
 

今年は感染症対策のため、エアコン使用時にも窓を開けないといけないそうです。これからの季節、き

っと暑い。そして梅雨時は除湿が不十分になるに違いない。さてどうする？ということで、図書館にあ

った『ソーラー女子は電気代 0円で生活してます!』という本を開いてみました。この本に書かれている知恵を使

えば、暑さは何とかしのげそう。しかし湿度のほうは…重曹を瓶に入れて置いておくとか、炭を置くとか、いろ

んな方法があるらしいのですが、湿気った空気が窓から入り込んでくる以上、大々的な効果は期待できそうにあ

りません。それでもやらないよりはマシか!? ということで、今年は手づくり除湿装置にチャレンジします。 

 

 

浜田高校では各学期に１回、朝読書週間を設けています。１学期の朝読書週間は期末試験終了後に、 

以下の日程で行います。            ※期末試験最終日：7/10（金） 

 

  朝読書を行う日： 7/13（月）～7/20（月） 6 日間

  朝読書の時間：  8:30～8:40（10 分間） 
>> 通常の完全登校時間からスタートです。遅れないよう登校しましょう！ 

  読む本： 何でも OK！ 
>> ただし「マンガ」「雑誌」「教科書」「参考書」は除きます。読み物を選びましょう！ 

 

 

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 23 日（火）～6 月 30 日（火） 

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：7 月 10 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。 

 

 

 

今年度着任された先生方に 

本を紹介していただきます。

Vol.4  先生（理科[化学]/男子ソフトテニス部/1-6 副担任）のイチオシ本です！ 

 

『三毛猫ホームズの推理』（赤川次郎/著、角川文庫 1978 年） 

 朝読書の時間に読む本に悩んでいたときに母に勧められたのが、母が中学時代に読んでいた 

三毛猫ホームズシリーズ。この作品の主人公はタイトルにもある三毛猫のホームズであり、 

刑事の片山とともに事件を解決していく推理小説です。猫が事件を解決、といっても言葉を 

発したりはせず、まるで自分で推理し片山たちに教えるような行動をします。その描写が 

なんとも可愛らしい。 

 第 1作目である三毛猫ホームズの推理が発表されたのは 1978年と時代背景は古く 

感じますが、非常に読みやすく 1冊すぐに読み終えてしまいました。起こっている 

事件はなかなかにヘビーなのに、スルスル読めてしまうのが魅力であり恐ろしくも 

感じます…今でも新刊が発表されており、大学生の間読み進めていなかったのでまた 

読み始めようかなと思います。 

 

本の 読みやすさ度 … ★★★★☆   本の 賢い猫飼いたい度 … ★★★★☆ 

 

◆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）          ※雑誌の付録の一部もプレゼントします！ 
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7/13(月)までに読む本を各自
．．

で
．
用意
．．

してください。 

本を用意できなかった人のために、各教室に学級文庫を貸出しています。 

ただし、冊数に限りがありますので、あくまでこれは「本を忘れた人のためのもの」。 

自分が読む本を自分で選ぶところから「本 de HIRAKU」のスタートだと思ってください。 

学級文庫の本を読むときに、気をつけてほしいこと! 

①学級文庫の入っているカゴの周辺に大勢で押しかけない。（密集を避けましょう） 

②朝礼が終わったら手を洗う。 

③   〃    カゴに本を戻す。（続きが読みたい人も、毎日本を戻してください） 
 

↑①②は感染症予防のため、③は本の紛失防止のためです。ご協力をお願いします！ 
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今年度着任された先生方に 

本を紹介していただきます。

Vol.5  先生（英語科/サッカー部/2-2 副担任）のイチオシ本です！ 

 

『The Catcher In the Rye』（J.D. Salinger/著、Little Brown and Company 2019 年） 

 邦題は、『ライ麦畑で捕まえて』というタイトルがついています。思春期真っ只中の少年 

ホールデンが、彼を取り巻く様々なことに対して、思春期らしい感情を綴る物語です。彼は、 

一見とんでもないレベルでひねくれていますが、素敵な感性を持っている少年で、彼の世界に 

引き込まれます。彼は、16 歳なので、おそらく彼の気持ちに共感できるところがあるのではない

でしょうか。洋書版も比較的読みやすく、英語の勉強にもなると思います。また、 

この本を読むことで、海外の文化に触れることもできると思います。 

 最後に、この本にある私の好きな言葉を紹介します。 

“You don’t know what interests you most till you start talking about something 

that doesn’t interest you most.” 

 意味は皆さんが考えてみてください。皆さんが手に取る洋書１冊目になることを願っています。 

 

  本の 思春期の愛読書度 … ★★★★★  本の 英語の勉強になる度 … ★★★★☆ 
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【進路に関する本】 
376『環境学部 中高生のための学部

選びガイド』大岳美帆/著 ぺりかん社 

369『福祉業界で働く』 

戸田恭子/著 ぺりかん社 

338『最新金融業界の動向とカラクリ

がよ～くわかる本 第 5 版』 

平木恭一/著 秀和システム 

645『最新ペットビジネスの動向とカ

ラクリがよ～くわかる本』 

川上清市/著 秀和システム 

327『検察官になるには』 

飯島一孝/著 ぺりかん社 

649『動物の看護師さん』 

保田明恵/著 大月書店 

★2019 年に愛玩動物看護師法が公布され、

動物看護師は国家資格になった。今後ます

ます需要が高まるとみられる動物看護師

の仕事を、6 人の体験から描く。 

 

【島根に関する本】 
┷092.6『ふるさと浜田の歩み 浜田

市の歴史読本』浜田市教育委員会 

┷093.6『地域が抱える"生きづらさ"

にどう向き合うか』関耕平/ほか著 

 

 

 

 

093.7『中等教育資料 No.1008(令

和 2 年 5 月号)』 

文部科学省教育課程課/編集 学事出版 

★浜田市の小・中・高で取り組んでいる「キ

ャリアパスポート」について報告されてい

ます。 

 
【日本の地方史】 
217『岡山県の歴史 第 2 版』 

藤井学/ほか著 山川出版社 

217『山口県の歴史 第 2 版』 

小川国治/編 山川出版社 

★近隣の県の通史を知りたい人のために。 

 
【研究発表】 
407『学生・研究者のための伝わる!

学会ポスターのデザイン術』 

宮野公樹/著 化学同人 

★ポスター発表をするとき、どんなデザイ

ンにすれば言いたいことが伝わりやすく

なるのか。ポスターづくりに悩んだときに

開きたい一冊。プレゼンの手法も載ってい

ます。 

 

【医療】 

493『ウイルス対策 BOOK』 

水野泰孝/監修 笠倉出版社 

★新型コロナウイルスをはじめ、感染症と

その原因となるウイルスについて正しい

知識を持ちましょう。未知の病原体から身

を守るための基本をわかりやすいイラス

トで解説。 

 

493『感染症ウイルス・細菌との闘い』 

中西真人/編 日経サイエンス 

★新型コロナウイルスの実像、気候変動で

広がる人獣共通感染症、ポストエボラ症候

群など、感染症の現状と未来を考える。 

498『いのちを救う災害時医療』 

森村尚登/著 河出書房新社 

★災害大国・日本で、災害時にどうやって

命を救うことが出来るのか。体制づくりか

ら、個人に何が出来るかまで、命を守る最

前線の取り組みをまとめる。 

【愛玩動物】 
645『犬房女子 犬猫殺処分施設で働

くということ』藤崎童士/著 大月書店 

★舞台は熊本県動物管理センター。ここで

働き始めた玲と和美は、殺処分を待つ犬や

猫たちを救おうと奮闘する。殺処分の現実

に迫るノンフィクション。 

 

【日本の詩歌】 
┷911『四季のうた』 

長谷川櫂/著 中公文庫 

★読売新聞の連載コラム「四季」に掲載さ

れた俳句や短歌をまとめた詩歌集。何気な

く目にした詩歌に心を揺さぶられる。 

┷911.3『17 音の青春 五七五で綴る

高校生のメッセージ 2020』神奈川大

学広報委員会/編 角川文化振興財団 

★こちらは高校生のつくった俳句集。心と

きめいた瞬間を 17 音に凝縮させることは

簡単ではない。でも、生み出された作品は

どれも本当にみずみずしく、美しい。 

 

【日本の小説】 
♬913『レッドスワンの絶命』『レッ

ドスワンの星冠』『レッドスワンの奏

鳴』綾崎隼/著 メディアワークス文庫 

★私立赤羽高等学校サッカー部「レッドス

ワン」。名門チームだが、不運なアクシデ

ントが続き崩壊の危機に。廃部寸前に追い

込まれたその時、新しい指揮官として女性

監督が就任する。 

913『逆ソクラテス』 

伊坂幸太郎/著 集英社 

★敵は、先入観。世界をひっくり返せ!  

 

913『木になった亜沙』 

今村夏子/著 文藝春秋 

★「誰かに食べさせたい」という願いがか

なって杉の木に転生した亜沙は、わりばし

になって若者と出会い…。奇妙で不穏で純

粋な、3つの愛の物語。 

913『怪盗の後継者』 

久住四季/著 メディアワークス文庫 

★生き別れの父が大怪盗で、自分はその後

継者!? 平凡な大学生だった因幡の人生は、

謎多き美貌の青年、嵐崎の驚くべき勧誘に

より大きく変わっていく。 

┷913『負け逃げ』 

こざわたまこ/著 新潮文庫 

★野山を自転車で爆走していた高校 1 年

の男子生徒は、深夜 3時の道端でクラスメ

イトの女子高生を拾い…。6つの短篇を収

録。 

913『西新宿幻影物語』 

小林栗奈/著 産業編集センター 

★弁護士の坂井は、生前に積み立てた時間

を死後に使う「幻影保険」の請負人でもあ

る。順調に見えた保険業だったが、彼はあ

る日突然仕事を畳み、姿を消してしまう。 

┷913『明るい夜に出かけて』 

佐藤多佳子/著 新潮文庫 

★富山は、ある事件がもとで心を閉ざし、

大学を休学して海の側の街でバイトをし

ながらひとり暮らしを始めた。実在の深夜

ラジオ番組を織り込み、若者たちの孤独と

繋がりを描く。 

┷913『君と漕ぐ 1・2』 

武田綾乃/著 新潮文庫 

★高校 1年生の舞奈は、カヌーを操る美少

女、恵梨香に出会う。彼女を誘ってカヌー

部に入部するが、恵梨香の桁違いの実力を

知り、ある決意を固める。 

913『十字架のカルテ』 

知念実希人/著 小学館 

★日本有数の精神鑑定医・影山司の助手に

志願した新人医師・弓削凛は、犯罪者の心

の闇に対峙していく。影山が見すえる未来

とは、そして凛が精神鑑定を学ぶ理由とは。 

913『流浪の月』 

凪良ゆう/著 東京創元社 

★愛ではないけれどそばにいたい。再会す

べきではなかったかもしれない男女がも

う一度出会ったとき、運命は動き始める。

本屋大賞受賞作。 

┷913『手のひらの京(みやこ)』 

綿矢りさ/著 新潮文庫 

★私はここが好きだけど、いつか旅立つと

きがくる。京都を舞台に、人生に恋に悩み

ながらもまっすぐ生きる三姉妹を描く現

代版『細雪』。 

 

【日本のエッセイ】 
914『コンプレックス・プリズム』 

最果タヒ/著 大和書房 

★わざわざ傷をつけて、不透明にした自分

のあちこちを、持ち上げて光に当ててみる。

そこに見える光について、今、ここに、書

いていきたい…。詩人・最果タヒのエッセ

イ。 
♬914『死にたい夜にかぎって』 

爪切男/著 扶桑社文庫 

★「君の笑った顔、虫の裏側に似てるよね」

憧れのクラスメイトに指摘された少年は、

うまく笑えなくなった。幼くして母に捨て

られた少年は、さまざまな女性たちとの出

会いを通じ、少しずつ笑顔を取り戻してい

く…。 

 

【外国の小説】 
933『オリバー・ツイスト』 

ディケンズ/著 光文社古典新訳文庫 

★生まれ育った救貧院でも、徒弟として売

られた葬儀屋でも、人間的な扱いを受けた

ことのない孤児オリバーは、道端である少

年と出会い…。 

 

┓シリーズ続編入りました┛ 
 

913『遺跡発掘師は笑わない 11』 

桑原水菜/著 角川文庫 

913『人類最強の sweetheart』 

西尾維新/著 講談社 

★「最強」シリーズ完結。 

928『史記<列伝> 5』 

司馬遷/著 明治書院 
 

┿ 英検テキスト ┿ 
2020年度版が入りました！ 

 
830『英検 1 級過去 6 回全問題集』 

830『英検準 1 級過去 6 回全問題集』 

830『英検 2 級過去 6 回全問題集』 

830『英検準 2 級過去 6 回全問題集』 

旺文社  

『モンをさがしに』 

いよくけいこ/作 

兒玉季世/絵 

（※浜高 60 期） 

みらいパブリッシング 

★テントウムシのテンと、モンシロチョウの 

あおむしモンはとても仲良し。ところがある日、 

モンが住んでいるキャベツが出荷されてしまう。 

テンは、モンをさがしに町へ行くが…。 
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掲載されました 


