
 

    

📖【報告】ビブリオバトル校内大会、無事終了！ 

11/8(月)放課後、ビブリオバトル校

内大会を開催しました。 

4 名のバトラーがそれぞれ持ち寄っ

た本の魅力を5分間でプレゼンしまし

た。そして投票の結果、１年２組の田

中悠真さんが紹介した『また、同じ

夢を見ていた』（住野よる/著、双葉社）

がチャンプ本に選ばれました。 

田中さんは 12/11(土)、松江市の 

くにびきメッセで開催される県大会

に出場します。楽しみですね！ 

 

 

 

 

┥ 進路に関する本  
550『どうして海のしごとは大事な

の?』成山堂書店 

★航海士、海上保安官、海洋調査の仕事

など、海で働く仕事や船に関わる仕事を紹

介。海の仕事に就くための学校も紹介。 

673『フードコーディネーターの仕

事』久保木薫/編著 中央経済社 

★料理研究家、フードスタイリスト、店舗経

営者、料理教室講師…さまざまな分野で

活躍中のフードコーディネーターの体験談

を紹介。 
 
┥ 情報科学  
007『高校生からはじめるプログラミ

ング』吉村総一郎/著 KADOKAWA 

★Webプログラミングをイチから学びたい

人に、この 1冊を。 

007『絵と図でわかる AI と社会』 

江間有沙/著 技術評論社 

★AI（人工知能）は社会に求められてつく

られるもの。つまり、AI は社会を映す鏡。社

会の公平/不公平、安全/監視、分断/融合

について考えてみよう。 

 
┥ 読書案内  
028『10 代のための読書地図』 

本の雑誌編集部/編 本の雑誌社 

★とりあえず何か読みたい…というときの

ガイドとして。大人が勧める「10 代のとき

に読んでおきたい本」も掲載。 

 
┥ 島根に関する本  
092.9『島根のトリセツ』昭文社 

★地形・地質、歴史、産業・文化など、島根

の特徴と魅力を地図で紹介。あなたは島

根をどこまで知っている？ 

099.3『出雲怪談』 

神原リカ/ほか著 竹書房怪談文庫 

★（タイトルは『出雲～』ですが）山陰両県

の怖い話。実話らしいですよ…。 

 

 

 

┥ 生き方・考え方  
159『自分のミライの見つけ方』 

児美川孝一郎/著 旬報社池上彰 著 

小学館 YouthBooks 

★今「普通」だと思っていることは、近い将

来「普通じゃない」ことになる。そんな世界

で生きていくために必要なこととは。 

 
┥ 日本史  
210.1『NHK「風雲!大歴史実験」日

本史ミステリーの科学』NHK「風雲!大

歴史実験」制作班/編 宝島社 

★義経の「鵯越の逆落とし」、秀吉の「美

濃大返し」など、時代を変えた戦いの真相

はどうだったのか、科学的な実験で検証。 

210.3『地図でスッと頭に入る平安時

代』繁田信一/監修 昭文社 

★名前ほどには”平安”でもなかった平

安時代について、地図で学ぶ本。 

 
┥ 世界はいま…  
302『なぜ世界を知るべきなのか』 

池上彰/著 小学館 YouthBooks 

★世界には多様な文化、多様な思考、多

様な生き方がある。世界を旅してきた池上

さんが伝える、コロナ禍にこそ世界に目を

向けるべき理由。 

302『池上彰の世界の見方 中国』 

池上彰/著 小学館 

★香港の民主化運動弾圧、新型コロナウ

イルスの情報規制など、中国で今起こって

いることを解説。 

 
┥ 戦争と平和  
319『池上彰の君と考える戦争のない

未来』池上彰/著 理論社 

★戦争は形を変えながらも、古代から現代

まで起こり続けてきた。世界から戦争をな

くすにはどうすればいいのか。 

 

 
 

 

┥ 社会心理学  
361.4『リスク心理学』 

中谷内一也/著 ちくまプリマ―新書 

★人間の心には危機に対応するしくみが

備わっている。でもそのしくみはなかなか

曲者で…。 

361.4『アサーション入門』 

平木典子/著 講談社現代新書 

★アサーションとは「自分の主張もしつつ、

相手も大切にするコミュニケーション」。他

者と良好な関係を築くコミュニケーション

術を身につけよう。 

 
┥ 職 業  
366『SDGs でわかる今ない仕事図鑑

ハイパー』講談社 

★SDGｓ（持続可能な開発目標）達成の

ために生まれるかもしれない仕事を紹介。

司書が個人的に気になるのは「感情書店

主」。 

 
┥ 性  
367『みんな自分らしくいるためのは

じめての LGBT』 

遠藤まめた/著 ちくまプリマー新書 

★制服、友情、恋愛…「あたりまえ」って何

だろう？ 性の多様性について、改めて考え

る。 

 
┥ 高齢者問題  
367『潜入・ゴミ屋敷』 

笹井恵里子/著 中公新書ラクレ 

★どうして高齢者の家がゴミ屋敷になって

しまったのか、その背景に迫る。 

 
┥ 社会問題  
368『どうしても頑張れない人たち 

ケーキの切れない非行少年たち 2』 

宮口幸治/著 新潮新書 

★決してサボっているわけではない。頑張

り方がわからず、苦しんでいる人がいる。

彼らに必要な支援とは。 
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ひ ら こ う 
これを書いている今、とても手が冷たい。ですので（と言うに

は飛躍しすぎかもしれませんが）頭の中で「温」「暖」という字を

思い浮かべています。「温」は「蒸気があたたかい」、

「暖」は「陽の光や火があたたかい」という意味だそうで、

今の私はどちらかというと「暖」を求めているのですが、こ

の際贅沢は言うまい。何でもいい、手をあたためたい！! 

“家族”   ― ２年４組  石橋 風音 

みなさんは「家族」という言葉を聞いて、誰の姿が思い浮かびますか？ 同じ家で生活する血縁 

関係のある人たち、ペットなど、人それぞれですよね。 

ここで紹介する『そして、バトンは渡された』という本は、幼くして実の母親を亡くし、育ての親 

も結婚と離婚を繰り返したため、次々と親がかわる境遇で育った 17 歳の女子高校生が主人公の物語 

です。父親が 3 人、母親が 2 人という複雑な家庭環境の中、主人公の成長や血の 

つながらない親子の日常のやり取りが温かい目線で描かれ、家族とは何かを問い 

かけています。 

この本を読むと、親子って血の繋がりだけではないのだと思います。心と心の絆が 

あれば、誰にでも胸を張れるいい親子関係が築けるということが分かります。こんな親 

子の形もあるものだと悟り、愛する人の門出を心から祝福できる関係が羨ましくなる物

語でした。現在は映画も公開されているので、ぜひご覧になってみてください。 

✍Next writer is… Y.I!   
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┥ 児童福祉  
369『つながり続けるこども食堂』 

湯浅誠/著 中央公論新社 

★コロナ禍にも負けず増え続けるこども食

堂。誰にでも開かれ、生きづらさをやわらげ

てくれる、そんなこども食堂の可能性を考

える。 

 
┥ 教 育  
371『家庭、学校、職場で生かせる!自

分と相手の非認知能力を伸ばすコツ』 

中山芳一 著 東京書籍 

★非認知能力とは、「数値化できないけれ

ど生きるために必要な能力」のこと。 

372『やりすぎ教育』 

武田信子/著 ポプラ新書 

★行き過ぎた期待と強制で、心の元気が

なくなる子どもたち。「教育熱心」と「教育

虐待」の境界線はどこにある？ 

376『ぼくはイエローでホワイトで、

ちょっとブルー 2』 

ブレイディみかこ/著 新潮社 

★イギリス人の父と日本人の母の間に生

まれた「ぼく」。中学生になり、事件続きの

暮らしの中で、少しずつ大人になっていく。 

379『10 年後の子どもに必要な「見

えない学力」の育て方』 

木村泰子/著 青春出版社 

★自ら考え行動する「見えない学力」が身

につくと、結果として「見える学力」も上が

る。元小学校校長が語る実践的教育論。 

ﾘｸ 379『子どもが「やる気」になる

質問』ツダミヒロ/ほか著 PHP研究所

★答えを教えるのではなく、質問で働きか

ければ、子どものやる気が育つ。 

 
┥ 食文化  
383『世界のグルメ図鑑』 

地球の歩き方 

★世界各地の名物料理を、食の雑学とと

もに紹介。ぜひ家でも作ってみたい! 

383『地理女子が教えるご当地グル

メの地理学』 

尾形希莉子、長谷川直子/著 ベレ出版 

★ご当地グルメを都道府県別に取り上げ、

なり立ちを地理学の観点から解説。 

 
 

┥ 物理学  
427『「電波と光」のことが一冊でま

るごとわかる』井上伸雄/著 ベレ出版 

★テレビ、スマホ、Wi‐Fi など、あらゆる場

面で欠かせない電波。その仕組みを知って

いますか？ 

429『「ニュートリノと重力波」のこ

とが一冊でまるごとわかる』 

郡和範/著 ベレ出版 

★宇宙誕生の謎の解明はどこまで進んで

いる？ 見えなかった宇宙をこじ開ける「重

力波天文学」って何？ 

 

┥ 動 物  
ﾘｸ 489『オオカミと野生のイヌ』 

近藤雄生/文 エクスナレッジ 

★ニホンオオカミの絶滅から早 1 世紀。で

も世界にはまだオオカミも、ディンゴなどの

野生のイヌも生息している。そんな彼らの

姿をとらえた美しい写真集。 

 

┥ 医 学  
491.7『ひと目でわかる!ウイルス大

解剖』川口寧/監修 誠文堂新光社 

★見えないけれどきっと近くにいる、だから

不安になる。そんなウイルスを正しく知り、

正しく対処しよう。 

 
┥ 栄 養  
498.5『カラダに効く!タンパク質ま

るわかり BOOK』 

藤田聡/監修 学研プラス 

★さまざまな心身の不調を解決してくれる

タンパク質。その機能や上手な摂り方を解

説。レシピも掲載。 

 
┥ 環 境  
519『「環境の科学」が一冊でまるご

とわかる』齋藤勝裕/著 ベレ出版 

★環境を護り、浄化していくために私たち

にできることとは？ 

519『これってホントにエコなの?』

ジョージーナ・ウィルソン=パウエル/

著 東京書籍 

★食品トレーを捨てる or洗剤で洗ってリサ

イクルに出す。どっちがエコ？ 

 

 
 
 

 
┥ 料 理  
596『調理の基本まるわかり便利帳 

食品の知識・調理データ・下ごしらえ・味つけ・

調理法・栄養価計算』 

松本仲子/監修 女子栄養大学出版部 

596『世界のサンドイッチレシピ』 

島本美由紀/著 成美堂出版 

★その土地ならではの食材が使われてい

る、世界のサンドイッチレシピ集。日本で手

に入る食材に置き換えて紹介。 

 

┥ 産 業  
601『過疎再生 奇跡を起こすまちづくり』 

松場登美/著 小学館 

★石見銀山の町・大森。小さな過疎の町

が「すぐそこにある宝」を見つけ、それを町

づくりにつなげていった 40年間の記録。 

 
┥ スポーツ  
780『東京オリンピック 2020 特別

報道写真集』山陰中央新報社 

★異例づくしとなった東京オリンピックの公

式記録写真集。県内の聖火ランナーも載っ

ています。 

ﾘｸ 783.7『野球のきほん 子どものやる

気と技術をのばすコーチング』 

清水隆一/著 ベースボール・マガジン社 
★子どもに野球を教えるとき、技術だけで

なく「やる気」も伸ばす指導方法とは。 

 

┥ ことば  
809『聞く力、話す力 インタビュー

術入門』松原耕二/著 河出書房新社 

★インタビュー調査の前にご一読あれ。 

 

 

 

 

814『上品なことば選び辞典』 

学研プラス 

814『ポジティブことば選び辞典』 

学研プラス 

★日本語にはさまざまな言い回しがある。

より「素敵な」言葉を選べるようになろう。 

┥ 日本の文学  
910『文豪たちの断謝離』 

豊岡昭彦、 高見澤秀/編 秀和システム 
★断謝離（※断捨離はない）とは「断り、謝

り、離れる」の略。文豪たちはどんな言葉で

断り、謝り、別れを告げてきたのか。 

 
┥ 俳句  
911.3『ひらめく!作れる!俳句ドリル』 

岸本尚毅、夏井いつき/著 祥伝社 

★より優れた俳句を作れるようになるコツ。 

 

┥ 日本の小説  
913『原因において自由な物語』 

五十嵐律人/著 講談社 

★作家の二階堂には、誰にも言えない秘

密がある。その秘密と引き換えにしても書

かねばならない物語に出会ってしまい…。 

913『ペッパーズ・ゴースト』 

伊坂幸太郎/著 朝日新聞出版 

★特殊な条件下でのみ他人の未来を見る

ことができる中学校教師の檀先生。 教え

子の未来を見てしまったことから、奇妙な

事件に巻き込まれていく。 

913『亜ノ国へ 水と竜の娘たち』 

柏葉幸子/著 KADOKAWA 

★不妊治療の末、離婚した塔子。帰った故

郷で見つけた亡き祖父のトランクは、異世

界への扉だった。 

 

913『シンデレラ城の殺人』 

紺野天龍/著 小学館 

★怪しい魔法使いにガラスの靴を渡され、

舞踏会に参加したシンデレラ。だが、王子

様が何者かに殺されてしまい…。 

913『星天の兄弟』 

菅野雪虫/著 東京創元社 

★父が無実の罪で投獄されてしまった幼

い兄弟。互いを思いやりながら別々の道を

ゆく少年たちの運命は? 

913『硝子の塔の殺人』 

知念実希人/著 実業之日本社 

★ミステリーを愛する大富豪の呼びかけで、

癖の強いゲストたちが硝子の塔に招かれ

た。この館で次々と惨劇が起こる。 

913『サキの忘れ物』 

津村記久子/著 新潮社 

★大きな展開があるわけでもない、どんで

ん返しが待っているわけでもない。でも、じ

んわりとあたたかい短篇集。 

913『ワラグル』 

浜口倫太郎/著 小学館 

★漫才王者決定戦の敗者復活戦で敗れ

た上にコンビも解散。漫才を続けたかった

凛太は、謎の構成作家の元を訪れる。 

913『なめらかな世界と、その敵』 

伴名練/著 早川書房 

★伊藤計劃の小説『ハーモニー』へのトリ

ビュート「美亜羽へ贈る拳銃」など、6 編の

SF短篇集。 

913『ツタンカーメンの心臓』 

福士俊哉/著 KADOKAWA 

★エジプトの発掘調査に参加した小栗。遺

跡から見つかった大量のミイラをめぐり、小

栗たちに危機が迫る。 

ﾘｸ 913『もしも徳川家康が総理大臣

になったら』 

眞邊明人/著 サンマーク出版 

★コロナ禍に復活した偉人たちで構成さ

れた徳川内閣。はたして日本を救えるか？ 

913『さよならの空はあの青い花の

輝きとよく似ていた』 

みあ/著 幻冬舎 

★孤独な日々を送る高 3 の心音。海辺で

ギター片手にひとりで歌っていると、見知ら

ぬ男性に声をかけられて…。 

913『雷神』道尾秀介/著 新潮社 

★幸人にかかってきた脅迫電話。過去に

起こった母の不審死と毒殺事件の真相を

解き明かすため、幸人は姉らと故郷に潜入

調査を試みる。 

 

┥ 外国の小説  
929『アーモンド』 

ソンウォンピョン/著 祥伝社 

★アーモンド(扁桃体)が人より小さく、怒り

や恐怖を感じることができないユンジェ。そ

んな彼の前にもうひとりの“怪物”ゴニが

現れる。 

929『三十の反撃』 

ソンウォンピョン/著 祥伝社 

★大企業の非正規社員である女性ジヘ

は、何にも期待していなかった。一癖ある同

僚との出会いから、ジヘは自分らしい生き

方を探し始める。 

ﾘｸ 929『82 年生まれ、キム・ジヨ

ン』チョナムジュ/著 筑摩書房 

★ある日突然、自分の母親や友人の人格

が憑依したかのようなジヨン。彼女の人生

を振り返る中で、女性の人生に立ちはだか

る困難と差別を描く。 

 

 

シリーズ続編入りました 

 
┥ コミック  
726『ちはやふる 47』 

末次由紀/著 講談社 

726『文豪ストレイドッグス 

21』春河 35/漫画 KADOKAWA 

726『ドラゴン桜 2 17』 

三田紀房/著 講談社 

 

┥ 日本の小説  
913『死物語 上・下（物語シリ

ーズ）』西尾維新/著 講談社 

913『透明な螺旋(ガリレオシリ

ーズ)』東野圭吾/著 文藝春秋 

♬


