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「第11回よむゾーくん大賞」
教育長賞＆入選！
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日々暖かさを増してきています。桜のつぼみも膨らみ春の訪れを感じます。
皆さんはこの一年間を振り返り、どのようなことを思い出しますか。
一年生は昨年の４月に入学し高校生として成長してきたように思います。二年生は
来年度の進路決定に向け、知識や体力も向上してきています。来月には君たちの後輩と
なる新入生が入学してきます。期待と不安を抱えての入学です。君たちも入学時は
そのような心境だったでしょう。良き先輩として、新入生と迎えてくれることと思います。
部活動や学校行事を通じ、君たちを見習いながらの学校生活となるでしょう。
暖かく見守り、指導してくれることを祈っています。
（図書主任 鈴木重幸）

藤枝市開催の「第10回よむゾーくん大賞」の結果が発表されました。
よむゾーくん大賞とは…オススメの本を絵と文で紹介するコンテストです。
今回は例年を上回る、約2,500点もの応募があったそうです。
その中で、本校からは、25HRの絹村 周くんが「教育長賞」を受賞しました！
また、入選には22HRの石川 諒雅くんが選ばれています！
『サッカーと人種差別』
絹村くん
紹介本

陣野 俊史／著

文芸春秋

〇 8:00 - 17:00 ✖ 閉館
△ 9:00 - 12:00

急な変更などの場合、学校のホームページから、開館予定が確認できます。

とうとう4月30日で「平成」が終わろうとしています。
約30年、どんなことがあったでしょうか。平成の約半分を過ごしたみなさんは、
生まれる前の平成前半に何があったのか気になりませんか？
また、平成の最初と今とでは日本はどう変わったのでしょうか？
例えば・・・大学への進学者は平成元年に36.3％だったのが、今では57.9％に↑UP！
平成がどんな時代だったか振り返ることのできる本を用意してみました。
↓の２冊以外にも「平成」を垣間見ることのできる本図書室に揃えています。

『統計でふりかえる平成日本の30年 』双葉社
４月～３月の貸し出し数トップ５（マンガ・雑誌を除く）の表彰です。
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５人は
クラスで表彰が
あります！
おめでとう☆

平成ももう残りわずか…平成の時代で日本にはどんな変化があったので
しょうか？魚を食べなくなった日本人は何を食べてる? 東京一極集中っ
てどのくらい? サラリーマンの給料は本当に増えているのか? 時代を表
す統計をピックアップして、平成の30年を振り返る。

『キーワードで見る！平成カルチャー30年史 』三栄書房
平成元年から30年まで、1年の出来事がまるわかり! 平成に生まれた新商
品やヒット曲、ベストセラーからブームまで、大きなテーマと分野に分
け、年ごとに顔となった代表格を紹介する。年表も掲載。あなたが生ま
れた年のヒット商品は何？！

＜ブクログ＞にて、静清図書館の最新本情報更新

分類0（総記・情報）

分類５（技術・工学・家庭）

007.13 ミ

『高校生のためのゲームで考える人工知能』三宅陽一郎／著 筑摩書房

518.23 イ

『町自慢、マンホール蓋700枚』 池上 修／著 論創社

033 キ

『1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365』文響社

538.9 ヒ

『宇宙飛行士に聞いてみた！世界一リアルな宇宙の暮らしQ&A』ティム・ピーク

002.7 カ

『学びを結果に変えるアウトプット大全』樺沢紫苑／著 サンクチュアリ出版

596 リ

『県民バズごはん』リュウジ／著 飛鳥新社

分類1（哲学）

518.54 タ

159.5 タ

『よのなかルールブック メシが食える大人になる！』高浜 正伸／監 日本図書

146.8 ナ

『10代のための疲れた心がラクになる本』

145.5 ス

『新錯視図鑑 脳がだまされる奇妙な世界を楽しむ・解き明かす・つくりだす』

『このゴミは収集できません』滝沢 秀一／著 白夜書房
お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢 秀一さん。収入格差の原因はゴミでわ
かる! 家を買う前にゴミ集積所を見よ! ゴミ清掃員として働いてきたお笑い芸人
が、6年間の日々の中で感じたことや、驚きの出来事をまとめた１冊。ぜひ。

分類2（歴史・伝記）

分類６（産業）

209 ヤ

661.7 オ

『一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書』山崎 圭一／著 SBクリエイティブ
YouTubeで動画授業を配信する高校教諭による「ストーリー」に特化した新しい参
考書。高校の世界史の知識を、年号を使わずにすべてを数珠つなぎにし、地域、王
朝、国家などの「主役」をできるだけ固定して解説する。

『漁師になるには（なるにはBOOKS45）』大浦 佳代／著 ぺりかん社

分類７（芸術・スポーツ）
778.04 シ

『スポーツ映画トップ100』芝山 幹郎／著 文芸春秋

780.19 マ

『米トレ かんたんやさしい食べるを変える』馬淵 恵／著 報知新聞社

288.6 イ

『家紋の世界 あなたの起源を読み解く』インデックス編集部／編

780.19 オ

『無敵の筋トレ食 栄養で筋肉を仕上げる！』岡田 隆／著 ポプラ社

289.1 ヤ

『失敗のチカラ』山崎 良次／著 太陽出版

723 ナ

『怖いへんないきものの絵』 中野 京子／著 幻冬舎

723.3 キ

『西洋美術史を変えた名画150』 木村 泰司／著 辰巳出版

分類３（社会科学）
369.3 マ

『自衛隊防災BOOK』マガジンハウス／編 マガジンハウス

分類８（言語）

351 ウ

『日本で1日に起きていることを調べてみた 数字が明かす現代社会』

816.5 ア

『何が書けたら「小論文」なの？』安達 雄大／著 語学春秋社

338 ム

『いま君に伝えたいお金の話』村上 世彰／著 幻冬舎

834 シ

『英単語の語源図鑑 見るだけで語彙が増える』 清水 建二／著

369.21 ヒ

『自衛官という生き方』広幡 賢一／著 イースト・プレス
誰もがその存在は知っている自衛隊。その毎日の仕事とは? 主に陸上自衛隊の
新入隊員からその後のキャリア形成、幹部自衛官の仕事までを一望し、特殊な
職場ならではのエピソードやプライベートなど…意外と知らない自衛隊の世界
をのぞいてみよう！

351 オ

『０才から100才まで学び続けなくてはならない時代を
生きる学ぶ人と育てる人のための教科書 』落合陽一／著
人生100年時代、どうすれば社会に出た後も学ぶ意欲を持ち続ける人を育てられ
るのか。教育改革の現状と今後求められる能力の変化をQ&A方式で紹介し、身に
つけておくべき4つの要素の学び方を、実践例をあげつつ解説する。

かんき出版

分類９（文学）
913.6 イ

『フーガはユーガ』伊坂幸太郎／著 実業之日本社

913.6 イ

『グラスバードは還らない』市川 憂人／著 東京創元社

913.6 シ

『府中三億円事件を計画・実行したのは私です。』白田／著 ポプラ社

913.6 ヨ

『本と鍵の季節』 米沢 穂信／著 集英社

913.6 ナ

『新章神様のカルテ』夏川 草介／著 小学館

913.6 ニ

『掟上今日子の乗車券』西尾 維新／著 講談社

913.6 オ

『アリバイ崩し承ります』大山 誠一郎／著 実業之日本社

分類４（自然科学）
404

『科学の迷信 世界をまどわせた思い込みの真相』日経BP

404 ワ

『図解身近な科学 信じられない本当の話』涌井 貞美／著 KADOKAWA

410 コ

『数はふしぎ 読んだら人に話したくなる数の神秘』今野 紀雄／著

488.04 カ

『トリノトリビア』川上 和人／著 西東社

498.51

『食品の科学知識 科学的に正しい「食」の知識を身につけよう！』

913.6 ア

『火のないところに煙は』芦沢 央／著 新潮社
「神楽坂を舞台に怪談を書きませんか」。突然の依頼に、かつての凄惨な
体験が作家の脳裏に浮かぶ。解けない謎、救えなかった友人、そこから逃
げ出した自分。作家は、事件を小説にすることで解決を目論むが――。驚
愕の展開とどんでん返しの波状攻撃、そして導かれる最恐の真実。読み始
めたら引き返せない、戦慄の暗黒ミステリ！

その他たくさん入荷中。シリーズ最新刊なども入ってきています☺

