村曜/著 より

┓--継続購入図書--┛
031『ギネス世界記録

2020』

クレイグ・グレンディ/編

350『世界国勢図会

2019/20』

矢野恒太記念会/編集

“嘘吐きは始まりだから来たる朝あおい造花で髪を飾ろう”
―歌集 ┿911.1『花は泡、そこにいたって会いたいよ』初谷むい/著 より

