
 

先日、日本教育公務員弘済会島根支部より読書活動推進助成として図

書カードをいただきました。図書委員会で図書の選定を行い、購入し

た本を図書館入り口近くのコーナーに展示しています。ぜひたくさん借りてく

ださい！他にも、今回紹介する 1 年生図書委員会のおすすめ本を展示したコ

ーナーや、島根県内の高校生がおすすめする本をまとめたコーナーもあります。

何を読もうか悩んだら、まずはこちらをチェックしてみてください。 

 

 

 

■開館日: 12月26日（月）～28日（水） 

8:15～17:00 

※12 月 29 日（木）～1 月５日（木）は休館です。 

■12 月 23 日（金）までに借りた本の返却

期限: 1月６日（金） 

 ※現在、特別貸出実施中！貸出冊数は10冊までです。 

 

 
『12 歳から始めるあがらない技術』 

（鳥谷朝代/著、秀和システム 2022 年） 

大事なときに緊張して失敗してしまう人、人と話すのが苦手な人に 

おすすめしたい本です。毎日の習慣など、ちょっとしたところを変える 

だけで良くなるアドバイスばかりで、すぐに実践できます。 

この本を読んで、緊張してしまう自分と向き合ってみてはいかがで 

すか？        本の 役立ち度 … ★★★★★ 

 

『夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく』 

              （汐見夏衛/著、スターツ出版 2020 年） 

高校２年生の茜は、誰からも信頼される優等生を演じている。同じ 

クラスの青磁は、そんな茜に「嫌いだ」と言うのだった。しかし、茜は 

青磁の優しさに間違いなく救われていた。物語の最後で、茜は青磁から 

ある秘密を知らされます。とても感動的なクライマックスなので、ぜひ 

読んでください！     本の 感動度 … ★★★★★ 

 

『Re:ゼロから始める異世界生活 １』 

              （長月達平/著、KADOKAWA 2014 年） 

Re:ゼロは、異世界ファンタジーの物語です。主人公が少女を助ける 

ために「死に戻り」をくり返すところがおもしろくて、少女を思う気持 

ちが伝わってくる本です。    

本の おすすめ度 … ★★★★☆ 
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【進路に関する本】 
007.6『プログラマーになりたい！』 

長岡英史/著 日経 BP 

376.8『情報学部』 

漆原次郎/著 ぺりかん社 

816.5『小論文これだけ！』４冊 

樋口裕一/著 東洋経済新報社 

★人文･文化･思想･芸術･歴史深掘り編、看護

深掘り編、経済･経営超基礎編、医療･看護編。 

【年鑑】 
031.5『ギネス世界記録 2023』 

クレイグ・グレンディ/編 

角川アスキー総合研究所 

【心理学】 
141.5『１３歳からの「集中力」向上バ

イブル』森健次朗/監修 ﾒｲﾂﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾝﾃﾝﾂ 

【歴史】 
289.3『エリザベス女王』 

君塚直隆/著 中央公論新社 

【社会】 
301『リスクの正体』 

神里達博/著 岩波書店 

316.1『プライバシーという権利』 

宮下紘/著 岩波書店 

316.8『地図でスッと頭に入る世界の民

族と紛争』   祝田秀全/監修 昭文社 

361.6『マイノリティだと思っていたら

マジョリティだった件』 

松井彰彦/編著 ヘウレーカ 

 

361.8『多様性との対話』 

岩渕功一/編著 青弓社 

369.2『「ちがい」ってなん

だ？』井筒節/監修 学研プラス 

【教育】 
376.4『通信制高校を選んだ

わけ』山口教雄/監修 学びリンク 

378.2『やさしくわかるはじ

めての手話』 

手話教室華乃樹/監修 ナツメ社 

【自然科学】 
404『空想科学読本 ３』 

柳田理科雄/著 KADOKAWA 

440『ひと目でわかる宇宙のしくみとは

たらき図鑑』 

渡部潤一/日本語版監修 創元社 

468『図解でわかる１４歳から知る生物

多様性』ｲﾝﾌｫﾋﾞｼﾞｭｱﾙ研究所/著 太田出版 

【医学】 
497『新しい歯の教科書』 

東京医科歯科大学最先端口腔科学研究推進

プロジェクト/監修 池田書店 

498.5『フードリテラシーを高めよう！』 

下野房子/著 大修館書店 

【電気】 
543.7『地熱エネルギーの疑問 50』 

日本地熱学会/編 成山堂書店 

【農林水産業】 
610.1『つくると食べるをつなぐサイエ

ンス』  三本木至宏/監修 恒星社厚生閣 

【芸術】 
709『ほんとうにすごい！世界遺産

135』       講談社/編 講談社 

726.1『税金で買った本 １～４』 

ずいの/原作 講談社 

740.4『新写真論』大山顕/著 ゲンロン 

E『難攻不落の迷路』 

香川元太郎/作・絵 PHP 研究所 

【言語学】 
804『語学の天才まで１億光年』 

高野秀行/著 集英社インターナショナル 

809.2『１日１トレで声も話し方も感動

的に良くなる』阿部恵/著 日本実業出版社 

816.5『基礎からわかる論文の書き方』 

小熊英二/著 講談社 

【日本の文学】 
913.6『幾千年の声を聞く』 

青羽悠/著 中央公論新社 

913.6『レペゼン母』宇野碧/著 講談社 

913.6『君といた日の続き』 

辻堂ゆめ/著 新潮社 

914.6『濃霧の中の方向感覚』 

鷲田清一/著 晶文社 
 

❅ シリーズ続編入りました ❅ 

726.1『ニセコイ ７～９』 

古味直志/著 集英社 

726.1『コウノドリ 新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ編』 

    鈴ノ木ユウ/著 講談社 

913.6『ようこそ実力至上主義の教室

へ ２年生編 8』 

衣笠彰梧/著 KADOKAWA 

913.6『さよならの言い方なんて知ら

ない。 ７』    河野裕/著 新潮社 

913.6『鬼人幻燈抄 １１』 

中西モトオ/著 双葉社 

913.6『龍ノ国幻想 ３』 

三川みり/著 新潮社 

913.6『栞と嘘の季節』 

米澤穂信/著 集英社 

★『本と鍵の季節』の続編。 
 

【参考図書】※館内閲覧のみ 
031『現代用語の基礎知識 2023』 

自由国民社/編 自由国民社 

304『文藝春秋オピニオン 2023 年の

論点 100』         文藝春秋 

833.3『ジーニアス英和辞典』 

南出康世/編集主幹 大修館書店 
 

☆ 図書委員会で選書しました☆ 

146.8『嫌いな人がいる人へ』 

古山有則/著 KADOKAWA 

345『桃太郎のきびだんごは経費で落

ちるのか？』高橋創/著 ダイヤモンド社 

404『ヘンな科学』 

五十嵐杏南/著 総合宇法令出版 

493.1『大人になる前に知る老いと死』 

前沢政次/著 ぺりかん社 

726.1『いまを生き抜くマンガの言葉』 

池田書店編集部/編 池田書店 

778.2『ハリー・ポッター魔法族大図

鑑』  ジョディ・レベンソン/作 静山社 

913.6『君が消えた夏、僕らは共犯者に

なった』  蒼木ゆう/著 KADOKAWA 

913.6『雪と心臓』生馬直樹/著 集英社 

♫913.6『変な家』雨穴/著 飛鳥新社 

913.6『みんな蛍を殺したかった』 

木爾チレン/著 二見書房 

913.6『アイアムマイヒーロー！』 

鯨井あめ/著 講談社 

913.6『晴れ、時々くらげを呼ぶ』 

鯨井あめ/著 講談社 

913.6『デリバリールーム』 

西尾維新/著 講談社 

913.6『ラストで君は「まさか！」と言

う』    PHP 研究所/編 PHP 研究所 

913.6『世界が私を消していく』 

丸井とまと/著 スターツ出版 

913.6『偽恋愛小説家』 

『俗・偽恋愛小説家』 

『偽恋愛小説家、最後の嘘』 

森晶麿/著 朝日新聞出版 

933『骸骨』 

ｼﾞｪﾛｰﾑ・K・ｼﾞｪﾛｰﾑ/著 国書刊行会 
  

・数字は本の背ラベルにある分類番号 

・♫はリクエストされた本 


