
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロウソクの光とＬＥＤ、どっちが効率

が良い？太陽が地球に一番近い１月が寒

くなるわけは？日常にふと感じる疑問に

答えるのが物理学の本当の使い方。公式

を覚えるだけじゃつまらない。物理学の

醍醐味を伝える。 

小さなオークション会社で働く高遠冴。

高額の絵画取引に携わりたいと願っていた

冴の元にある日、錆びついた一丁のリボル

バーが持ち込まれる。それはフィンセント・

ファン・ゴッホの自殺に使われたものだと

いう…。誰が引き金を引いたのか？アート

史の謎に迫るミステリー。 

（幻冬舎） 

『ドキュメント』 湊かなえ∥著 

町田圭祐は怪我で陸上の夢を諦め、高校

では放送部に入るも葛藤していた。全国大

会を目指して、ドローンを駆使したドキュ

メント作品の撮影をはじめたが、その動画

に思わぬ人物が映りこんでしまい…。 

『リボルバー』 原田マハ∥著 

『黒牢城』 米澤穂信∥著 

織田信長に叛旗を翻して有岡城に立て

籠った荒木村重は、城内で起きる難事件に

翻弄される。動揺する人心を落ち着かせる

ため、村重は、土牢の囚人にして織田方の

軍師・黒田官兵衛に謎を解くよう求めた。

戦国×ミステリの新王道。 （ＫＡＤＯＫＡＷＡ） 

『臨床の砦』 夏川草介∥著 

（小学館） 

コロナ診療の最前線に立つ信濃山病院

の内科医・敷島寛治。世間では「医療崩壊」

寸前と言われているが、現場の印象は「医

療壊滅」だ。一般患者の診療にも支障を来

すなか、病院は異様な雰囲気に包まれてい

た…。現役医師によるドキュメント小説。 『自分を励ます英語名言１０１』 

 小池直己，佐藤誠司∥著 

新しいことに挑戦したい、困難を乗り越

えたい…。そんな時に自分に勇気を与えて

くれる先人たちの言葉。心に刺さるさまざ

まな名言に触れながら、自然に英文法の知

識を学べる英語名言集。 （岩波書店） 

（岩波書店） 

『コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術』 

上坂博亨，大谷孝行，里見安那∥著 

『３．１１を心に刻んで ２０２１』 

岩波書店編集部∥編（岩波ブックレット） 

『みんなで学ぼう学校教育と著作権』 

森田盛行∥著（全国学校図書館協議会） 

『「探究」する学びをつくる 社会とつながるプロジェクト型学習』 

藤原さと∥著（平凡社） 

『死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発』 

 門田隆将∥著（ＫＡＤＯＫＡＷＡ） 

『深掘り！中学数学 教科書に書かれていない数学の話』 

坂間千秋∥著（岩波書店） 

『障害者とともに働く』 

藤井克徳，星川安之∥著（岩波書店） 

『こども六法』 山崎聡一郎∥著（弘文堂） 

『１冊ですべて身につく 

ＨＴＭＬ＆ ＣＳＳとＷｅｂデザイン入門講座』  

Ｍａｎａ∥著（ＳＢクリエイティブ） 

『ｉｎｖｅｒｔ 城塚翡翠倒叙集』 

  相沢沙呼∥著（講談社） 

『夜に駆ける ＹＯＡＳＯＢＩ小説集』 

 星野舞夜∥ほか著（双葉社） 

『余命１０年』 小坂流加∥著（文芸社） 

『麦本三歩の好きなもの 第２集』 

住野よる∥著（幻冬舎） 

『兇人邸の殺人』 今村昌弘∥著（東京創元社） 

『たとえ好きなものが見つからなくても』 

阿月まひる∥著（ＫＡＤＯＫＡＷＡ） 

『宇宙兄弟 1～40 巻』小山宙哉∥著（講談社） 

 

これからの社会でますます求められる

「コミュニケーション力」。そしてプレゼン

テーションはグループ学習やチーム作業を

行う上で必要不可欠な「自己表現」の手段。

スピーチの基本技術、相手を動かすプレゼ

ンについてわかりやすく解説する。 （岩波書店） 

読書計画 
令和３年１０月５日 

日田高等学校図書館発行  

— 新 着 図 書 案 内  — 『ＳＤＧｓ時代の国際協力 アジアで共に学校をつくる』  

西村幹子，小野道子，井上儀子∥著 

バングラデシュで長く学校づくりに取

り組んできたＮＧＯの活動を、日本からの

参加者・現地の生徒たちの生の声とともに

紹介。支援する側・される側ではなく、互

いに当事者として「協働」するパートナー

シップのあり方を考える。 
（岩波書店） 

『確かめてナットク！物理の法則』 

 ジョー・ヘルマンス∥著，村岡克紀∥訳 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学研模試の「小論文を書くために読んでおきたい本」のリストを参考に、小論文対策

コーナーに今年度加えた本です。１、2 年生のうちにたくさん読んで、知識を深めてお

きましょう。入試面接の対策本も図書館にありますのでご利用ください。 

『総理の夫』 原田マハ∥著    

２０２１年 9 月公開  出演：田中圭 中谷美紀 他 

日本初の女性総理大臣となった相馬凛子。鳥類学者

の夫・日和は「ファースト・ジェントルマン」として

妻を支えることを決意。妻の奮闘の日々を後世に遺す

べく日記に綴る。相馬内閣は高く支持されるが、陰謀

を企てるものが現れ…。政界エンタメ＆夫婦愛の物語。 

映画の原作本、読んでみませんか？ 

 

『護られなかった者たちへ』 中山七里∥著 

２０２１年１０月公開  出演：佐藤健 阿部寛 他 

仙台市で他殺体が発見。拘束し、餓死させるという

残酷な殺害方法から、担当刑事は怨恨の線で捜査す

る。しかし被害者は恨まれるとは思えない聖人のよう

な人物で、容疑者は一向に浮かばない。そんな中、２

体目の餓死死体が発見され…。社会派ミステリー。 

☆『日本古典と感染症』 ☆『名場面で味わう日本文学 60 選』 ☆『贖い』 

☆『ロバート キャンベルの小説家神髄』 ☆『東京百年物語１～３』 

☆『読むことの力』 ☆『J ブンガク 英語で出会い、日本語を味わう名作５０』 

『J ブンガク マンガで読む英語で味わう日本の名作文学 12 編』 

『コロナ後の世界を生きる——私たちの提言』村上陽一郎編 

（☆印は県立図書館よりお借りしています。21 日まで展示貸出可。） 

 

ロバート キャンベルさんコーナーを設置しました。 

10 月 15 日（金）の 100 周年記念式典でご講演をいただく、 

ロバート キャンベルさんの作品と、咸宜園についての資料を 

一緒に展示しています。ぜひ読んでみてください。 
学部学科の
ジャンル

書名 著者名 出版社 請求記号

人文系
考えるとはどういうことか　０歳から１００歳までの哲学入門
（幻冬舎新書）

梶谷真司 講談社 100ｶ

人文系 対話の技法 納富信留 集英社 104ﾉ

法学系 リベラルの敵はリベラルにあり（ちくま新書） 倉持麟太郎 筑摩書房 309.1ｸ

法学系 民主主義とは何か（講談社現代新書） 宇野重規 岩波書店 311.7ｳ

教育系 ケーキの切れない非行少年たち（新潮新書） 宮口幸司 新潮社 368.71ﾐ

教育系 給食の歴史（岩波新書） 藤原辰史 岩波書店 374.94ﾌ

経済系 資本主義の新しい形 諸富徹 講談社 332.1ﾓ

社会学系
健康的で清潔で、道徳的な秩序ある社会の不自由さにつ
いて

熊代亨 講談社 304ｸ

社会学系 ＬＧＢＴを読みとく　クィア・スタディーズ入門　（ちくま新書） 森山至貴 筑摩書房 367.9ﾓ

学際系
その情報はどこから？　ネット時代の情報選別力（ちくまプ
リマ―新書）

猪谷千香 筑摩書房 002.7ｲ

学際系 ＳＤＧｓ　危機の時代の羅針盤　岩波新書 南博，稲場雅紀 中央公論新社 331ﾐ

学際系 まんがクラスメイトは外国人　入門編 みなみななみ 明石書店 334.41ﾏ

学際系 まんがクラスメイトは外国人　課題編 みなみななみ 明石書店 334.41ﾏ

学際系
ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた　あなたが
あなたらしくいられるための２９問

一橋大学社会学部
佐藤文香ゼミ生一同

幻冬舎 367.1ｼﾞ

学際系
海洋プラスチックごみ問題の真実　マイクロプラスチックの
実態と未来予測

磯辺篤彦 化学同人社 519.4ｲ

福祉系 手の倫理（講談社選書メチエ） 伊藤亜紗 光文社 141ｲ

福祉系
ボクはやっと認知症のことがわかった　自らも認知症に
なった専門医が、日本人に伝えたい遺言

長谷川和夫，猪熊
律子

集英社 493.758ﾊ

医療系 コロナ後の世界を生きる　私たちの提言（岩波新書） 村上陽一郎 講談社 304ﾑ

医療系
未来の医療年表　１０年後の病気と健康のこと（講談社現
代新書）

奥真也 筑摩書房 490.4ｵ

医療系 「いのち」の現場でとまどう　臨床医学概論講義
徳永進，高草木光
一

筑摩書房 490.4ﾄ

医療系 コロナの時代の僕ら
パオロ・ジョル
ダーノ

早川書房 974ｼﾞ

理系
AIは人類を駆逐するのか？自律世界の到来（幻冬舎新
書）

太田裕朗 幻冬舎 007.13ｵ

理系
科学とはなにか　新しい科学観，いま必要な三つの視点
（ブルーバックス）

佐倉統 講談社 404ｻ

芸術系 芸術人類学講義（ちくま新書） 鶴岡真弓 講談社 701ﾂ

ノンジャンル 戦争は女の顔をしていない（岩波現代文庫）
スヴェトラーナ・ア
レクシエーヴィチ

文藝春秋 986ｱ


