
 
 

～図書館からのお知らせ～ 

第３職員室前の廊下にある図書の展示コーナーをリニューアルしまし

た！図書館に行かなくても置いてある本は貸出ができます。（返却は図書館

までお願いします。）内容は随時更新していきますのでお楽しみに！ 

 

 

 図書・研究部のメンバー紹介 
 

今年度はこの 7名で図書館運営＆研究活動を行います。 

そして各クラスの図書委員は、生徒の皆さんと図書館とをつなぐ 

大切なスタッフです。1年間どうぞよろしくお願いします。 

部長  石井 洋（地歴・公民科/1-2 副担任 ＠大職員室） 

副部長 廣田 泰之（理科/2-5 副担任 ＠化学準備室） 

福満 晋（理科 ＠化学準備室） 

岩井 大輔（数学科/2-3 副担任 ＠大職員室） 

青山 皓輝（英語科/3-5 副担任 ＠大職員室） 

松浦 聡子（家庭科/1-2 担任 ＠第３職員室） 

松野 香奈子（学校司書 ＠図書準備室） 

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、以下の日程で行います。 

  朝読書を行う日： 5/23（月）～5/31（火） ７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。 

 

 

 

 

 

浜田高校図書館 

R４.5.18発行 

1-1・2合併号 

★5/23(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ます。 

ただし、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」は始まっている！ 

★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！ 



 

【島根に関する本】 
099.1『鴨山私考』 

渡邊捷弘/著 今井出版 

★柿本人麿、その終焉の地は「石見国の鴨山」

とされている。人麿の最期に迫る 1冊。 

【進路に関する本】 
369.1『介護福祉士になるには』 

渡辺裕美/編著 ぺりかん社 

376.8『君はどの大学を選ぶべきか 

2023』          大学通信 

377.9『女子大生さくらの就活日記』 

甲斐莊正晃/著 日本経済評論社 
【哲学】 
132.2『世界は善に満ちている』 

山本芳久/著 新潮社 

【生き方・考え方】 
♬159『聖域』 

コムドットやまと/著 KADOKAWA 
【歴史】 
209『名著で読む世界史 120』 

池田嘉郎/編 山川出版社 
209『これ１冊！世界文化史』 

村山秀太郎/著 アーク出版 
209.5『帝国主義と世界の一体化』 

木谷勤/著 山川出版社 
238.0『いまさらですがソ連邦』 

速水螺旋人/絵・文 三才ブックス 

238.6『物語ウクライナの歴史』 

黒川祐次/著 中央公論新社 

【紀行】 
290.3『なるほど地図帳世界 2022』 

        昭文社 

291.0『なるほど地図帳日本 2022』 

        昭文社 

291.0『ふるさと再発見の旅 中国地

方』  清永安雄/撮影 産業編集センター 

291.1『＆TRAVEL 北海道 2022』

ほか                 朝日新聞出版 

★北海道のほか、東京・京都も購入。 

【政治】 
312.3『プーチンと G8 の終焉』 

佐藤親賢/著 岩波書店 

319.0『国際体制の展開』 

木畑洋一/著 山川出版社 

319.3『ハイブリッド戦争』 

廣瀬陽子/著 講談社 

【法律】 
✿327.6『あなたが変える裁判員制度』 

大城聡/ほか著 同時代社 
【経済】 
333.8『やさしい英語で SDGｓ！』 

本間正人/ほか著 合同出版 

【社会学】 
361.4『カウンセラーが悩み解決！

SNS コミュニケーション』浮世満理子/

著 日本能率協会マネジメントセンター 

367.3『親の期待に応えなくていい』 

鴻上尚史/著 小学館 

【教育】 
371『学問としての教育学』 

苫野一徳/著 日本評論社 
【動物学】 
489.6『クジラの骨と僕らの未来』 

中村玄/著 理論社 

★中学生の時、骨格見本に興味を持った筆者

は死んでしまったペットのハムスターの墓

を…。骨から始まるクジラ博士の研究日記。 

【建築】 
520.7『建築家になりたい君へ』 

隈研吾/著 河出書房新社 

【マンガ】 
726.1『スキップとローファー １～６』 

高松美咲/著 講談社 

726.1『プラネテス 全４巻』 

幸村誠/著 講談社 

【絵本】 
✿097.2『むぅちゃんのまめつぶおにぎ

り』のいちごくらぶ/さく・え 島根県立大

学キラキラドリームプロジェクト 

【音楽】 
762.3『ベートーヴェンを聴けば世界史

がわかる』   片山杜秀/著 文藝春秋 

【映画】 
778.7『ジブリの立体建造物展 図録』 

スタジオジブリ/編 トゥーヴァージンズ 

【スポーツ】 
780.6『学問としてのオリンピック』 

橋場弦/ほか編 山川出版社 

【英語】 
837.8『英語でお悔やみ申し上げます』 

ジェームス・M.バーダマン/著 ベレ出版 

★冠婚葬祭、イベント、災害など、いざとい

うときに使える英語表現と、アメリカの文化

的背景を解説。 

【日本の小説】 
✿913.6『星の子』 

今村夏子/著 朝日新聞出版 

♬913.6『むき出し』 

兼近大樹/著 文藝春秋 

♬913.6『最後は会ってさよならをしよ

う』      神田澪/著 KADOKAWA 

913.6『シミズ式目からウロコの世界史

物語』      清水義範/著 集英社 

✿913.6『百年と一日』 

柴崎友香/著 筑摩書房 

913.6『その扉をたたく音』 

瀬尾まいこ/著 集英社 

♬913.6『真田十勇士 全７巻』 

松尾清貴/著 理論社 

913.6『はじめての』 

島本理生/ほか著 水鈴社 

★「はじめて〇〇したときに読む物語」をテ

ーマに、4人の直木賞作家と YOASOBIがコラ

ボレーション！ 

913.6『レジェンドアニメ！』 

辻村深月/著 マガジンハウス 

913.6『包帯クラブ ルック・アット・

ミー!』     天童荒太/著 筑摩書房 
  

数字…本の背ラベルにある分類番号 

♬ …リクエストされた本 

✿ …寄贈していただいた本 

★シリーズ続編入りました★ 

726.1『Dr.STONE 25』 

稲垣理一郎/原作、Boichi/作画 集英社 

726.1『リエゾン ８』 ヨンチャン

/原作・漫画、竹村優作/原作 講談社 

913.6『雨ふる本屋の雨ふらし』ほ

か３冊   日向理恵子/著 童心社 

913.6『マスカレード・ゲーム』 

東野圭吾/著 集英社 

913.6『ふしぎ駄菓子屋銭天堂 

17』     廣嶋玲子/著 偕成社 

913.6『よろず占い処陰陽屋 桜舞

う』         天野頌子/著 ポプラ社 

★完結。 

913.6『ようこそ実力至上主義の教

室へ ２年生編６』 

衣笠彰梧/著 KADOKAWA 

913.6『ばけもの好む中将 11』 

瀬川貴次/著 集英社 

913.6『鬼人幻燈抄 ９』 

中西モトオ/著 双葉社 

913.6『幼なじみが絶対に負けない

ラブコメ ９』 

二丸修一/著 KADOKAWA 


