
 

浜高祭の終了後、急に秋めいてきましたね。過ごしやすい季節になったとはいえ、8月末の酷暑を受けて

疲れが出ていませんか。平気平気…と思っていても、疲労は気づかない間に蓄積してしまうもの。無理を

せず、しんどいときは一休み。しっかり充電できたら、また歩き出しましょう。カラダの栄養はもちろん、ココロ

の栄養として読書をお忘れなく! 

 

 

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.9 石橋
いしばし

 早苗
さ な え

先生（芸術科[書道]/書道部/2年部）のイチオシ本です!  

『かがみの孤城』（辻村 深月/著、KADOKAWA 2017 年） 

辻村深月さんの小説は、生徒の皆さんの中にも読んだことのある人が多いと思います。この小説は本屋 

大賞も受賞したので知っている人も多いでしょう。 

私にとって辻村さんは、いつも心理描写が丁寧で共感して読むことができる作家の一人です。この小説も、 

思春期の子どもたちが抱えている悩みや願いが丁寧に描かれていて、学生時代の自分を重ねて一気に読ん 

だ作品です。中・高生のときにこの本に出会えていたら、当時の悩みが少し和らいだかな  

とも思うし、大人になった今だから楽しめるのかな とも思う作品で、大人にも子ども 

にもオススメの本です。途中に散りばめられた要素が伏線として終盤一気に回収されて 

いくのが爽快で、最後まで楽しめると思います。 

 

本の スッキリ読み終える度 … ★★★★★    本の 読み返したくなる度 … ★★★☆☆ 

 

 

【お詫び】 「図書の窓から」1-4号にて、岩井大輔先生のプロフィールを「2-1正担任」としてしまいましたが、正しくは 

「1-1正担任」でした。確認が不十分でした。お詫びして訂正いたします。 

 

 

今年度はコロナウイルス感染症の全国的な広まりを受けて緊急事態宣言が出され、長期休校になるという出来事

がありました。 

幸い、５月に休校が明けてからは、制約を受けながらも日常を取り戻しつつあります。 

しかし、いつまた休校措置をとることになるか分かりません。 

 

再び休校になったとしても、みなさんが家庭で充実した時間を過ごせるよう、60万円分の本を購入しました。 

各教科の先生方が選ばれた本のほか、さまざまな視点で本を選んでいます。 

もちろんこのまま休校にならなくても、これらの本は自由に利用できます（すでに借りていった人もいましたね）。 

皆さんの生活がより充実したものになるように、ぜひ傍らに本をおいてください。 

 

 

↑ 教科の学習に役立つもの ＆ 知的好奇心をくすぐるもの ↑ 

 

918『21 世紀版少年少女古典文学館』シリーズ 講談社 

414『正多面体は本当に 5 種類か』小林吹代/著、技術評論社 

430『身のまわりのありとあらゆるものを化学式で書いてみた』山口悟/著 ベレ出版 

468『絵でわかる生物多様性』鷲谷いづみ/著 講談社 

421『E=mc2 世界一有名な方程式の「伝記」』デイヴィッド・ボダニス/著 ハヤカワ文庫 NF 

210『「世界史」で読み解けば日本史がわかる』神野正史/著 祥伝社 

290『新・世界の国々』シリーズ 帝国書院 

835『前置詞キャラ図鑑』関正生/著 新星出版社 

593『きれいなシルエットのワンピース』野木陽子/著 世界文化社 

780『いちばんやさしい自宅トレ BOOK』中野ジェームズ修一/著 宝島社 

767『理学療法で身体から変える合唱・ボーカル体操』 

高野賢一郎/著 ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス 

725『どうぶつの描き方 100』リー・J.エイムズ、マレー・ザック/著 グラフィック社 

728『字が汚い!』新保信長/著 文藝春秋 

158『正義の教室』飲茶/著 ダイヤモンド社 

・・・and more!! 

すべてを紙面で紹介することはできませんが、何回かに分けて少しずつお披露目をしていこうと思います。 

実物は図書館にありますので、どんどん利用してくださいね！ 
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← 谷川俊太郎さんの詩『生きる』を読んだ人々が、 

各々にとっての「生きる」を綴った詩集 

『生きる-わたしたちの思い-』（KADOKAWA）。 

今年の浜高祭では、図書委員会の企画として 

この詩と、図書委員にとっての「生きる」を 

教室中に展示しました。 

天井からつるした詩がクーラーの風を受けて 

ゆらゆら揺れるという、予期せぬ素敵な演出もありました。 

たくさんのご来場ありがとうございました！ 



 

【進路に関する本】 
366『10 代のための資格・検定』 

大泉書店編集部/編 大泉書店 

★高校生でも受験できる資格も満載。チャ

レンジしてみては? 

007『AI エンジニアになるには』 

丸山恵/著 ぺりかん社 

370『教育業界で働く』 

三井綾子/著 ぺりかん社 

378『特別支援学校教諭になるには』 

松矢勝宏/ほか編著 ぺりかん社 

376『薬学部 中高生のための学部選

びガイド』橋口佐紀子/著 ぺりかん社 

396『自衛官という生き方』 

廣幡賢一/著 イースト新書 Q  

589『ゲーム業界で働く』 

小杉眞紀、山田幸彦/著 ぺりかん社 

798『プロの e スポーツプレーヤーに

なる!』岸大河/監修 河出書房新社 

 

【受験対策に役立つ本】 
031『現代用語の基礎知識学習版 

2020-2021』自由国民社 

★小論文や面接試験の前におさえておき

たい時事用語をチェック。 

376『今から間に合う総合・推薦入試

面接』宮岡政徳/著 学研プラス 

376『採点者の心をつかむ合格する志

望理由書』中塚光之介/著 かんき出版 

816『読むだけ小論文 基礎編』 

樋口裕一/著 学研プラス 

816『読むだけ小論文 法・政治・経

済・人文・情報系編』 

樋口裕一/著 学研プラス 

816『理系小論文頻出テーマ 15』 

高橋廣敏/著 KADOKAWA  

816『小論文実践演習 医学部・難関

理系大学入試 要約問題対策・論証テ

クニック編』原田広幸/著 エール出版社 

816『書くべきネタが思いつく看護医

療系小論文頻出テーマ 15 改訂版』 

神尾雄一郎/著 KADOKAWA 

816『小論文これだけ!  国際・地域・

観光・社会・メディア超基礎編』 

樋口裕一/著 東洋経済新報社 

 

【哲学】 
134『君は君の道をゆけ』 

齋藤孝/著 ワニブックス  

★生きていくって容易いことじゃない。悩

んだときは、先人の言葉に耳を傾けよう。

力をくれる哲学者ニーチェの言葉を紹介。 

 

【世界情勢】 
302『池上彰の世界の見方 インド』 

池上彰/著 小学館 

★ガンディーの功績、インド式計算、国境

紛争。インドの姿をわかりやすく解説。 

 

【統計】 
351『日本国勢図会 2020/21』 

矢野恒太記念会 

★日本の「いま」が分かる統計書。 

351『数字でみる日本の 100 年 改

訂第 7 版』矢野恒太記念会/編集 

★上記『日本国勢図会』は毎年刊行されて

いますが、こちらはそのデータを抽出して

まとめたもの。明治以降 100年の日本の姿

が分かる。 

 

【社会学】 
360『SDGs と日本』 「人間の安全保

障」フォーラム/編 明石書店 

★さまざまな指標から、日本における地域

ごとの課題と対策を考える。 

361『あなたの不安を解消する方法が

ここに書いてあります。』 

吉田尚記/著 河出書房新社 

★ここでいう「不安」とは、相手に受け入

れてもらえないかもしれないというコミ

ュニケーションの不安のこと。不安解消の

ために、どう行動すべきか考える。 

 

【性】 
♫367『カミングアウト・レターズ』

RYOJI、砂川秀樹/編 太郎次郎社エディ

タス 

★同性愛であることを打ち明けた手紙と

その返信集。 

367『ゲイだけど質問ある?』 

鈴掛真/著 講談社 

★歌人でゲイである著者が、同性愛者に対

する様々な疑問や質問に答える。 

 

 

【児童福祉】 
369『赤ちゃんポストの真実』 

森本修代/著 小学館 

★熊本市の慈恵病院が「赤ちゃんポスト」

を開設して 13年。メディアがあまり取り

上げない側面に迫る。 

 

【教育】 
371『学校に行きたくない君へ 続』 

全国不登校新聞社/編 ポプラ社 

★不登校の若者たちが体当たりで取材し

た、人生の大先輩たち 17名のインタビュ

ー集第 2弾。 

 

【自然科学】 
404『もっと知りたい!「科学の芽」の

世界 PART7』 

永田恭介/監修 筑波大学出版会 

★小・中・高校生を対象とした「科学の芽」

賞の、2018年度及び 2019年度受賞作品を

掲載。「シロツメクサの花と発根の関係」

「吊り橋と振動のメカニズム」などを収録。 

 

【生物学】 
467『若い読者のための「種の起

源」』ダーウィン/著 あすなろ書房 

★興味はあるけどとっつきにくそう…そ

う思って敬遠してきた人にオススメの、

『種の起源』の入門書。 

 
【医学】 
495『からだと性の教科書』 

エレン・ストッケン・ダール、ニナ・ブロ

ックマン/著 NHK 出版 

★大切なことだけれど日本の学校では習

わない、女性の性についての知識。 

 
【科学技術】 
504『いつになったら宇宙エレベータ

ーで月に行けて、3D プリンターで臓

器が作れるんだい!?』 

ケリー・ウィーナースミス、ザック・ウィ

ーナースミス/著 化学同人 

★ニュースに出てくる科学技術はいつ実

現するのか、詳細な解説＋マンガで紹介。 

 

【環境】 
519『環境年表  第 6 冊(2019-

2020)』国立天文台/編 丸善出版 

★環境問題についての最新データ集。 

 

【船舶】 
♫556『日本の戦艦』 

「丸」編集部/編 光人社 

★日本の戦艦の巨大かつ精緻なメカニズ

ムの全貌を解説。 

【洗濯】 
593『ナチュラルおせんたく大全』 

本橋ひろえ/著 主婦の友社 

★石けん、重曹、過炭酸ナトリウム、クエ

ン酸を使ったクリーニング術をわかりや

すく解説。 

 

【手芸】 

594『今こそ持ちたい手作りのエコバ

ッグ』ブティック社 

★レジ袋の有料化をきっかけに、エコバッ

グを常備し始めた人も多いのではないで

しょうか。この機会に手作りはいかが？ 

【料理】 
596『たまごかけご飯だって、立派な

自炊です。』白央篤司/著 家の光協会 

★たまごかけご飯→目玉焼き→ゆでたま

ご…と、たまご料理を 1つずつマスターし

ながら、料理のコツを学びましょう。 

 

【マンガ】 
❀726『動物のお医者さん  1～6 

愛蔵版』佐々木倫子/著 白泉社 

★大学の獣医学部で繰り広げられる、人間

×動物の日常。獣医学部を目指している人

は必見。 

 

【格闘技】 
♫789『強者の流儀』 

朝倉未来/著 KADOKAWA  

★総合格闘家で、YouTuber でもある著者

の思考の源にあるものとは。 

 

【日本語】 
817『ちくま評論文の読み方』 

五味渕典嗣/ほか編 筑摩書房 

★評論文読解に苦手意識を持っている人

は、ひとまずこの本を手に取ってみて。つ

まずきの原因が分かるかも。 

 

【日本の作家】 
910『江戸っ子漱石先生からの手紙』 

渡邉文幸/著 理論社 

★生涯に書いた手紙は 2,500通以上。手紙

を書くことももらうことも大好きだった

漱石の人生を、手紙からたどる。 

 

【日本の小説】 
♫913『月の森に、カミよ眠れ』 

上橋菜穂子/著 偕成社文庫 

★神と人、自然と文明との関わり合いを描

いた神秘的な物語。 

♫913『学園キノ 1～6』 

時雨沢恵一/著 電撃文庫 

★『キノの旅』の世界が壊れても平気！と

いう人のみ、この扉を開けるべし。 

♫913『コールミー・バイ・ノーネー

ム』斜線堂有紀/著 星海社 

★愛は、美しく奔放な女“琴葉”と出会い、

恋人になった。“琴葉”になる前の、本当

の名前を当てられたら友達になってあげ

る、と賭けをして…。 

913『首里の馬』 

高山羽根子/著 新潮社 

★沖縄の郷土資料館の資料整理を手伝う

未名子は、世界中の人々にオンライン通話

でクイズを出題するオペレーター。ある台

風の夜、庭に迷いこんできたのは…。芥川

賞受賞作。 

913『どうぞ愛をお叫びください』 

武田綾乃/著 新潮社 

★「ユーチューバーやろうぜ」 幼馴染に

そう告げられた男子高校生の松尾は、敬遠

していた坂上や美声の夏目先輩とともに

ゲーム実況動画を撮ることになり…。 

913『あの日の交換日記』 

辻堂ゆめ/著 中央公論新社 

★噓、殺人予告、そして告白。さまざまな

立場のふたりが紡ぐ 7 篇の日記が謎を呼

び、そしてある真相へ繫がっていく。 

913『富豪刑事』 

筒井康隆/著 新潮文庫 

★5 億円強盗事件の容疑者が 4 人に絞れ

た。犯人を特定し、さらに証拠をつかむた

めに、特捜部の神戸刑事はある罠を提案す

るのだが…。 

913『探偵はぼっちじゃない』 

坪田侑也/著 KADOKAWA  

★ふたりの中学生とひとりの新米教師。そ

れぞれの退屈な日々に降りかかった「謎」

が一つになったとき、何が起こるのか。  

♫913『鬼人幻燈抄 1～4』 

中西モトオ/著 

★江戸時代、巫女の護衛役を務める青年甚

太は、討伐に赴いた森で、遙か未来を語る

不思議な鬼に出会う。江戸から平成へ、時

間を旅する鬼人の物語。 

913『少年と犬』馳星周/著 文藝春秋 

★家族のために犯罪に手を染めた男が拾

った犬。守り神になったその犬はある意志

を秘めていた…。直木賞受賞作。 

♫913『お絵かき禁止の国』 

長谷川まりる/著 講談社 

★ハルは中学 3年の、ちょっとオタクな女

の子。そんな彼女の胸をときめかせたのが、

同級生のアキラだったのだが…。誰にも言

えない恋に悩む中 3女子の 1年間の物語。 

♫913『「妖怪の子預かります」シリ

ーズ 1～10』 

廣嶋玲子/著 創元推理文庫 

★12 歳の弥助が割ってしまった石は、子

預かり妖怪うぶめの住まいだった。罰とし

て妖怪の子を預かるよう命じられ、次々に

来る子妖怪に振り回されることに…。 

913『俺の残機を投下します』 

山田悠介/著 河出書房新社 

★一輝は世界一のプロゲーマーを目指す

が、成績は振るわず心も荒んでいく。そん

な一輝の前に現れた謎の 3人組。彼らの命

を賭けた切実な想いが一輝の心を溶かす。 

 

【外国の文学】 

♫933『あなたの人生の物語』 

テッド・チャン/著 ハヤカワ文庫 

★地球を訪れたエイリアンとのコンタク

トを担当した言語学者のルイーズは、彼ら

の言語を理解するにつれ、驚くべき運命に

まきこまれていく。SF短篇集。 

933『マイク』 

アンドリュー・ノリス/著 小学館 

★両親の期待を受け、プロテニス選手を目

指すフロイド。ある試合中、見知らぬ男マ

イクがコートに現れた。どうやらマイクは、

他の人には見えていないらしく…。 

 

☆シリーズ続編入りました☆ 
 

410『数学ガールの秘密ノート 複

素数の広がり』 

結城浩/著 SB クリエイティブ 

913『青春ブタ野郎は迷えるシンガ

ーの夢を見ない』鴨志田一/著 電撃

文庫 

913『ホーンテッド・キャンパス 

17』 

櫛木理宇/著 角川ホラー文庫 

913『宝石商リチャード氏の謎鑑定 

10』辻村七子/著 集英社オレンジ文

庫 

913『万能鑑定士 Q の事件簿 0』 

松岡圭祐/著 角川文庫 

913『ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 

2』三上延/著 メディアワークス文庫 

❀913『水族館ガール 7』 

木宮条太郎/著 実業之日本社文庫 

933『ザ・ランド・オブ・ストーリ

ーズ マザー・グースの日記』 

クリス・コルファー/著 平凡社 

933『インヘリタンス 1～4（「ド

ラゴンライダー」シリーズ）』 

クリストファー・パオリーニ/著 静山

社 
 

♫

❀


