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校長先生による芋づる式！読書マップ
本校ホームページ校長室の窓、2020年度「一人校長カフェ」⑺～⑽読書のすすめ①～④で紹介され
ました。詳しい読書マップはホームページをご覧ください。白マップに作ってみたい人は差し上げますの
でお知らせください。
019シ『読書について他二
篇』ショウペンハウエル著

019サ『読書力』斎藤孝著

019ウ『街場の読書論』
内田樹著

493イ『感染症の世界史』
石弘文著

019タ『難解な本を読む技
術』高田昭典著

019フ『読書は「アウトプッ
ト」が99％』藤井孝一著

024タ『わたしの小さな古本
屋』田中美穂著

493イ『感染症の世界史』
石弘文著
コレラ、天然痘、エボラ出血熱……
征服しては新たな姿となって生ま
れ変わる微生物と、人類は長い軍
拡競争の歴史を繰り返してきた。
40億年の地
球環境史の
視点から、
感染症の正
体にせまる。

019サ『読書力』齋藤孝著
本を読むことの意味は何?案外
答えにくい問いに、「読書によっ
て…の力がつく」という形で考え、
コミュニケーションの力、人間を
理解する力との関わりを示しま
す。自分をつくり、鍛え、広げるこ
とが、読書とどう結びついている
かを述べて、あらた
めて読書の本質を
見つめます。心に
残るフレーズ、工
夫の手がかりも満
載です。
281フ『札幌人図鑑』
福津京子著
379モ『本当に頭のいい子を育て
る世界標準の勉強法』
茂木健一郎著
AI化やグローバル化の社会の中
で将来も活躍できる子どもを育て
るには「探究」
が必要だ。子育
てと勉強法の最
適解がわかる。

019オ『読書は1冊のノート
にまとめなさい』奥野宣之

022イ『「本をつくる」という
仕事』稲泉連著

159テ『人生を面白くする本
物の教養』出口治明著

016ヒ『沸騰！図書館』
樋渡啓祐著

019テ『本の「使い方」』
出口治明著

024キ『蔵書一代』
紀田順一郎著

379モ『本当に頭のいい子を育てる
世界標準の勉強法』茂木健一郎著

『小中一貫校をつくる』
初田幸隆著

538ウ『NASAより宇宙に近
い町工場』植松努著

377マ『京都から大学を変
える』松本絋著

336シ『優秀なプレーヤーは、な
ぜ優秀なマネージャーになれな
いのか？』柴田励司著

371エ『IB教育がやってく
る！』江里口歡人著

本の紹介文はopenBD Fetchより引用

520ツ『生きがいやりが
いを育てる』土屋公三著

496ク『色弱の子を持つす
べての人へ』栗田正樹著

159ウ『空想教室』
植松努著

371コ『国際バカロレアを知
るために』大迫弘和著

『男の子がやる気になる
子育て』川合正著

336ミ『ともに戦える「仲
間」のつくり方』南壮一郎

374セ『「先生が忙しすぎる」を
あきらめない』妹尾昌俊著

校長先生による芋づる式！読書マップの本のコーナー

本・映画から大学選び 河合塾、HP公開
予備校大手の河合塾が、小説やマンガ、映画などを題材に大学
選びができるデータベース「みらいぶっく」をインターネットで公開
している。その作品に関連する分野を学べる大学や学科を検索で
き、コロナ禍でオープンキャンパスに行けない中高生の進路選び
をバックアップする。
みらいぶっくでは約1800作品を紹介し、作品にまつわる興味や
夢を追求できそうな進路を提案する。たとえば、中小企業を経営
する主人公がロケットエンジンの開発に奮闘する池井戸潤の小説
「下町ロケット」なら、航空宇宙工学や機械工学を学べる大学や学
科を紹介する。
全国の大学など265の研究分野と約5千学科をカバーした。その
研究室の卒業生の就職・進学先や、最先端の研究者へのインタ
ビュー動画もある。進みたい分野をテーマにした作品を調べること
もできる。
河合塾の担当者は「難易度や立地、入試科目だけで進路を選
ぶのではなく、進学先で何を学べるかが重要。それを知る手がか
りにしてほしい」と話す。みらいぶっくのホームページは
https://miraibook.jp/。(石川雅彦)
2020.7.14 朝日新聞

■城(カフカ) → 943カ
生命倫理学、脳科学、遺伝子操作問題
■沈黙の春(レイチェル・カーソン) → 519カ
生態学、森林生物学、環境土木工学
■科学予測は8割はずれる(竹内薫)
経営工学、危機管理学、安全工学
■スポーツを考える(多木浩二) → 受入準備中
コーチング学、スポーツ生理学、スポーツ栄養学
■脳がシビれる心理学(妹尾武治) → 受入準備中
認知科学、行動分析学、記憶メカニズム
■映画「アウトブレイク」
感染症学、薬学、生命倫理学
■映画「イミテーション・ゲーム」
電子物理学、電気工学、コンピューター工学
■アニメ「機動戦士ガンダム」
機械材料学、材料力学、システム工学

377ナ『学歴革命』
中嶋嶺雄著

791オ『茶の本』
岡倉覚三著

913イ2『四千万歩の男
(二)』井上ひさし著

913イ3『四千万歩の男(三)』
井上ひさし著

379マ『世界に通用する子
どもの育て方』松村亜里著

281ウ『代表的日本人』
内村鑑三著

913イ1『四千万歩の男
(一)』井上ひさし著

913イ4『四千万歩の男
(四)』井上ひさし著

382へ『菊と刀』
ベネディクト著

156二『武士道』
新渡戸稲造著

289イ『四千万歩の男 忠
孝の生き方』井上ひさし著

913イ5『四千万歩の男
(五)』井上ひさし著

336コ『交渉の武器』ライア
ン・ゴールドスティン著

156二『武士道』新渡戸稲造著
「武士道はその表微たる桜花と同じく、日本の土地に固有の花
である」こう説きおこした新渡戸は以下、武士道の淵源・特質、
民衆への感化を考察し、武士道がいかにして日本の精神的土
壌に開花結実したかを説き明かす。(表紙より引用)

913イ『四千万歩の男(一)』井上ひさし著
忠孝は下総佐原村の婿養子先、伊能家の財をふやし五十歳で
隠居。念願の天文学を学び、一八〇〇年五六歳から十六年、糞
もよけない“二歩で一間”の歩みで日本を歩き
尽し、実測の日本地図を完成させた。この間の
歩数、四千万歩…定年後なお充実した人生を生
きた忠孝の愚直な一歩一歩を描く歴史大作。全
五巻 (表紙より引用)

先生からのオススメ本
次回も続きます！乞うご期待‼

髙田先生オススメ本‼
361フ 『FACT FULNESS』
ハンス・ロスリング他
2020年上半期ビジネス書ランキング1位、3
冠達成! テレビでも大反響!ファクトフルネス
とは データや事実にもとづき、世界を読み
解く習慣。賢い人ほどとらわれる10の思い
込みから解放されれば、癒さ
れ、世界を正しく見るスキルが
身につく。世界で300万部の大
ベストセラー!

髙田先生オススメ本‼
399モ 『最高の戦略教科書孫子』守屋淳
二千五百年ものあいだ偉人たちに読み継
がれ、いまなお絶大な影
響力を誇る名著を、1部
『孫子』は何が言いたいの
か、2部『孫子』は現代でも
活用可能なのかの二部に
分け、身になるステップを
追っていく。

本の紹介文はｏｐｅｎＢＤＦｅｔｃｈより引用しています

大高副校長先生オススメ本‼
913ミ1 『孤宿の人(上)』 宮部みゆき
それは海うさぎとともにやって来た!讃岐国
丸海藩-。この地に幕府
の罪人・加賀殿が流され
てくることに。海うさぎが
飛ぶ夏の嵐の日、加賀
殿の所業をなぞるかの
ように不可解な毒死や
怪異が小藩を襲う…。

大高副校長先生オススメ本‼
913ミ2 『孤宿の人(下)』 宮部みゆき
その男は"悪霊"と恐れられた!涸滝の幽閉
屋敷に下女として住み込
むことになった少女ほう-。
丸海藩の内紛が起こるな
か、"悪霊"と恐れられた男
と無垢な少女の魂の触れ
合いが…。

大西先生オススメ本‼
933オ 『一九八四年［新訳版］』
ジョージ・オーウェル
"ビッグ・ブラザー"率いる党が支配する全
体主義的近未来。ウィンストン・スミスは真
理省記録局に勤務する党員で、歴史の改
竄が仕事だった。彼は、完璧な屈従を強い
る体制に以前より不満を抱いていた。ある
時、奔放な美女ジュリアと恋に
落ちたことを契機に、彼は伝説
的な裏切り者が組織したと噂さ
れる反政府地下活動に惹かれ
るようになるが…。

大高副校長先生オススメ本‼
913ミ 『本所深川ふしぎ草紙』宮部みゆき
日本推理サスペンス大賞受賞の著者が"
本所七不思議"を題材に、
江戸の下町に住む人々
の人情と哀歓をミステリー
タッチで描く連作時代小説
集。

雑誌も読んでね‼
雑誌は今年度購入したバックナンバーの本も読むことがで
きます。例えば『文藝春秋』8月号にはこんな記事が・・・北海
道知事、コロナとの150日間の孤独な戦いを初めて語る。「分
散登校」という考えを発案したのは佐藤教育長だった・・・など。
また、『大学への数学』など人気の雑誌についてもバックナン
バーの貸出しを行っていますのでぜひご利用ください。

請求記号 書名

著者

443/ウ/ 宇宙の終わりってどうなるの？

佐藤 勝彦∥監修

442/オ/ 星を楽しむ天体観測のきほん

大野 裕明・榎本 司∥著

443/オ/ 星を楽しむ星座の見つけかた

大野 裕明・榎本 司∥著

442/オ/ 星を楽しむ双眼鏡で星空観察

大野 裕明・榎本 司∥著

442/オ/ 星を楽しむ天体望遠鏡の使いかた

大野 裕明・榎本 司∥著

442/オ/ 星を楽しむ星空写真の写しかた

大野 裕明。榎本 司∥著

159/コ/ 菜根譚コンプリート

洪 自誠∥著 野中 根太郎∥訳

911/ハ/1 はじめての万葉集上

萩原 昌好∥編 中島 梨絵∥絵

911/ハ/2 はじめての万葉集下
410/サ/ 齋藤孝のどっちも得意になる！算数×社会

萩原 昌好∥編 中島 梨絵∥絵 小学校高学年から大人まで楽しめる古典入門。
万葉集を上・下巻、4期に分けて、年代別にわか
齋藤 孝∥監修

307/サ/ 齋藤孝のどっちも得意になる！社会×理科

齋藤 孝∥監修

407/サ/ 齋藤孝のどっちも得意になる！理科×国語

齋藤 孝∥監修

810/サ/ 齋藤孝のどっちも得意になる！国語×算数

齋藤 孝∥監修

145/サ/ 錯視の魔術

ジャンニ・Ａ・サルコーネ∥メアリー＝ジョー・ウェバー∥著 大日本印刷株式会社∥訳

出口 治明∥著

016/ヒ/

樋渡 啓祐∥著

沸騰！図書館

妹尾 昌俊∥著
茂木 健一郎∥著

377/マ/ 京都から大学を変える

松本 紘∥著

159/ウ/ 好奇心を“天職”に変える空想教室

植松 努∥著

371/コ/ 国際バカロレアを知るために

大迫 弘和∥編著 長尾 ひろみ・新井
健一・カイト 由利子∥著
リーダーシップと4つのマネジメントスタイル。

019/オ/ 読書は１冊のノートにまとめなさい

奥野 宣之∥著

336/ミ/

南 壮一郎∥著

ともに戦える「仲間」のつくり方

あなたに合ったリーダーシップが見つかる!40の

281/フ/ 札幌人図鑑

アルバイトを辞めた日、古本屋になることを決め
福津 京子∥著 小谷 睛子∥ほか述

496/ク/ 色弱の子を持つすべての人へ

栗田 正樹∥著 岡部 正隆∥監修
きものたち……。店主が綴る蟲文庫の日々

た。古書店の世界と本がつなぐ人の縁、店の生

336/シ/ 優秀なプレーヤーは、なぜ優秀なマネージャーに 柴田 励司∥著

022/イ/ 「本をつくる」という仕事

稲泉 連∥著

019/フ/ 読書は「アウトプット」が９９％

藤井 孝一∥著

493/イ/ 感染症の世界史

石 弘之∥著

379/マ/ 世界に通用する子どもの育て方

松村 亜里∥著

331/シ/ 暴力と不平等の人類史

ウォルター・シャイデル∥著 鬼澤 忍・塩原 通緒∥訳

371/エ/ ＩＢ教育がやってくる！

江里口 歡人∥著

389/ス/ ゾミア

ジェームズ・Ｃ・スコット∥著 佐藤 衰退と後継国家の群雄割拠のもと生じた在地の
仁∥監訳 池田 一人∥ほか共訳

024/タ/

わたしの小さな古本屋

田中 美穂∥著

225/オ/ 帝国後のインド

小川 道大∥著

019/タ/

難解な本を読む技術

高田 明典∥著

162/ヤ/ 明治国家と宗教

山口 輝臣∥著

169/ナ/ 新宗教と総力戦

永岡 崇∥著

311/オ/ 統治の抗争史

大変動をとらえ、中間層権力をめぐる状況の変
遷から植民地化の起源を解明、イギリス統治政
策の浸透過程を丹念にたどるとともに、近代イン
ドを近世史の発展との連続性のなかに位置づけ
る。

本物の教養はどうしたら身につけられるのか。
六十歳にして戦後初の独立系生保を開業した起
業家であり、ビジネス界きっての教養人でもある
著者が、読書・人との出会い・旅・語学・情報収
集・思考法等々、知的生産の方法のすべてを明
かす!

379/モ/ 本当に頭のいい子を育てる世界標準の勉強法

著者

インドはなぜ英領となったのか。ムガル帝国の

りやすく紹介します。

374/セ/ 「先生が忙しすぎる」をあきらめない

請求記号 書名

(本の紹介文はすべてopenBD Fetchより引用しています)

市民に愛される市井の哲学。現代語訳、書き下
し文、原文に加え、【一文超訳】で理解が飛躍的
に向上。注釈も充実した現代の完全版。

校長先生による芋づる式！読書マップの本(新刊)
159/テ/ 人生を面白くする本物の教養

なれないのか？

新着案内

宇宙は無から生まれた? 宇宙の終わりは1点に
つぶれる? 現在の宇宙の姿と、誕生から未来ま
でがすっきりわかる最新宇宙入門。

第二次世界大戦中、米国戦時情報局の依頼を
受け、日本人の気質や行動を研究した文化人類
学者ベネディクト。日系人や滞日経験のある米
国人たちの協力を得て、日本人の心理を考察し、
その矛盾した行動を鋭く分析した。ロング・セ
ラーの画期的新訳。

本を選び、読み、活かすにはどうすればいいか
・1行たりとも読み飛ばさない
・何百年も残った古典は「正しい」
・何かを学ぶなら「厚い本→薄い本」の順

382/ヘ/ 菊と刀

ベネディクト∥著 角田／安正∥訳

019/テ/ 本の『使い方』

出口 治明∥著

重田 園江∥著

336/コ/ 交渉の武器

ライアン・ゴールドスティン∥著

125/イ/ 宋学の西遷

井川 義次∥著

289/イ/ 四千万歩の男忠敬の生き方

913/シ/ イエロー・サブマリン

小路 幸也∥著

779/シ/ マンガでわかる落語

春風亭 昇吉∥著 谷端 実∥まんが
の逆境の下でも、周囲の援助と家族の絆に支え

6歳で来日し、言葉や習慣、制度の壁など数々

281/ウ/ 代表的日本人
024/キ/ 蔵書一代

334/ナ/ ふるさとって呼んでもいいですか

られ生きてきたイラン人少女ナディ。移民社会化
マンガでわかる能・狂言編集部∥編
スペースオフィス∥まんが 小田 幸子∥監修
する日本で、異文化ルーツの子どもたちが直面
するリアルを等身大で語った貴重な手記。
ナディ∥著

407/リ/

913/ヒ/13銭天堂13

廣嶋 玲子∥作 ｊｙａｊｙａ∥絵

210/ケ/ 元号の歴史大事典

913/ハ/16.5
都会（まち）のトム＆ソーヤ16.5

はやみね かおる∥著

773/マ/ マンガでわかる能・狂言

913/イ/ 逆ソクラテス

伊坂 幸太郎∥著

538/テ/ 宇宙探査ってどこまで進んでいる？

寺薗 淳也∥著

421/タ/

二間瀬 敏史∥監修

タイムマシンって実現できる？

素晴らしきかな、忠敬的セカンドライフ。50歳で隠
居するまでの忠敬は下総の名家の旦那。隠居と
同時に本格的に星学暦学の勉強をはじめ、56歳
井上 ひさし∥著
から72歳までの17年間で35000キロ、約4000万
内村 鑑三∥著 鈴木 範久∥訳 歩を歩き尽くして、日本地図を完成させた。愚直
にも思えるその精神が支えた、第2の人生を全う
紀田 順一郎∥著
する平凡な覚悟は我々の生き方に大きな示唆を
与える。(講談社文庫)

レファレンスブック
理科の図鑑

田中 千尋∥監修 中里 京子∥訳〕
相田 満∥監修

814/ス/ すっきりわかる！〈江戸～明治〉昔のことば大事典
惑わされるな。天地をひっくり返そうぜ。伊坂幸
太郎、デビュー20年目の真っ向勝負! 書き下ろ
しを含む全5編。

374/イ/1 いざというとき使えるために緊急のものトリセツ図鑑1
374/イ/2 いざというとき使えるために緊急のものトリセツ図鑑2
374/イ/3 いざというとき使えるために緊急のものトリセツ図鑑3

「『かわや』って何?」「『かすり』って、どんなもよ
う?」「『茜』ってどんな色?」…など、いまではすっ
かりなじみがうすくなった昔のことばを、絵や写
真、そしてくわしい解説で学べる事典です。江戸
時代から明治時代のくらしのなかで、身近に使
われていたことばを中心に、約2000語を、この1
冊におさめています。

