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令和２年６月 29日（月）発行    堅田高等学校図書館 

ようやく学校再開となり軌道に乗り始めたところでしょうか。図書委員会も今週から活動を

始めていきます。この後期末考査や体育祭も控えていますが、忙しい中にも日々の生活の

中にぜひ読書の時間を取り入れて充実した時間を過ごしましょう。  

 

今年度の図書委員会活動について 📖📖活動内容は堅田高校 HP 参照📖📖                               

■堅田高校図書館で本を借りるぞ！「図書選定チーム」を新設         
堅田高校では国語科が実施している集団読書により、皆さんは日頃から本に親しんでい

るのですが、図書委員会では堅高生にさらに多種多様な本の面白さを知ってもらい、かつ

堅田高校図書館で本を借りてもらうことを目的として、今年度より「図書選定チーム」なる

ものを新設しました。有志の図書委員で構成する特別ミッションチームです。堅高生の「読

みたい本」を予測、または調査して図書館に入れる本を選定します。 さらに広報活動も

していく予定ですので、どうぞご期待ください。                                                                 

■新型コロナウィルスに負けない！今年度もビブリオバトル、やります！      

＊見学歓迎、自分もやりたくなったら参戦可能！！                
図書委員会では、ほぼ毎月１回放課後に図書館でビブリオバトルを開催しています。 

日時や場所は図書館だよりや朝の SHR でお知らせします。まずは見学だけでもどうぞ。 

■子どもたちが待っている！堅田児童館でおはなし会を開催                                 

図書委員会と生活部１年生は、地域ボランティアの一環として年３回堅田児童館で、

子どもたちや保護者の方々を対象に絵本や紙芝居の読み聞かせをしたり、遊びを通じて

交流をしたりしています。幼児教育や福祉関係に進路を考えている人には、現場体験の

良い機会となっています。こちらも興味のある人は見学できます。                           

 

５月の貸出統計 ５/7~５/29 

入館者数 368人    授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 0時間   
貸出冊数 536冊 1年 33冊 2年 40冊 3年 78冊              
教職員  259冊 授業用図書 120冊  その他 6冊          
☆ベストリーダー☆                          
＜生徒＞第 1位 33冊 2-4 西村 香音 第 2位 17冊 3-4 宇都宮 洸人   
第３位   8冊 1-5 苅田 孝心 1-5 濵田 彩愛                
第５位   7冊 2-4 刀根 佳奈美 3-5 田邊 俊哉                                
＜教職員＞第 1位 65冊 阿武加奈子  第 2位 60冊 大辻浩之           
第 3位 16冊 久保田宏紀       第４位 15冊 浅野依子      
第５位 13冊 小出雄一郎       第６位 10冊 藤田恭敏 ＊敬称略         

今月のイチオシ 

 

 

 

交通事故で両親を失い、空虚な日々を
送る大学生青山霜介は、展覧会のアルバ
イトがきっかけで、水墨画の大家である湖山
先生に見込まれ直接指導を受けることにな
ります。「…、これが僕にできるとは思えませ
ん」「できることが目的じゃないよ。やってみる
ことが目的なんだ」。             
霜介は、墨を摺り、線を描くことを繰り返し、
湖山先生やそのお弟子さんたちと関わり、同
時に友人たちと大学生活を過ごす中で、少
しずつ生気を取り戻し、再生していきます。
派手な事件が起こる話ではありませんが、
人生の困難に直面した時、人はどうなるの
か、どうやってその困難を克服していくのか、
読者も本を読みながら共に体験していくこと
になります。物語の最初の設定は暗いので
すが、読んでいる間は明るい光がずっと射し
ているように感じます。読後ページを閉じた
後は、この本に出合えて良かった、と心から
思える１冊です。              
著者は現役の水墨画家で、メフィスト賞を
受賞した小説家。そして本書は 2020年
本屋大賞第３位を受賞しました。                   
ネットでは水墨画を描く動画も見られます。
普段馴染みのない世界を体験してみてはど
うでしょうか。 

 

お知らせ 

 図書委員毎日の仕事係の人へ   
当番日が決まりましたので、担任の先
生を通じて連絡票を渡します。指定さ
れた曜日の昼休み、昼食をとってから
図書館に来てください。 

線は、僕を描く 

砥上裕将著 

講談社 

NDC 913.6 



📚📚新着図書リスト📚📚 ＊貸出中の時は予約をしてください。
◇は新潮文庫の「2020　高校生に読ん
でほしい50冊」

書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

奇跡の論文図鑑　ありえないネタを、クリエイ
ティブに!

NHK「ろんぶ〜
ん」制作班‖編著

NHK出版 049-ﾆ 知的好奇心をくすぐるユニークな論文
を読んでみよう。

その悩み、哲学者がすでに答えを出しています 小林/昌平‖著 文響社 104-ｺ 入門書として読んでみては。

SDGsと日本　全国データ　誰も取り残されない
ための人間の安全保障指標

「人間の安全保障」

フォーラム‖編　高須/
幸雄‖編著

明石書店 360-ﾆ 総合的な探求／学習の時間、調べ学
習に。

カムイの世界　語り継がれるアイヌの心 堀内/みさ‖著　堀内新潮社 382.1-ﾎ 修学旅行事前学習に。

QuizKnock Lab　東大流!本気の自由研究で新発
見

須貝/駿貴‖著 KADOKAWA 407-ｽ お待たせしました！辰巳先生オススメ

本。カラー写真満載で楽しい。

感染症対人類の世界史 池上/彰‖著　増田/ユリヤ‖
著

ポプラ社 493.8-ｲ
どうする!?新型コロナ 岡田/晴恵‖著 岩波書店 498.6-ｵ
図解新型コロナウイルス職場の対策マニュアル 亀田/高志‖著 エクスナレッジ 498.8-ｶ
100年安心できる!「いい家」の建て方 谷口/弘和‖著 ぱる出版 527-ﾀ 著者より寄贈

レオナルド・ダ・ヴィンチ　ミラノ宮廷のエン
ターテイナー

斎藤/泰弘‖著 集英社 702.3-ｻ 「モナリザ」「最後の晩餐」で有名なダ
ヴィンチの知られざる側面とは。

銀の匙　VOLUME14・15 荒川/弘‖著 小学館 726.1-ｱ-14 教職員リクエスト

プルートウ　4～８　鉄腕アトム「地上最大のロ

ボット」より

浦沢/直樹‖著　手塚/治
虫‖著　手塚/眞‖監修

小学館 726.1-ｳ-4 教職員リクエスト

鬼滅の刃　20　匪石之心が開く道 吾峠/呼世晴‖著 集英社 726.1-ｺ-20 大人気本の続刊。

世界の国歌・国旗 弓狩/匡純‖著 KADOKAWA 767.5-ﾕ 原語の歌詞付き。

英語の複数と冠詞　ネイティブの感覚を読む 小泉/賢吉郎‖著 ジャパンタイムズ出版 835.2-ｺ 英語の本は人気。

金木犀とメテオラ 安壇/美緒‖著 集英社 913.6-ｱ 女子高生の成長物語。

medium　霊媒探偵城塚翡翠 相沢/沙呼‖著 講談社 913.6-ｱ 教職員リクエスト

ライオンのおやつ 小川/糸‖著 ポプラ社 913.6-ｵ 教職員リクエスト

七度笑えば、恋の味 古矢永/塔子‖著 小学館 913.6-ｺ 教職員リクエスト

線は、僕を描く 砥上/裕將‖著 講談社 913.6-ﾄ ☆今月の超お薦め！
流浪の月 凪良/ゆう‖著 東京創元社 913.6-ﾅ 教職員リクエスト

カケラ 湊/かなえ‖著 集英社 913.6-ﾐ 教職員リクエスト

沈黙の春 レイチェル・カーソン∥

〔著〕　青樹／簗一∥訳

新潮社 B-519-ｶ ◇環境問題の原点。大いに考えさせら
れる本。

紅蓮館の殺人 阿津川/辰海‖著 講談社 B-913.6-ｱ 教職員リクエスト

クランクイン 相場/英雄‖著 双葉社 B-913.6-ｱ 映画界のエンタメ小説。

舞姫 川端/康成‖著 新潮社 B-913.6-ｶ ◇解説は、三島由紀夫。
弁当屋さんのおもてなし　[1]　ほかほかごはん
と北海鮭かま

喜多/みどり‖[著] KADOKAWA B-913.6-ｷ-1 教職員リクエスト

負け逃げ こざわ/たまこ‖著 新潮社 B-913.6-ｺ ◇地方の高校生の葛藤。

さよならの言い方なんて知らない。　[1]　
THEME OF THE WATER&BISCUIT

河野/裕‖著 新潮社 B-913.6-ｺ-1 ◇「階段島」シリーズの著者の新シリー
ズ。

明るい夜に出かけて 佐藤/多佳子‖著 新潮社 B-913.6-ｻ ◇孤独な若者を描いた小説。

せんせい。 重松/清‖著 新潮社 B-913.6-ｼ ◇先生と生徒との心温まる話。

燃えよ剣　上・下 司馬/遼太郎‖著 新潮社 B-913.6-ｼ-1 ◇根強い人気本。映画化。

人間失格 太宰/治‖著 新潮社 B-913.6-ﾀ ◇安定した人気本。

君と漕ぐ　[1]　ながとろ高校カヌー部 武田/綾乃‖著 新潮社 B-913.6-ﾀ-1 ◇根強い人気本。映画化。

富豪刑事 筒井/康隆‖著 新潮社 B-913.6-ﾂ ◇アニメ化原作。
七不思議のつくりかた 長谷川/夕‖著 集英社 B-913.6-ﾊ 生徒リクエスト

糸 林/民夫‖[著] 幻冬舎 B-913.6-ﾊ 北海道が舞台の恋愛小説。映画化。

宇宙のあいさつ 星/新一‖著 新潮社 B-913.6-ﾎ ◇SFショートショート

劇場 又吉/直樹‖著 新潮社 B-913.6-ﾏ ◇映画化。泣いてしまう恋愛小説。

新編銀河鉄道の夜 宮沢/賢治‖著 新潮社 B-913.6-ﾐ ◇安定した人気本。

レベル7 宮部/みゆき‖著 新潮社 B-913.6-ﾐ ◇ミステリー。刺激を求める人に。

きみはポラリス 三浦/しをん‖著 新潮社 B-913.6-ﾐ ◇様々な愛のカタチの物語。

母性 湊/かなえ‖著 新潮社 B-913.6-ﾐ ◇ミステリー。

異国のおじさんを伴う 森/絵都‖著 文藝春秋 B-913.6-ﾓ 『カラフル』の著者の短編集。
阿部一族・舞姫 森/鷗外‖著 新潮社 B-913.6-ﾓ ◇読んでおいて損はない本。

手のひらの京(みやこ) 綿矢/りさ‖著 新潮社 B-913.6-ﾜ ◇三姉妹の成長物語。

無理難題が多すぎる 土屋/賢二‖著 文藝春秋 B-914.6-ﾂ 笑えるエッセイ

ナイン・ストーリーズ サリンジャー‖
[著]　野崎/孝‖訳

新潮社 B-933.7-ｻ ◇若者特有の苦悩を描いた短編集。今
しか味わえない感動がここに。

ペスト カミュ‖[著]　宮
崎/嶺雄‖訳

新潮社 B-953.7-ｶ 新型コロナウィルスで忽ち大ベストセ
ラーに。この機会に読んでみよう。

戦争と平和　1・２ トルストイ‖著　
望月/哲男‖訳

光文社 B-983-ﾄ 生徒リクエスト　ぜひ読んでおきたい名
作中の名作。全6巻の大作です。

正確な知識を得て正しく怖がり、効果的
な対策を。
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