
 

型肺炎を巡る騒動は未だ収まる気配がありません。未知のウイルスや謎の食中毒が広

まっていく恐怖を描いた小説は数多くありますが、いずれも物語の主軸は病気や病原

体ではなく、うわさや不確実な情報に振り回される大衆の姿であるように思えます。新型肺炎

については詳細が不明な部分もありますが、私たちにできる最善策は、溢れかえる情報に振り

回されないことなのかも知れません。その上でマスクの着用・うがい・手洗い等の予防策を忘

れずに！ 

（右の本：『正しく怖がる感染症』岡田晴恵/著、ちくまプリマー新書 2017） 

 

12 月中に皆さんに呼びかけ、おすすめの本を

紹介する POP を作成してもらいました。参加

したのは 1～3 年生の 29 名。それぞれ工夫を

凝らして、個性豊かな POPを完成させました。 

皆さんの POPは 2月 11日（火）から約 1ヶ月

間、浜田市立中央図書館のカウンター横にて

展示されます。 

POPのそばには、皆さんが紹介した本も並べて

くださっています。POPの役割は、本に興味を

持ってもらい、「この本を読んでみたいな」と

思わせること。素敵な POP を見た後は、ぜひ

本を開いてみてくださいね。 

併せて、美術部が作成した読書感想画の画像（※原画ではありません）も展示中です。こちらも見逃せない！ 

 

 

各種行事に伴い、閉館時間が不規則になりますのでご注意ください。 

何も書いていない日は通常どおり 8:15～18:00に利用できます。 

月 火 水 木 金 

2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 
振替休日 

試験勉強ガンバレ 

 ★ワックスがけ★ 

終了後は閉館です 

  

3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 

 ★卒業式★ 

15 時に閉館です 

★入試準備★ 

13:30 に閉館です 

★入試★ 

学校はお休みです 

★入試採点日★ 

学校はお休みです 

 

雑誌『ダ・ヴィンチ』が選ぶ、昨年出版された本の中から厳選された「おすすめ本」です。 

浜高図書館にあるものを挙げてみました。少しでも興味をひかれた時、それが「読み時」ですよ！ 

 ※図書館奥のテーブルにて展示中です。 

 

【小説】 

・『むかしむかしあるところに、死体がありました。』 

青柳碧人、双葉社 

・『死にがいを求めて生きているの』 

朝井リョウ/著、中央公論新社 

・『陸王』池井戸潤、集英社 

・『フーガはユーガ』伊坂幸太郎/著、実業之日本社 

・『クジラアタマの王様』伊坂幸太郎/著、NHK出版 

・『シーソーモンスター』 

伊坂幸太郎/著、中央公論新社 

・『サブマリン』伊坂幸太郎/著、講談社 

・『むらさきのスカートの女』 

今村夏子/著、朝日新聞出版 

・『屍人荘の殺人』今村昌弘/著、東京創元社 

・『魔眼の匣の殺人』今村昌弘/著、東京創元社 

・『風と行く者 守り人外伝』上橋菜穂子/著、偕成社 

・『鹿の王 水底の橋』上橋菜穂子/著、KADOKAWA 

・『十二人の死にたい子どもたち』 

冲方丁/著、文藝春秋 

・『営繕かるかや怪異譚 その弐』 

小野不由美/著、KADOKAWA 

・『蜜蜂と遠雷』恩田陸/著、幻冬舎 

・『救いの森』小林由香/著、角川春樹事務所 

・『罪の声』塩田武士/著、講談社文庫 

・『後宮の烏 3』白川紺子、集英社オレンジ文庫 

・『小説天気の子』深海誠/著、角川文庫 

・『トラぺジウム』高山一実/著、KADOKAWA 

  

・『傲慢と善良』辻村深月/著、朝日新聞出版 

・『線は、僕を描く』砥上裕將/著、講談社 

・『新章神様のカルテ』夏川草介/著、小学館 

・『掟上今日子の乗車券』西尾維新/著、講談社 

・『危険なビーナス』東野圭吾、講談社 

・『希望の糸』東野圭吾/著、講談社 

・『沈黙のパレード』東野圭吾/著、文藝春秋 

・『マチネの終わりに』平野啓一郎、文藝春秋 

・『劇場』又吉直樹/著、新潮社 

・『騎士団長殺し 上・下』村上春樹/著、新潮社 

・『みかづき』森絵都/著、集英社 

・『熱帯』森見登美彦/著、文藝春秋 

・『犯罪小説集』吉田修一/著、KADOKAWA 

・『本と鍵の季節』米澤穂信/著、集英社 

・『いまさら翼といわれても』 

米澤穂信/著、角川文庫 

【その他】 

・『FACTFULNESS』 

ハンス・ロスリング/ほか著、日経 BP社 

・『日本が売られる』堤未果/著、幻冬舎新書 

・『ケーキの切れない非行少年たち』 

宮口幸治/著、新潮新書 

・『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、小学館 

・『ヴィオラ母さん』ヤマザキマリ/著、文藝春秋 

・『思わず考えちゃう』ヨシタケシンスケ/著、新潮社 

 

 

 

 

 

突然ですが、図書館内には窓が何枚あるでしょう？ ･･･正解は 72枚です。予想より多かったですか？それともあれだけ広ければ

それくらいあっても不思議じゃない、といったところでしょうか。 

さてさて、ストーブを使用するこの季節、この大量の窓の結露対策に頭を悩ませています。対策と言っても予防は難しく、ひたす

ら窓を拭いて回るしかないのが現状ですが。そりゃストーブに薬缶なんてかけりゃ結露するのは当然だよ、という声も聞こえます

が、そうしないと今度は乾燥がひどく、とてもじゃないですが過ごせたもんじゃないのです。本当は本にとって多湿は敵なのです

が･･･。人と本、デリケートな２者が共存する図書館における、冬季おなじみの苦労話でした。 
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【進路・入試に関する本】 
376『幼稚園教諭になるには』 

大豆生田啓友/著 

813『朝日キーワード 2021』 

朝日新聞出版/編 

 

【論文集・雑著】 
041『失われたドーナツの穴を求めて』 

芝垣亮介/ほか編 

★歴史学、経済学、物質文化論、コミュニ

ケーション学、数学…。研究者がそれぞれ

の専門分野から「ドーナツの穴」を分析し

た論文 8 本と、ドーナツや穴にまつわる知

的発見をまとめたコラムを収録。 

049『仰げば尊し、和菓子の ON?』 

高崎康史/著 

★↑違いますよ、「我が師の恩」です。こ

んなふうに、“分かっているつもりで実は

よく分かっていない”事項をテーマに、

数々のトリビアを紹介する。 

 

【島根に関する本】 
┷093.3『鳥取・島根のリーディング

企業 2020』 

★島根を牽引する企業をチェック！ 

093.7『伝統高校 100 西日本篇』 

猪熊建夫/著 

★西日本各地の伝統高校から 100 校を選

出し、校風や歴史を紹介するとともに、さ

まざまな分野で活躍する卒業生を詳述。浜

田高校からは誰が紹介されているかな？ 

093.7『韓国の竹島教育の現状とその

問題点』下條正男/著 

★韓国の高校生用の副教材、2016 年度版

「独島を正しく知る」の歴史分野を中心に、

韓国側の独島教育では何をどのように教

えているのか解説。 

 

 

【日本史】 
210『豊臣秀吉を名乗る人物から刀狩

りの連絡が来ました。詐欺でしょう

か?』スエヒロ/著 

★坂本龍馬が LINE で西郷隆盛を既読スル

ー、古今和歌集を CD ジャケット風に、火

縄銃のアマゾンレビュー…。日本史や世界

史に登場する様々なエピソードを現代風

にパロディ化。 

210.7『街場の平成論』内田樹/編 

★日本の国運が「隆盛」から「衰退」へと

切り替わる転換期だった平成の 30 年。こ

の間に生まれた<絶望>と<希望>を、政治・

社会・宗教・自然科学などの観点から回想

する。 

 

【国章・家紋】 
288『図説ヨーロッパの紋章』 

浜本隆志/著 

★斬新な構図、美しい彩色。そのすべてが

歴史を物語るヨーロッパの紋章。皇帝や貴

族、都市、ギルドや屋号など、さまざまな

紋章を手掛かりに、読み解き方と込められ

た意味、奥深い歴史と変遷を探る。 

 

【各国事情】 
302『池上彰の世界の見方 イギリス

と EU』池上彰/著 

★EU 離脱はなぜ泥沼に陥ったのか? 若者

が投票に行っていれば、EU に残留してい

た? 意外に知らないイギリスの EU 離脱の

実情をわかりやすく解説する。 

 

【経済】 
335『60 分でわかる!SDGs 超入門』 

バウンド/著 

★SDGs の基礎知識からビジネスに絞った

テーマまでわかりやすく解説。経営とリン

クさせるツール SDG Compassも取り上げる。 

 

【統計】 
350『データブックオブ・ザ・ワール

ド Vol.32(2020)』 

★世界の最新データを知るための統計書。 

 

【労働】 
┷366『過労死 110 番』 

森岡孝二/ほか編 

★過労死・過労自殺が減る兆しが見えない

今、どういった取り組みが必要なのか。過

労死救済の歩みを辿り、現在の課題を見す

える。 

┷366『最低賃金 生活保障の基盤』

日本弁護士連合会貧困問題対策本部/編 

★最低賃金が、日本社会でセーフティネッ

トとしての役割を果たすためには、どうす

ればいいのか。制度の仕組みから、海外の

事例まで幅広く紹介。 

 

 

 

 

【性】 
367『大人になる前に知る命のこと』 

加納尚美/編著 

★10 代が直面する心・身体・性の悩み。

助産師などの専門家が、命の尊さ、性の本

当のこと、性の多様性(LGBT)を尊重し、自

分らしく生きることの大切さを伝える。 

367『大人になる前に知る性のこと』 

加納尚美/ほか編著 

★人生で直面する「性」への疑問に答え、

「性」との向き合い方を伝授。医療機関や

相談窓口の利用の仕方、性感染症や性暴力

などへの対処法も解説。 

 

【サバイバル】 
┷369『極限メシ! あの人が生き抜

くために食べたもの』西牟田靖/著 

★水も食糧も尽きた太平洋上や、マイナス

40 度のシベリア。極限状態に陥った人た

ちが、何を食べ、どのように生き抜いたか

を語った、サバイバル・インタビュー集。 

 

【教育】 
370『学校の面白いを歩いてみた。』 

前屋毅/著 

★「広島県福山市が挑戦する『分かる』授

業」「校則のない学校」「学校に里山をつく

る」など、学校現場を自分たちの力で変え

ていく実践をしている人たちを紹介。 

┷371『「いじめ」や「差別」をなく

すためにできること』香山リカ/著 

★自分が直面しなくても、誰かが「いじめ」

や「差別」の被害にあっていると気づいた

時、どうすればいい? 心に深い傷を残すこ

れらの行為への対処法を伝授する。 

375『探究に役立つ!学校司書と学ぶ

レポート・論文作成ガイド』 

東京都立高等学校学校司書会ラーニング

スキルガイドプロジェクトチーム/編著 

★学校の課題で、あるいは進学先で、レポ

ートや論文を課されたら。何から手をつけ

たらいいか分からない…とお困りの人は、

迷わず図書館へ。司書が手助けします。 

376『学校の「当たり前」をやめた。』 

工藤勇一/著 

★宿題、テスト、クラス担任。多くの学校

で「当たり前」とされてきたことを問い直

し、子どもたちにとって本当に必要な学校

教育のカタチを追求する千代田区立麴町

中学校の取り組みを紹介。 

 

【食文化】 
┷383『「食べること」の進化史 培

養肉・昆虫食・3D フードプリンタ』 

石川伸一/著 

★分子調理、人工培養肉、インスタ映えす

る食事…。私たちと世界はどう変わってい

くのか。分子調理学者が、人間と食の密接

なかかわりあいを描きだす。 

 

【数学】 
410『数学ガールの秘密ノート 学ぶ

ための対話』結城浩/著 

★数学を理解すること、数学がわからなく

て途方にくれたときの気持ち…。「僕」と

3 人の少女が、楽しい数学トークを繰り広

げながら、「学ぶこと」「教えること」の核

心に迫る。 

 

【動物】 
┷481『「退化」の進化学』 

犬塚則久/著 

★人体は退化を繰り返して進化してきた。 

サメの顎が退化した耳小骨、トカゲの眼の

なごりの松果体…。退化器官でたどる、ヒ

ト 4 億年の歴史。 

 

【環境問題】 
519『海洋プラスチック汚染』 

中嶋亮太/著 

★深刻さを増すプラごみ問題。なぜ海の生

きものたちはプラスチックを食べるのか。

生分解性プラスチックなら問題は解決す

るのか…。現状と研究成果から、解決策を

探る。 

 

【種子】 
615『タネの未来』小林宙/著 

★15 歳でタネの会社を起業した著者は、

現在高校 2 年生。りを目指す彼が、なぜタ

ネが大事なのか、タネ業界を今後どう変え

ていこうとしているのかなどを語る。 

 

【芸術】 
726『地球生まれで旅育ち』 

ヤマザキマリ/著 

★この世界のどこかで生まれ、どこででも

生きていく。漫画家のヤマザキさんの波乱

万丈で、とびきりカッコイイ人生論。 

728『拓本入門』藪田夏秋/著 

★基本的な拓本の技術を伝える入門書。葉

っぱや瓦など身近なものの採拓の仕方、野

外で石碑などを採拓する方法、裏打の方法

を解説。拓本の予備知識も掲載。 

 

【写真集】 
748『日本の美しい幻想風景』 

日本風景写真家協会/写真 

★「美しい幻想風景」なんて聞くと、自分

の生きている世界から遠く離れた場所を

想像しがちですよね。でも実は、そこかし

こに存在しているんです。きっと私たちの

身近なところにも、ほら。 

 

【スポーツ】 
┷783.7『レギュラーになれないきみ

へ』元永知宏/著 

★ゴールは「いま」じゃない。大切なのは、

自分を信じること、絶対に腐らないこと。

野球で補欠を経験した人、補欠の働きの大

切さを知る人に話を聞き、控え選手の姿か

ら「補欠の力」を探る。 

 

【日本語】 
┷810『「頭がいい」の正体は読解力』 

樋口裕一/著 

★飛ばし読みや資料の要約、会話やコミュ

ニケーションにも役立つスキルを、「語彙

力」→「文章力」→「読解力」の 3 ステッ

プで練習問題を解きながら鍛える。 

814『古文単語キャラ図鑑』 

岡本梨奈/著 

★古文単語を簡単に理解できるようにキ

ャラクター化し、単語のニュアンスや由来

などをやさしく解説。現代語で書かれた例

文も収録。 

 

【英語】 
834『英単語の語源図鑑 続』 

清水建二/著 

★語源を手がかりに単語を関連づけて覚

えられる英単語集、第 2 弾。 

837『トム・ソーヤーの冒険 Level 

2(1300‐word)』 

マーク・トウェイン/原著 

★有名な児童文学を、易しい英語で読んで

みましょう。 

 

【日本の小説】 
┷913『恋のヒペリカムでは悲しみが

続かない』二宮敦人/著 

★無料のホストクラブと噂される、謎の洋

館「ヒペリカム」では 4 人の容姿端麗な男

たちが共同生活を送っていた。なぜ、女性

客と無償で向き合うのか。彼らが捨てたは

ずの過去とは?  

913『競歩王』額賀澪/著 

★天才高校生作家という触れ込みでデビ

ューした榛名忍は、その後思うような結果

を残せず燻っていた。リオ五輪ハイライト

番組で競歩の結果を目にした忍は、担当編

集者からスポーツ小説を勧められ「競歩」

と口にしてしまう。 

 

【外国の小説】 
┷933『雪の夜は小さなホテルで謎解

きを』ケイト・ミルフォード/著 

★12 歳のマイロの両親が営むホテルに、

大雪のなか現れた 5 人の宿泊客。滞在予定

日数を告げず、他の客がいることに驚く奇

妙な彼ら。マイロは彼らの目的を探るが、

それはホテルの秘密につながっていて…。 

933『月にハミング』 

マイケル・モーパーゴ/作 

★無人島で発見された少女ルーシーは、ひ

と言も話せず、記憶もなかった。村で暮ら

すうちに少しずつ回復していくのだが…。

第一次大戦中、豪華客船ルシタニア号が撃

沈されたという史実をベースにした物語。 

 

┓ シリーズ続編入りました ┛ 

908『5 分後に意外な結末 ex 白銀の

世界に消えゆく記憶』桃戸ハル/編著 

913『ノッキンオン・ロックドドア 

2』青崎有吾/著 

★不可能な謎専門の御殿場倒理、不可解

な謎専門の片無氷雨が、不可能で不可解

な謎に迫る全 6篇。 

913『X-01 3』あさのあつこ/著 

913『櫻子さんの足下には死体が埋ま

っている 15』太田紫織/著 

913『ロード・エルメロイⅡ世の事件

簿 7』三田誠/著 

913『ハッピーアワーは終わらない 

かがやき荘西荻探偵局』東川篤哉/著 

★『かがやき荘アラサー探偵局』の続編。 
  

┿ ┿ 

099.3『日照雨 芽吹長屋仕合せ

帖』志川節子/著 

★離縁ののち縁結び屋を始めたおえ

んの元に、10年間も行方不明の息子、

友松が帰ってきた。だが、おえんには

この子が友松と思い切れぬ何かがあ

り…。 

・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 


