
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新刊ピックアップ 
未来の科学者たちへ  

大隅良則 永田和宏  KADOKAWA 

 

 「役に立つ、立たない？」「失敗したくない」 

最短最速を求められ現代の風潮に対する呪縛

を解き放ってくれる科学の大家による対談集。 

学ぶ意欲が湧いてくる本です。 

はじめて学ぶみんなのお金  

浜崎絵梨訳 伊藤元重監修   晶文社 

 

身近なお金の話から、格差、世界経済の問題

まで幅広い内容を網羅し、豊富なイラストでわ

かりやすく解説しています。 

                  

偶然仕掛け人  

ヨアフ・ブルーム 集英社 

 

偶然の出来事と思っていたことが、実は「偶

然仕掛け人」の存在による出来事だった

ら・・・・。主人公の運命の行方は？ 

 

バナナの魅力を 100 文字で伝えて

ください      柿内尚文 かんき出版 

 

「伝える」ための極意がとてもわかりやすくま

とめられています。発表の機会の多い 

舞高生におすすめの一冊です。 

ＭＩＲＡＩ    
― 未来 ― 
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          大分舞鶴高校図書館発行 №５ 

あつかったら ぬげばいい  

  ヨシタケシンスケ  白泉社 

 

「あつかったら ぬげばいい」、「へとへとにつ

かれたら・・・ 」 「○○だたら・・・すればいい」

とヨシタケさんが対処法を紹介してくれます。3

分で気持ちがラクになる絵本です。 

本当の「心の強さ」ってなんだろ

う？一生を支える折れないメンタルのつく
り方      齋藤 孝 誠文堂新光社 

     

くよくよ悩んでしまう、失敗を引きづってしま

う・・・。しなやかでたくましい「柳のメンタル」

を身につける方法を伝授してくれる一冊。 

「本を読むには？」 → 意識する → 時間が生まれる 

  １年生を対象に読書習慣に関する調査を行いました。「１か月間に全く本を読まない」人が約４割いま

した。意識して「本を読む時間を作る人」とそうでない人の差は、三年間で考えるととても大きいものになります。 

高校時代の読書は、感性や人間性の育成の上でも大切ですが、知識や読解力をつけるという意味でも必要です。 

スマホやゲームの代わりに５分、１０分でも読書をする習慣を持つようにしましょう。 

   

 

小論文対策コーナーには、「学部別

推薦図書」や時事問題対策に活用で

きる「新聞ダイジェスト」「切り抜き

速報社会版」があります。 

・本を持ち歩く、見える所に置く 
・スキマ時間に組み込む 
・興味がある内容を選ぶ（進路、探究など） 

バレンタインデーに合わせ

て、お菓子の本の特集です。

見るだけでも気分転換にな

りそうですね。 

お菓子の本特集 

・読書の必要性を意識 
・読書のための時間を作る 
・目標を持つ（〇〇冊読む） 本を読むための 

工夫 
3年生 

小論文対策に役立てて！ 



  

 

・頭の良い人がやっている「調べ方」究極のコツ  

                          齋藤 孝 学研プラス 

・「推し」の科学 プロジェクション・サイエンスとは何か 

          （集英社新書）    久保（川合）南海子 集英社 

・難しい本を読むためにには（ちくまプリマー新書） 

                           山口 尚 筑摩書房 

・齋藤孝先生が選ぶ高校生からの読書大全   

齋藤孝  東京堂出版 

・何のために伝えるのか？情報の正しい伝え方・受け取り方 

                       池上 彰   KADOKAWA 

 

 

 

・人間の条件            ハンナ・アレント   筑摩書房 

・試験に出る現代思想（NHK出版新書） 斎藤哲也 NHK出版 

・集中力の科学 （ニュートン新書）       ニュートンプレス 

・なぜ、いま思考力が必要なのか？       池上彰 講談社 

・「あとから怒りがわいてくる人」のための処方箋 

                          戸田久美 新星出版 

・イライラしなくなるちょっとした習慣   安藤俊介  大和書房 

・見た目がきになる「からだ」の悩みを解きほぐす２６のヒント 

                             河出書房新社編 

 

 

・目で見る日本史                 岡部敬史   東京書籍 

・地形と地理でわかる京都の謎     （宝島新書）   青木 康 

・ヒトラーとナチ・ドイツ       （講談社現代新書）  石田勇治 

 

 

 

・それでも、世界はよくなっている ラシュミ・サーデシュパンデ 

・世界を平和にする第一歩にする from under30   

                            河出書房新社編 

・アメリカの高校生が学んでいる経済の教室 

                        デーヴィッド・A・メイヤー 

・アントレナーシップ入門 ベンチャーの創造を学ぶ 

                           忽那憲治 有斐閣 

・世界インフレの謎（講談社現代新書）          渡辺努  

・教育の未来   （中公新書ラクレ）         安西祐一郎 

・子どもたちに民主主義を教えよう     工藤勇一  あさま社 

・複雑化の教育論 越境する教育   内田樹  東洋館出版社 

・算数文章題が解けない子どもたち   今井むつみ 岩波書店 

   

 

・統計 データの分析力が身につく         ニュートンプレス 

・確率 起きうる未来を予測する               〃 

・一生モノの物理学            鎌田浩毅 米田誠 祥伝社 

・読むだけで身につく科学千夜一夜物語 食品・日用品から最先

端技術まで 75話               太田博道 化学同人 

・虫のオスとメス、見分けられますか？   森上隆一 ペレ出版 

・ゲノムに聞け        （文春新書）            中村祐輔 

 

・看護はよろこび 緩和ケアの現場から     水野敏子 三恵社 

・食べるとはどういうことか 世界の見方が変わる三つの質問 

                    藤原辰史 農山漁村文化協会  

 

 

 

・日本人なら知っておきたい世界が驚く日本のすごい科学と技

術                             左巻健男   笠間書院 

・さばの缶づめ、宇宙へいく 鯖街道を宇宙をつなげた高校生たち  

小坂康之  イーストプレス 

・僕たちはいつ宇宙に行けるのか  山崎直子 青春出版社 

・よくわかる最新代替肉の基本と仕組み  

齋藤勝裕 秀和システム 

・生き抜くためのごはんの作り方 悩みに効く 16人のレシピ 

                                      河出書房新社 

・ケーキ 知って味わう楽しみ×基礎知識×食べたいケーキ 

                                フジノ・シン 翔泳社 

・バウンドケーキバイブル        福田淳子 河出書房新社 

・野菜と果物 すごい品種図鑑    竹下大学  エクスナレッジ 

・しかけに感動する「京都名庭園」    

                       鳥賀陽百合 誠文堂新光社 

「欲しい」はこうしてつくられる 脳科学者とマーケターが教える「買

い物」の心理                    マットジョンソン  白揚社 

・ 

 

 

・音楽と人のサイエンス 音が心を動かす理由 

                  （ニュートン新書）   ニュートンプレス 

・スポーツマーケティング入門     相原正道     晃洋書房 

・直観力            （PHP文庫）             羽生善治 

・漢字が日本語になるまで  （ちくま Qブックス） 円満字二郎 

・マンガでわかる小論文 頻出テーマ編   

                           大堀精一 学研プラス 

 

 

・神の梟                      貫井徳郎   文藝春秋 

・小説 すずめの戸締り  （角川文庫） 新海誠 KADOKAWA 

・先祖探偵               新川帆立    角川春樹事務所 

・太陽諸島               多和田葉子          講談社 

・名もなき本棚      （集英社文庫）  三崎亜紀   集英社 

・恋する熱気球         梨屋アリエ          講談社 

・虫とゴリラ（毎日文庫）     養老孟司  山極寿一  

・濃霧の中の方向感覚     鷲田清一         晶文社 

・アルジャーノンに花束を（ハヤカワ文庫）    ダニエル・キイス 

 

 

・ポストコロナ時代に医学部をめざす人のための医療の仕事大

研究                         上昌弘  晶文社 

・訪問看護師という生き方 （イースト新書 Q）     森元陽子 

・気象予報士という生き方 （   〃    ）      森田正光 

・警察官という生き方    （   〃    ）      久保正行 

0  総  記

１ 哲学・宗教 

2 歴史・地理 

３ 社会・経済・国際・教育 

4 自然科学 

5 工 学  ６ 産業 

7 芸術・スポーツ  8 言語 

9 文 学 

進 路 

新 刊 紹 介 


