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※7、8 月に購入した本を紹介します。
フィクション
2018 年9 月14 日発行 光高校図書委員会

スポフェス、文化祭と大きな行事を終え、本格的に授業が始まりました。
さて、9 月に入り段々と秋が近づいています。秋と言えば、
「読書の秋」。この機会に図書室に
来て、新しい本に出会いませんか？
１年４組図書委員（S、S）

『心に風が吹いてくる 青春文学アンソロジー』 高山実佐・東直子・千葉聡／編 ※関先生寄贈の本です。
『ののはな通信』 三浦しをん／著
『下町ロケット ゴースト』 池井戸 潤／著
『万引き家族』 是枝裕和／著
当作品は昨年公開されて大きな話題となりました。親の死亡届を出さずに年金を不正に貰い続けていたある
家族の実際にあった事件を元に、是枝監督が 10 年以上の構想を経て作り上げたものです。本当の家族、絆と
は……、さまざまなことを考えさせられる作品です。

『心星ひとつ』
『夏天の虹』『残月』『美雪晴れ』 高田 郁／著

読解力がつく
知識が増える

小論文 を書くために
読んでおきたい本 !!

※この夏休みに購入した、小論文対策となる本です。

経済系
『新版 障害者の経済学』 中島隆信／著

教育系
『学校って何だろう ─教育の社会学入門』 苅谷剛彦／著
『子どもと学校』 河合隼雄／著

社会学系
『男女共同参画の時代』 鹿嶋 敬／著
『文明の衝突と 21 世紀の日本』 サミュエル・ハンチントン／著
『ウェブ社会をどう生きるか』 西垣 通／著

科学系
『環境の科学 三訂版 われらの地球、未来の地球』 山口勝三・菊池立・斎藤紘一／共
『いちばん大事なこと』 養老孟司／著

国際関係
『世界の英語を歩く』 本名信行／著

※「みをつくし料理帖」ｼﾘｰｽﾞ第 6～9 弾です。リクエストにより購入しました。
『送り火』高橋弘希／著 第159 回芥川賞受賞作 『ファーストラヴ』島本理生／著 第159 回直木賞受賞作

『ザ・ヘイト・ユー・ギヴ あなたがくれた憎しみ』 アンジー・トーマス／著
『日本の名作童話 30 走れ』 村中李衣／作 宮本忠夫／絵 ※村中さんは本校の卒業生です。
ノンフィクション
『いじめを生む教室 子どもを守るために知っておきたいデータと知識』 荻上チキ／著
『13 歳からの経済のしくみ・ことば図鑑』 花岡幸子／著
まず、斬新なタイ
『ＡＩvs.教科書が読めない子どもたち』 新井紀子／著
トルに惹かれま
『続ざんねんないきもの事典』
『続々ざんねんないきもの事典』 今泉忠明／監修
す。動物好きな小
学生だけでなく、
『世にも奇妙な人体実験の歴史』Ｔ・ノートン／著
あらゆる年代に読
『知らないではすまされない 自衛隊の本当の実力』 池上 彰／著
まれ、話題になっ
『ポケット版「のび太」という生き方』 横山泰行／著
ています。第 1 弾
小さい子から大人まで人気のある国民的アニメ「ドラえもん」
。その主人公である
と合わせて続、
のび太は勉強も運動も苦手でぐうたらしてばかりいる、何もかもうまくいっていな
続々も読んでみて!!
い印象がありますが、実は想像以上に人生を上手に歩む勝ち組だったのです。そん
なのび太から、無理せず自分らしく生きて夢まで叶えてしまう方法を学んでみませんか。

『あなたはそのままで愛されている』 渡辺和子／著
『教えてニーチェ、なるほどソクラテス！ 毎日使える、必ず役立つ哲学』 マーカス・ウィークス／著
『教えてフロイト、なるほどユング！ 毎日使える、必ず役立つ心理学』 サラ・トムリー／著
『1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養３６５』デイヴィッド・Ｓ・キダー、ノア・Ｄ・オッペンハイム／著
『
「論理的に考える力」を伸ばす 50 の方法』 小野田博一／著
『突然頭が鋭くなる 42 の思考実験』 小川仁志／著 『ノンフィクション児童文学の力』 国松俊英／著
『テーマ別だから理解が深まる 日本史』 朝日新聞出版／編著
『マンガでわかる「西洋絵画」のモチーフ 美術展がもっともっと愉しくなる！』 池上英洋／監修
『愛蔵版 モリー先生との火曜日』 ミッチ・アルボム／著
『十五の夏 上』
『十五の夏 下』 佐藤 優／著
『ぼくは泣かない 甲子園だけが高校野球ではない』 岩崎夏海／監修

医療・福祉系

【岩波ジュニア新書】 『不登校でも大丈夫』 末富 晶／著

『サクリファイス犠牲 わが息子・脳死の 11 日』 柳田邦男／著
『高齢者医療と福祉』 岡本祐三／著
『死をどう生きたか 私の心に残る人びと』 日野原重明／著

スポーツ系
『生涯スポーツの理論と実際

『40 億年、いのちの旅』 伊藤明夫／著 『核兵器はなくせる』 川崎 哲／著
『10 代に語る平成史』 後藤謙次／著 『アンネ・フランクに会いに行く』 谷口長世／著

お知らせ
学級文庫の本、入れ替えます!!

改訂版』
日下裕弘・加納弘二／著

９月 2７日、学級文庫の入れ替えを行います。
学級文庫から借りた本は、
9／26 までに返しておいてください。

夏休み前に借りた本、至急返却を!

音楽
『セッション』
（DVD）
『スクール・オブ・ロック』（DVD）
『和声 理論と実習Ⅲ』島岡 譲／著
『和声 理論と実習─別巻─課題の実施』島岡 譲／著
※本年度も各教科の先生方から希望書籍を募りました。以下のようにほぼ揃いましたので、紹介します。

国語

英語

『何がちがう？どうちがう？ 似ている日本語』佐々木瑞枝／著
『池澤夏樹＝個人編集 日本文学全集 2 巻 口訳万葉集 百人一首 新々百人一首』池澤夏樹／編
『池澤夏樹＝個人編集 日本文学全集 3 巻
竹取物語 伊勢物語 堤中納言物語 土佐日記 更級日記』池澤夏樹／編

『レディバード・クラシックス・セット』（全 8 巻）

数学
『現代暗号入門

いかにして秘密は守られるのか（ブルーバックス）』
神永正博／著
『数学ガールの秘密ノート 場合の数』結城 浩／著
『数学ガールの秘密ノート ベクトルの真実』結城 浩／著
『数学ガールの秘密ノート 丸い三角関数』結城 浩／著
『数える・はかる・単位の事典』武藤徹・三浦基弘／著

地歴公民

「数学ガールの秘
密ノート」シリーズ
は全 7 冊出版され
ています。そのうち
の 3 冊を今回購入
しました。このシリ
ーズはどの巻から
でも読み始められ
るので、興味を持っ
たところから読ん
でみてほしい。

『日本国勢図会 2018/19』矢野恒太記念会／編
『謎トキ日本史 写真・絵画が語る歴史』
日本史視覚教材研究会・阿部泉／著
『謎とき世界史 写真・絵画が語る歴史 西洋史編』清水書院編集部／著
『謎とき世界史 写真・絵画が語る歴史 東洋史編』清水書院編集部／著
『日本史授業で使いたい教材資料』埼玉県高等学校社会科教育研究会歴史部会／著
『地理授業で使いたい教材資料』地理教育研究会／著

理科
『図解 日本列島 100 万年史 全 2 巻』 山崎晴雄 他／監修
『理科年表 平成 30 年 机上版』国立天文台／編
『一般気象学 第 2 版補訂版』小倉義光／著
『美しい科学の世界 ビジュアル科学図鑑』伊知地国夫／写真、文
パラリンピックに
興味はあるし、
観戦
してみたいと思う
けれど、
競技やルー
ルについて、
よく分
からない……。
そん
な人は、
ぜひ本書を
読んでください。
今後、
パラリンピッ
クの本はもっと増
やすつもりです。

家庭
『小さな労働者─写真家ルイス・ハインの目がとらえた子どもたち』ラッセル・フリードマン／著
『NAKED FASHION─ファッションで世界を変える─おしゃれなエコのハローワーク』
サフィア・ミニー／著
『"テクで知る＜食べ物の世界＞ 3 冊セット』
栄養素図鑑と食べ方テク 中村丁次／監修
下ごしらえと調理テク 松本伸子／監修
食品の保存テク 徳江千代子／監修"
『メンズファッションの解剖図鑑』MB／著
『間取り図大好き！』間取り図ナイト／著

情報
『サイバー攻撃 ネット世界の裏側で起きていること（ブルーバックス）
』中島明日香／著

進路
『なるには BOOKS68 獣医師になるには』井上こみち／著
『なるには BOOKS150 視能訓練士になるには』橋口佐紀子／著
『なるには BOOKS105 保健師・養護教諭になるには』鈴木るり子 他／著
『なるには BOOKS113 言語聴覚士になるには』中島匡子／著
『なるには BOOKS146 義肢装具士になるには』益田美樹／著
『なるには BOOKS147 助産師になるには』加納尚美／編著
『なるには BOOKS 大学学部調べ 工学部 中高生のための学部選びガイド』漆原次郎／著
『なるには BOOKS 大学学部調べ 法学部 中高生のための学部選びガイド』山下久猛／著
『なるには BOOKS 大学学部調べ 看護学部・保健医療学部』松井大助／著
『なるには BOOKS 大学学部調べ 理学部・理工学部』佐藤成美／著
『なるには BOOKS 大学学部調べ 社会学部・観光学部』中村正人／著
『空港で働く人たち』中村正人／著

保健室
『よくわかる みんなの救急』坂本哲也／編
『ハンセン病人権マンガ 麦ばあの島』全 4 巻 古林海月／著
『15 歳のコーヒー屋さん』岩野 響／著
『強迫性障害です！』みやざき明日香／著
『少女のための性の話』三砂ちづる／著

体育
『観るまえに読む 大修館スポーツルール２０１８』
大修館書店編集部／編
『パラリンピックの楽しみ方 ルールから知られざる歴史まで』藤田紀昭／著

『Peter Pan』
『Alice in Wonderland』
『Gulliver’s Travels』
『A Christmas Carol』
『Black Beauty 』 ほか
全 8 冊はいずれも名作。
速読の学習に役立てて
ください。

図書
『すぐできるブックトーク』渡辺暢恵・小柳聡美他／著
『質・能力を育てる学校図書館活用デザイン』稲井達也／著
『学校図書館はカラフルな学びの場』松田ユリ子／著
『手作り絵本 SMILE シリーズ絵本をめぐる活動』和田直人／著
先生方の希望書籍は、図書室の新着
本コーナー前に置いています。生徒
の皆さんも利用してください。

