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★ キャリア支援部からのオススメ本

［医療・福祉］

302ミ 未来の再建 井手英策他

360カ 8050問題の深層 川北稔

364キ 社会保障再考<地域>で支える 菊池馨実

369ワ なぜ人と人は支え合うのか 渡辺一史

914ク 老いのゆくえ 黒井千次

498エ 健康格差 NHKスぺシャル取材班

498ヤ すべての医療は「不確実」である 康永秀生

782タ 新装版「遊ぶ」が勝ち 為末大

［人文・社会学］

375コ ことばの教育を問いなおす 鵜飼玖美子他

019二 死ぬほど読書 丹羽宇一郎

361ヒ 「カッコいい」とは何か 平野啓一郎

361サ 流言のメディア史 佐藤卓己

361テ 対話する社会へ 暉峻淑子

361ミ 現代社会はどこに向かうか 見田宗介

366ナ 外国人労働者・移民・難民ってだれのこと？

内藤正典

［法学・経済学］

311マ ルポ漂流する民主主義 真鍋弘樹

007二 ＡＩ倫理 西垣通他

589ナ 大量産廃社会 仲村和代他

672ミ 商店街はいま必要なのか 満薗勇

361タ 新しい幸福論 橘木俊詔

451シ グレタと立ち上がろう

ヴァレンティナ・ジャンネッラ他

334マ 無子高齢化 出生数ゼロの恐怖 前田正子

914ク 老いのゆくえ
老いる人は何を感じて

日々を送っているのか

自分が老いることを

人はどう受け止めていくのだろうか

・87歳の著者が、可能な限り率直に老いていく自分

を記したエッセイ。

・大学入試小論文でも出題される『老いのかたち』

『老いの味わい』の続編。

311マ ルポ漂流する民主主義

ー国家をどう築き、多様な他者と歩むのかー

・アメリカの大統領選挙、イギリスのＥＵ離脱、オース

トリアとスペインの選挙を例に、多数決による現代の

代議制民主主義の問題点を浮き彫りにした1冊。

・グローバリゼーションによる「格差社会」とは？

334マ 無子高齢化 出生数ゼロの恐怖

無子高齢化は

静かに都会の近くで起こっている

「今ここにある危機」
・少子化日本の現状と未来をデータから俯瞰しつつ、

これまでの政府の対策を検証し、新たな対策を提案

する1冊。

(本の紹介文はキャリア支援部より)

★ 本校のインセンティブ教育(がん教育)の取組に講師として来校してくださった北海道大学名誉

教授小林博先生より寄贈いただいた本

491コ がんの予防 小林博先生著

491コ 子どもの力で「がん予防」

小林博先生著

494コ 人間腫瘍学 小林博先生著

494コ がんの未来学 小林博先生著

491コ 元気に老いてがんで逝く

小林博先生著

494カ がんのひみつ

溝田友里他企画・制作・監修

★ 国語科からのオススメ本 3年生 ～随筆～

平安・鎌倉のベストセラーエッセイ、枕草子と徒然草。笑えて学べて少し哀しい随筆の世界へようこそ。

918二2 21世紀によむ日本の古典2万葉集 古橋信孝

910シ7 新潮古典文学アルバム7 枕草子紫式部日記

鈴木日出男他

914セ1 桃尻語訳枕草子上 橋本治

914セ2 桃尻語訳枕草紙中 橋本治

914セ3 桃尻語訳枕草子下 橋本治

914オ 大庭みな子の枕草子シリーズ古典④ 大庭みな

子

914キ こころきらきら枕草子 木村耕一

914コ 本日もいとをかし枕草子 小迎裕美子

914シ 批評女文学としての『枕草子』『徒然草』 島田

裕子

913ウ はなとゆめ 冲方丁

赤本の最新版入ってます！

918二7 枕草子 方丈記 徒然草 酒井順子他

914キ 方丈記 木村耕一

918二9 21世紀によむ日本の古典9 方丈記・徒然草

浜野卓也他

910シ 兼好 島内裕子

910ス 仏教からよむ古典文学 末木文美士

910シ12 新潮古典文学アルバム12 方丈記・徒然草

914ケ 兼好法師徒然草 稲畑耕一郎

914シ 「方丈記」と「徒然草」 島内裕子

914シ 徒然草をどう読むか 島内裕子

914オ 兼好法師徒然草 萩野文子

914キ こころ彩る徒然草 木村耕一

910ケ 兼好法師と平清盛 国土社編集部編



　　

　　 請求記号 書名 著者

　　 913/ム/ 一人称単数 村上　春樹∥著

　　 141/ホ/ 具体と抽象　世界が変わって見える知性のしくみ 細谷　功∥著 一秒∥漫画

　　 914/ム/ 村上Ｔ　僕の愛したＴシャツたち 村上　春樹∥著

　　 376/イ/ 国際バカロレアの挑戦 岩崎　久美子∥編著 石村　清則∥ほか著

　　 141/キ/ 論理的思考力を鍛える３３の思考実験 北村　良子∥著

　　 974/ス/ 「これから」の時代（とき）を生きる君たちへ ドメニコ・スキラーチェ∥著

　　 369/コ/ 北の里から平和の祈り　ノーモア・ヒバクシャ会館 こやま　峰子∥文 藤本　四郎∥絵

　　 物語 大坊　郁夫∥編著

　　 140/タ/ わたしそしてわれわれ　現代に生きる人のための 大坊　郁夫∥編著

　　 ・心理学テキストブック

　　 141/セ/ クリティカルシンキング　入門篇 Ｅ．Ｂ．ゼックミスタ/Ｊ．Ｅ．ジョンソン∥著

　　 141/セ/ クリティカルシンキング　実践篇 Ｅ．Ｂ．ゼックミスタ/Ｊ．Ｅ．ジョンソン∥著

　　 140/ミ/ なるほど！心理学研究法 三浦　麻子∥著・監修

　　 361/チ/ ＰＲＥ－ＳＵＡＳＩＯＮ　影響力と説得のための革命 ロバート・チャルディーニ∥著 安藤　清志∥監訳 曽根　寛樹∥訳

　　 的瞬間

　　 361/エ/ 影響力の武器　実践編　

　　 361/エ/ 影響力の武器　戦略編　 スティーブ・Ｊ・マーティン/ノア・Ｊ・ゴールドスタイン/ロバート・Ｂ・チャルディーニ∥著

　　 375/ヘ/ 平成２９年版学習指導要領改訂のポイント小学校『社会科教育』編集部∥編

　　 ・中学校社会

　　 498/ナ/ 気にしすぎる自分がラクになる本 長沼　睦雄∥著

　　 467/チ/ 進化のからくり　現代のダーウィンたちの物語 千葉　聡∥著

　　 350/ハ/ 統計でウソをつく法 ダレル・ハフ∥著 高木　秀玄∥訳

　　 319/ヤ/2 知ってはいけない2　日本の主権はこうして失われ矢部　宏治∥著

　　 た

　　 201/ハ/ なぜ歴史を学ぶのか リン・ハント∥著 長谷川　貴彦∥訳

　　 375/タ/ 深い学び 田村　学∥著

　　 375/ナ/ 「資質・能力」と学びのメカニズム 奈須　正裕∥著

　　 361/チ/ 影響力の武器　なぜ、人は動かされるのか ロバート・B・チャルディーニ∥著 社会行動研究会∥訳

　　 913/タ/ 現代語古事記 竹田　恒泰∥著

　　 686/ツ/ 夢の扉を開けた男　北海道新幹線は札幌へ 綱島　洋一∥著

　　 615/コ/ 誤解だらけの遺伝子組み換え作物 小島　正美∥編

　　 515/タ/ 橋が教えてくれたもの　土木技術者であり続ける 田中　志津夫∥写真・文 杉本　幸隆∥写真 渡辺　忠朋∥監修

　　 ための備忘録 秋道　智彌・角南　篤∥編著

　　 663/ア/ 日本人が魚を食べ続けるために 秋道　智彌・角南　篤∥編著

　　 519/ア/ 海の生物多様性を守るために 秋道　智彌・ 角南　篤∥編著

　　 558/ア/ 海はだれのものか 秋道　智彌・ 角南　篤∥編著

　　 498/タ/ 情熱のアフリカ大陸　サラヤ「消毒剤普及プロジェ 田島　隆雄∥著

　　 クト」の全記録

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

新着案内

ラクに生きるにはどうすればいいのか。

「気にしすぎる自分」とうまくつきあう方法

を心の問題に取り組む精神科医が具体的

に伝えます。

イタリアの校長先生がコロナで「休校」に

なった生徒に伝えた言葉がメディアで大反

響！その全文公開と日本の若者に向けた

追伸を掲載！ ; 日本の新聞やテレビで話

題を呼んだ、イタリアの校長先生が「休

校」の生徒たちに送った”手紙”。

その日本語訳とイタリア語の原文を、全文

公開！その手紙から１ヶ月後、

より深刻な状況に陥ったイタリアから日本

の子どもたち、若者に向けて、「いま」の思

いを綴った”追伸”が届きました。

それは、この１ヶ月間に経験したさまざま

なこと、気づき、励まし、未来への思考な

どが書かれた普遍的なメッセージでした。

「休校」で家に閉じこもっている子どもたち、

若者、その親、先生たち、すべての人に捧

げる希望の一冊です。

被爆地・長崎から札幌へ渡り、小さなマリ

アさま像と歩んだ女の子の成長が絵本に

なりました。広島・長崎以外で唯一被爆者

と市民の手で札幌に建てられた原爆資料

館「ノーモア・ヒバクシャ会館」。その設立ま

での被爆者の苦難の歩みを、原爆被害か

ら75年の節目に物語絵本としてつむぎ、現

代を生きる子どもや親たちへ平和を願う

メッセージとして届けます。(Doshin Books)

TOPICS

米アマゾン・スタジオが作家、小川洋子の小説「密やか

な結晶」(英国ブッカー賞候補作)を映画化‼

「物語の舞台は、記憶狩りによって、色々なもの

が消滅していく名もない島。リボンや花、写真など

日常の小さなものから、大切な記憶までもなくなっ

ていく。記憶を留める能力を持つわずかな人たち

は、秘密警察に追われ、存在自体を消されてしま

う。主人公の若手作家はある日、彼女の担当編集

者が記憶を留めておける人間だと知り、彼を地下

室にかくまうことにする。(映画.com)」

直木賞の馳さん町民栄誉賞受賞 浦川

浦河町は7日、連作短編集「少年と犬」で直木賞

を受賞した同町出身の作家、馳星周さん(55)に町

民栄誉賞を贈った。 馳さんは長野県軽井沢町在

住だが、昨年から夏場を郷里の浦河町で過ごして

いる。7月中旬の直木賞受賞の「待ち会」も浦河町

内で行い、受賞が決まると、池田拓町長や同級生

らと喜びを共にした。 馳さんは「浦川の皆さんが

直木賞受賞などを喜んでくれるのがうれしい。今後

も町のPRをしていきたい。」などと語った。

(2010.11.10 讀賣新聞)

(913オ) (913ハ)

先生からのオススメ本

久保先生オススメ本

675イ『とある弁当屋の統計技師(データサイエン

ティスト)－データ分析のはじめかた－』石田基広著

『「とある弁当屋」の売り上げを向上させる』という、

実際に想定される事柄における統計の活用につい

て書かれた本。弁当屋の娘である女子高生に解説

する形で、様々な統計手法の用い方を分かりやす

く書かれています。数字が苦手な人も、小説風に書

かれているので最後まで楽しく読

めるはず。パーソナル・プロジェクト、

コズモプロジェクト、コズモサイエン

ス等でデータをどのように扱うか迷

ったときの参考になります。自分の

仮説や主張の立証など開成の探究

学習に役立つ一冊です。

久保先生オススメ本

141二『「考える技術」と「地頭力」がいっきに身につ

く東大思考』西岡壱誠著

東大生の頭の良さは生まれつきの才能ではない。

誰もが身につけることができる方法が存在する。そ

れは「日常から、広く、深く考える思考習慣」を身に

つけること。この本では「考える技術」と「地頭力」を

身につける方法について、実践方

法も含めて書かれています。開成

の課題探究的な学習場面において、

発想やアイディアが出てこなくて困

っている人はぜひ読んでみてくださ

い。その悩みの解決方法が見つか

るはずです。

大西先生オススメ本

209ハ『21Lessons 21世紀の人類のための21の思

考』ユヴァル・ノア・ハラリ著

私たちの未来はどうなっていくのでしょうか？そん

な疑問に1つの解を与えてくれるのが、この本です。

AIの急速な発展、急激に進むグローバル化に伴っ

て、私たちの未来には数々の予測不可能なできご

とが待ち受けているでしょう。未来

に何が求められているのかを知り、

今何を身に付ける必要があるかを

敏感に察知していくことが大切なの

かもしれませんね。

西村教頭先生オススメ本

726シ『Tｈe Giving Tree』Shel SilverStein著

学校便りNo.15で紹介した西村教頭先生のオ

ススメ本『大きな木』の洋書版です。和書と併

せてどうぞ‼

『大きな木』の原作の英語のタイトルは何で

しょう？

正解は

『The Giving Tｒee』でした。

札幌南高校 学校司書 成田康子先生 著

017ナ 『みんなでつくろう学校図書館』

学校図書館を楽しい場所にしよう。共感をよぶ取り組

みで、開かれた図書館を実現してきた学校司書による

一冊。これまでの図書館のイメージが変わるさまざま

な活用法を案内。ずっと前からあったような、でも、どこ

にもなかった創造的な学校図書館づくり。

(OpenBD Fetchより)

(本の紹介文はOpen BDFeｔｃｈより引用)

第1巻となる本書では、採集・狩猟時代以

来魚食が身近なものであった日本人が、

地球温暖化による環境の変化、海洋汚染、

水産資源の減少などが引き起こす様々な

問題に向き合い、どのように魚食の未来を

よりよいものにしていくことができるかを

様々な視点から論じています。

ラウンジで自習してい

て集中できない人は

メディアセンター3階

をぜひご利用ください


