
 

 

  

 

 

今年も残すところ１ケ月余りです。昼休みに受験勉強のために利用する３年生も増えてきて，図書館も受験シ

ーズン到来といった感じになってきました。他にも読書する人，本を探しに来る人，ゆったりとした気分で過ご

す人・・・いろいろな使い方があって図書館らしい光景です。 

 

 世の中の needs よりも自身の want を人生の意思決定の根拠にせよ 

数学科    黒木 明男 先生 

特異点解消のテーマでフィールズ賞を受賞した広中平祐（数学者）の世界観が形成されるまでの著

者の経験を見ることができる「生きること学ぶこと」は，私が，大学時代に目的を失い，どう生きる

かを見失っているときに出会った本です。 

数学のノーベル賞ともいわれるフィールズ賞は，40 歳までの研究者に与えられる賞です。その偉大

な研究過程での苦悩が日常生活を通して書かれています。周囲から論文についての理解を得られなか

ったり，ダメ出しをもらい心が折れかかったりする様子が書かれていて，そのような時に，著者は，「ど

うせ俺はアホやし」と言って心をリセットし研究を継続していきます。その姿などが，大学時代の自

分と重なり，今後，どのように数学と向き合い，どう生きるかの指針を得られた本です。人の生活を

うらやむことなく，今の自分を受け入れて，今の状態には必ず意味があることや，小さな成功体験の

積み重ねが成長の原動力になること，創造の基盤は素心であり，様々な条件をつけると本質を見失う

ことなど，何度も読み直すたびにそのときの自分に飛び込んでくる言葉があります。タイトルもその

一つです。 

読書は考えるきっかけになります。心に残る言葉を探し，自分の人生観や世界観を形成してみてく

ださい。 

『生きること学ぶこと』 

広中平祐 著   集英社    

 

 

 

 
          

 

 

 
 

 

 

自分なりの活用法で図書館を役立ててください。 

 

 

 

昼休みに図書館に来ている人に聞きました！！ 
 

 

 

昼休みに勉強のために利

用しています。静かな雰囲

気で勉強できるので，集中

して過ごしたい人におすす

めです。   （3 年生） 

 

読書，学習，調べ物

にいつでも 1 人でも数

人でも 来れ る場 所で

す。たくさんの図書に

囲まれている環境が好

きです。 （２年生） 

 調べ物に使う本も

読みたい本も図書館

にはたくさんあるの

で，いつも来ていま

す。（1 年生） 

 静かで，空調設備

も整っているので，

受験勉強する場所と

して最適です。読書

もしたいですけど，

今は我慢して学習し

ています。 

（3 年生） 

図書館に所蔵しています。  

  請求記号  2891 ヒ 

  資料番号  010335453 
 

大学入試小論文対策で，

本や統計資料，新聞切り抜

き速報版，雑誌その他を見

るために，昼休み・放課後

は図書館に来ています。 

       （3 年生） 

インターネット使用

時間が多くなっていた

ので，改善するために読

書を始めました。小さい

頃から本が好きだった

ので，図書館は静かで読

むのにはぴったりの空

間です。   （1 年生） 



 

寄贈図書『ＷＥ ＨＡＶＥ Ａ  ＤＲＥＡＭ 201 ヵ国 202 人の夢×ＳＤＧｓ』や AI さんからのメッセージポスタ

ーやパンフレット「夢を通じて『生き方』を学ぶ」の展示と共に，この図書が届いてすぐに借りて読んでくださった地

歴公民科の髙山先生による内容紹介や SDGｓ関連の図書を展示しています。展示コーナーで世界の夢に触れてみましょ

う！！ 
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No.  分類          書     名              出 版 社 

１  3338   日本の SDGｓ それってほんとうにサステナブル？  大月書店        

２  3351   SDGs がひらくビジネス新時代   筑摩書房 

３  4983   お湯を代えれば命が変わる!   笠倉出版社 

４  3351   世界を変える 5 つのテクノロジー   祥伝社 

５  3721   東洋経済 ACADEMIC Vol.2  

持続可能な未来をつくる SDGs・ESD 教育の実践 東洋経済新報社 

６  3351   これが SDGs   同文舘出版 

７  3338   世界でいちばん素敵な SDGs の教室   "三才ブックス    

８  3351   国際・歴史比較経営と企業論   "泉文堂   

９  1675   生物に学ぶガラパゴス・イノベーション   東京書籍  

10  4881   身近な「鳥」の生きざま事典   SB クリエイティブ   

11  410     面白いから解きたくなる数学 ナツメ社   

12  654     森林保護学の基礎   農山漁村文化協会 

13  5188   はじめてのまちづくり学 "学芸出版社   

14  0073   しくじりから学ぶ 13 歳からのスマホルール  旬報社 

15  375     答えはひとつじゃない！ 全 3 巻  想像力スイッチ 汐文社 

16  0073   やさしくわかるデジタル時代の情報モラル 全５巻 技術評論社 

17  3722   SDGs 時代の国際協力   岩波書店 

18  116     論理と言葉の練習ノート   東京図書   

19  4578   恐竜学者は止まらない!   創元社   

20  4939   上手に使って病気を防ごうスマホとゲーム障害 少年写真新聞社  
 

11 月の新着書  

❤❤❤ 歌手のＡＩさんからメッセージと共に図書が届きました ❤❤❤ 
【寄贈図書】 『ＷＥ ＨＡＶＥ Ａ  ＤＲＥＡＭ 201 ヵ国 202 人の夢×ＳＤＧｓ』 
              WORLD DREAM PROJECT 編 ／ いろは出版 

【図書の内容】 

世界各国の若者世代を中心とした 201 カ国 202 人の夢を載せており，その夢に関連す

る SDGs の 17 の目標の番号も併記されています。それぞれ自分の周りで起こっているこ

とを自分事として捉え，その視点で語られる言葉の一つ一つから世界の課題が見えてきま

す。印象深いのは，202 人の写真からあふれ出ているやさしさ，力強さです。頁をめくり

その写真に向かい合うときっと笑顔になれると思います。この本を読んで世界中の人々の想

いを感じてほしいです。  

 

 

933 ﾛ クリスマス・ピッグ 

J.K. ローリング／松岡祐子訳 
304 ﾌﾞ 他 者 の 靴 を 履 く   

ブレディみかこ 著 
3614 ｶ よけいな一言を好かれるセリフ

に変える 言いかえ図鑑 亀田尚己著 

ＳＳＨ推進室から届いた２０冊 

498 ｱ 「心」のお仕事      

荒井裕樹 著 
3364 オンラインコミュニケーシ

ョン成功法則   藤咲徳朗 著 
7809 ｱ スポーツマネジメント入門 

相原正道他 著 
 

11 月の新着書は 

81 冊です 

 今月号では，数学科黒木先生がお薦めの図書を紹介してく

ださいました。カウンターには，同じ著者の作品や関連の図

書を展示していますので，この機会に読んでみましょう。 
 コロナ感染の状況は落ち着いていますが，図書館利用時に

は，引き続き手指消毒等の感染防止対策を行いましょう。 
  

暖かい部屋で  

読書を楽しもう！！ 

展示 「夢×SDGｓ 人を知って，夢を知って，世界を知る」  

こんにちは！AＩです！！ 大好きな鹿児島のみんなへ！ 

“コロナ禍で思うように行かない時期だからこそ，世界の夢に触れてほしい ” 


