
 

 

📖冬は読書の季節！冬休み中の図書館利用について 

        開館日:12 月 24 日(金)～28 日(火) 8:30～17:00 

※12 月 29 日(水)～1 月 6 日(木)は休館です。 

12/24 までに借りた本の返却日は １/7（始業式）です。貸出冊数➡いつもどおり無制限！ 

 

📖ビブリオバトル県大会が開催されました！ 

12 月 11 日(土)に、全国高等学校ビブリオバトル県大会が松江市のくにびきメッセで開催されました。 

全県下から集った 10 名の高校生が、持ち寄ったオススメの 1 冊を 1 人 5 分間で紹介しました。 

前号でお知らせしたとおり、平田高校からは 1 年 2 組の田中悠真さんが出場して『また、同じ夢を見ていた』

（住野よる/著）を紹介。見事、実行委員長特別賞を受賞しました。おめでとうございます！ 

他の出場者の発表もすべて素晴らしく、どの本も読みたくなりました。ひらこう図書館に入っていない本も近々

受け入れをして紹介しますので、お楽しみに！ 
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ひ ら こ う 
長い長い 2 学期がようやく終わりを告げようとしていま

す。思えば子どもの頃から、2 学期は長くて苦手でした。

小学校では楽しい学校行事がめじろ押しだったのです

が、やはり準備や練習が大変で、12 月が終わる頃には 

ぐったりしていた記憶があります。すっきり 3学期を迎える

ためにも、冬休みにはしっかり気分転換を図りましょう！ 

“気がつけば そこに犬”   ― ２年２組  飯塚 祐翔 

気温が下がってきて、家で本を読むのにぴったりな季節になりました。みなさんは、家でどのくら 

い本を読んでいますか？ 実際、僕はあまり本を読みません。しかし、こんなに普段、本を読まない 

自分でもおもしろいと思える本を見つけたので紹介したいと思います。 

僕が紹介する本は、伊吹有喜さんの『犬がいた季節』です。この本は、ある高校に 

迷い込んだ一匹の犬と、その高校の生徒達の学校生活を書いた小説です。学校に犬が 

いるというだけで少し非日常的な感じがしますが、その中での犬と生徒の交流や僕た 

ちが普段送っている高校生活と通ずるところがたくさんあります。また、学生ならで 

はの出会いと別れがこの小説には多く書かれていて、とても感動します。この小説は平田

高校の図書館にもあるので、ぜひ読んでみてください!!       ✍Next writer is… H.T!   
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◆12:30 開会 
◆12:35 ハンドベルの演奏 by 吹奏楽部 

✨

◆12:50 クリスマスソングの演奏 by 吹奏楽部 

◆13:05 クリスマス絵本の朗読 by 放送部 

◆13:20 余興「はあって言うゲーム」by 図書委員会 

◆13:40 ビンゴゲーム 

◆14:00 閉会 

 

 

クリスマス会＠ひらこう図書館 プログラム 
 

12 月 23 日（終業式後） 



┥ 進路・受験に関する本   

304『文藝春秋オピニオン 2022年の

論点 100』文藝春秋 

★世界のトレンドを識者はどう読む？ 

813『現代用語の基礎知識 2022』 

自由国民社 

★小論文試験や面接試験を受ける前に、

その分野の重要キーワードをおさえておき

ましょう。 

816『資料と課題文を攻略して合格答

案を書くための小論文のオキテ PRO』 

鈴木鋭智/著 KADOKAWA 

816『小論文これだけ!  経済・経営

超基礎編』 

樋口裕一/著 東洋経済新報社 

816『小論文これだけ!  模範解答 

人文・情報・教育編』 

樋口裕一/ほか著 東洋経済新報社 

674『広告業界の仕事図鑑』 

宮嶋和明/編著 中央経済社 

★広告業界でバリバリ働く先輩たちのリア

ルな声を集めたお仕事ガイド。広告に関す

る基本的なことから、広告を作るための具

体的な手順、広告代理店・広告関連会社

の仕事内容や働き方などを紹介。 

 

┥ 情報科学  
007『AI の時代を生きる 

未来をデザインする創造力と共感力』 

美馬のゆり/著 岩波ジュニア新書 

★AI の存在感が増し、便利な暮らしへの

期待や憧れが高まる一方で、仕事を奪わ

れる不安に揺れる現代人。人間と AI の未

来はどうあるべきなのか、AIの技術的な説

明から社会的な影響まで、さまざまな視点

を提供する。 

 

┥ 著作権  
021『著作権ハンドブック 

先生、勝手にコピーしちゃダメ』 

宮武久佳, 大塚大/著 東京書籍 

★保護者会で新聞のコピーを配布しても

いい? 教室での対面授業の様子をインタ

ーネットで児童の自宅に同時送信してもい

い? 学校の先生や事務職に向けて、著作

権について Q&A形式で解説する。改正著

作権法第 35条に対応。 

 

 

 

┥ 雑 学  
049『ギネス世界記録 2022』 

クレイグ・グレンディ/編 

角川アスキー総合研究所 

★今年はどんな世界記録が！？ 

 

┥ 島根に関する本  
092.2『忘れられた戦争 出雲大社神門

通りの松ヤニ採取』高嶋敏展/写真・文 

どこでもミュージアム研究所 

★出雲大社の神門通りには、切り傷のある

松の木が並んでいる。戦時中に松ヤニを

採取するために傷をつけられた松の木を

写した写真集。著者の高嶋さんは平田高

校の卒業生。 

 

┥ 道 徳  
150『答えのない道徳の問題どう解

く?  正解のない時代を生きるキミへ』やま

ざきひろし/ぶん ポプラ社 

★つらいとき、ガマンするのとガマンしない

のは、どっちがいいんだろう? 自分の考え

をもって、みんなと話し合ってみよう。どう解

いたらいいか分からない、答えのない 13

の道徳の問題を掲載。考えるためのヒント

も紹介。 

 

┥ 世界情勢  
302『池上彰の世界の見方 アメリカ

2』池上彰/著 小学館 

★2020 年大統領選挙、二大政党、黒人

差別、司法制度、軍事・外交・諜報、教育制

度。池上彰が選んだ 6 つのテーマで「アメ

リカ」を解説。 

 

┥ 経 済  
331『教養として知っておきたい 33

の経済理論』大村大次郎/著 彩図社 

★私たちの生きる世界は経済で読み解け

る。「囚人のジレンマ」「アダム・スミスの国

富論」「ビットコイン理論」「ピケティ理論」

など、世界を動かしている 33 の経済理論

を掲載。経済理論と実体経済の相違につ

いても紹介。 

 

┥ 教 育  
378『特別支援が必要な子どもの進路

の話』山内康彦/著 WAVE出版 

★特別支援が必要な子どもたちは、将来

どう生きていけばいいのか? 特別支援教

育の専門家が思い込みや先入観を外し、

子どもに合った進路を発見するために本

当に役立つ情報と、計画的に取り組む方

法をわかりやすく語る。 

 

 

┥ 数 学  
410『解きたくなる数学』 

佐藤雅彦/ほか著 岩波書店 

★「ピタゴラスイッチ」制作メンバーが作っ

た、論理的思考が身につく数学問題集。

「鳩の巣原理」「三角不等式」「数学的帰

納法」などを魅力的な写真とグラフィック

で表現した、全 23問を収録。 

┥ 気 象  
451『すごすぎる天気の図鑑』 

荒木健太郎/著 KADOKAWA 

★雲ができるのは空気が汚れているから? 

花粉で空が虹色になる? 雷はどこに落ち

る? 空や雲、天気にまつわる疑問を取り上

げてわかりやすく解説。天気について知っ

ておくと便利なことや、思わず納得する知

識も紹介。 

 

┥ 医学・医療  
493.7『「心」のお仕事 

今日も誰かのそばに立つ 24 人の物語』 

荒井裕樹/ほか著 河出書房新社 

★精神科医、カウンセラー、臨床心理士、ソ

ーシャルワーカー、心の謎に迫る研究者…。

目に見えない「心」を扱うことを仕事にして

いる 24人が、その面白さと苦労、道のりを

語る。 

498.1『未来の医療で働くあなたへ』 

奥真也/著 河出書房新社 

★医療の世界は今後 10 年間で大きく変

わる。未来の医療現場で働く 10代に向け、

医学・医療の最前線を知る医療未来学者

が、進歩する医療の姿と、医師の心構えや

進路について指南する。 

498.3『脳医学の先生、頭がよくなる

科学的な方法を教えて下さい』 

瀧靖之/著, 郷和貴/聞き手 日経 BP  

★人の脳には変化する力「可塑性」があり、

楽しくコツコツ努力すれば、何歳でも伸び

ていく。脳の成長のロードマップ、大人の脳

のパフォーマンスアップ、習慣の力、メタ認

知などについて解説。 

 
┥ 機械工学  
549『無駄なマシーンを発明しよう!』 

藤原麻里菜/著 技術評論社 

★インスタ映え台無しマシーン、電気がつく

と電気を消すマシーンなど、無駄なものを

つくるための簡単な工作やパソコンでのプ

ログラミングを解説。アイディアの考え方と

それをかたちにするまでの工程も紹介。 

 
 

┥ 農 業  
611『SDGs 時代の食べ方 

世界が飢えるのはなぜ?』 

井出留美/著 筑摩書房 

★食品ロスが深刻な日本。捨てられる食

材の量は国連の飢餓国支援の 1.4 倍。こ

の状況を変えるにはどうすれば良いのか。

SDGs時代にふさわしい食べ方を考える。 

 

┥ ペット  
645『猫を助ける仕事』 

山本葉子, 松村徹/著 光文社新書 

★民間の保護団体から希望者がペットを

譲り受ける、新しい流通ルートを社会に定

着させようと活動するNPO法人代表と、不

動産研究の第一人者が、猫と人との共生

を考える。 

 

┥ 商 業  
675『デザインの誤解 

いま求められている「定番」をつくる仕組み』 

水野学/ほか著 祥伝社新書 

★「定番」となっている商品はどのようにし

て生まれたのか。新しい「定番」を生むた

めの条件とは何か。定番商品を生み出す

ために必要なデザイン思考をわかりやすく

紹介。 

 

┥ 写真集  
748『世界遺産・小笠原』 

三好和義/著 朝日新聞社 

★洋上に浮かぶ島々で、生物は独自の進

化を遂げた。クジラやイルカ、海鳥が集う、

美しき楽園…。世界遺産に登録された小

笠原諸島の色鮮やかな自然を収めた写真

集。 

 

┥ 日本語  
814『世にも美しい三字熟語』 

西角けい子/著 ダイヤモンド社 

★日本語がもつ豊かな漢字文化があり、

大和言葉や漢語の世界が広がる「三字熟

語」。「雪月花」「安本丹」「大団円」など、

さまざまな三字熟語をクイズ形式で紹介。 

 

┥ 日本の小説  
913『むかしむかしあるところに、 

やっぱり死体がありました。』 

青柳碧人/著 双葉社 

★竹取のシゲと幸せに暮らしていたかぐや

姫。ある日、シゲの子分ヤスの家から出火

し、焼け跡からヤスが刺殺体で…。「竹取

探偵物語」をはじめ、日本の昔ばなしをミ

ステリで読み解く作品集。 

 

913『民王 シベリアの陰謀』 

池井戸潤/著 KADOKAWA 

★高西環境大臣が人を凶暴化させる謎の

ウイルスに感染した。陰謀論者の台頭で、

危機に陥る第二次武藤泰山内閣。ウイル

スはどこからやってきたのか。泰山は国民

を救うべく…。 

913『駆ける 少年騎馬遊撃隊』 

稲田幸久/著 角川春樹事務所 

★吉川元春に拾われ馬術を見出された少

年・小六。尼子再興を願う猛将・山中幸盛

(鹿之助)。ともに戦火で愛する人を失った

2 人の譲れぬ思いが、戦場でぶつかる。勝

つのは無垢な魂か、それとも復讐の刃か。 

913『おまえなんかに会いたくない』 

乾ルカ/著 中央公論新社 

★10年前に北海道立白麗高校を卒業し

た元クラスメイトたちに同窓会の案内が届

いた。高校の思い出に盛り上がる彼ら。し

かし「岸本李矢さんを覚えていますか」と

いう書き込みが波紋を呼ぶ。それはいじめ

で転校した生徒で…。 

913『サード・キッチン』 

白尾悠/著 河出書房新社 

★アメリカの大学に留学した尚美は、会話

もままならず、友人もできずひとりぼっち。

人間関係をあきらめ勉強だけに邁進して

いたある日、隣室のアンドレアとともに、さま

ざまなマイノリティが集まる、ある学生食堂

に招かれて…。 

913『檸檬先生』珠川こおり/著 講談社 

★私立小中一貫校に通う小学3年生の私

は、音や数字に色が見えたりする「共感覚」

を持っていた。ある日、音楽室で出会った、

檸檬色に映る中学 3 年生の少女もまた孤

独な共感覚者で…。 

913『夜が明ける』 

西加奈子/著 新潮社 

★どれだけ傷ついても、夜が深くても、必ず

明日はやってくる。思春期から33歳になる

までの男同士の友情と成長、そして変わり

ゆく日々を生きる奇跡を描いた物語。 

 

❅シリーズ続編入りました❅ 

 

┥ コミック  
726『キングダム 63』 

原泰久/著 集英社 

726『はたらく細胞フレンド 

2～6』和泉みお/漫画 講談社 
 


