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今年度の夏休みは２週間と短くなりましたが、学習や部活動の合間に気分転換の時間

を入れて、この暑い期間を乗り切っていきましょう。身体を動かしたり、読書をしたり、自分の

ペースで有意義な休みにしてください。図書館では、「夏休みに読んでみよう！～高校生に

読んでほしい５０冊 ２０２０ 新潮文庫～」を展示中です。 

 

■堅田高校図書館の蔵書を、スマホや PCから検索できるようになりました！                            

 左の QR コードを読み取るか、または以下の URL 

http://www.lib-finder.net/finder85/       

にアクセスしてください（パスワード ●●●●●●）。       

蔵書検索の他、新着図書や貸出ランキング、予約ランキ

ング、開館スケジュールや図書館からのお知らせなどを見る

ことができます。利用期間は２０２１年３月３１日までです。 

■１冊でも本を読んだら、雑誌の付録がゲットできる！好評のうちに終了！ 

 応募総数 82票の中から厳正な抽選の結果、延べ９名が当選し、お目当ての付録を

ゲットしました。今回は５月の読書推進月間が休校と重なったため、応募対象を堅高図

書館の本限定から、家にある本や公共図書館で借りた本等に拡大したところ、大変多く

の応募がありました。さらにこの取り組みを通して皆さんが普段どんな本を読んでいるのかを

知ることができました。今後の選書に役立てていきたいと思います。 今回残念ながら当た

らなかった人も、めげずに秋の読書推進月間に応募してください！ 

 

６月の貸出統計 ６/1～６/30 

入館者数 741人   授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 184時間
貸出冊数 6,283冊  1年 68冊 2年 39冊 3年 147冊           
教職員 197冊  授業用図書 5,832冊   

☆ベストリーダー☆＜生徒＞ 第 1位 50冊 3-5 永田尚己 第 2位 44冊 
1-2 伊藤明日羽 第３位 21冊 2-4 西村香音 第 4位 13冊 3-4 西村
颯夏 日高香澄 ＜教職員＞ 第 1位 23冊 大辻浩之 第 2位 18冊 冨澤
真由美 第３位 16冊 久保田宏紀 第４位 14冊 阿武加奈子＊敬称略 

☆ベストリーディング☆第１位 鬼滅の刃 吾峠呼世晴著 第２位 犬と猫ど
っちも飼ってると毎日楽しい 松本ひで吉著 第３位 線は、僕を描く 砥上
裕将著 糸 林民夫著 無理難題が多すぎる 土屋賢二著 ライオンのおやつ 
小川糸著 弁当屋さんのおもてなし 喜多みどり著ほか 

今月のイチオシ 

 

 

 

 

ナチス・ドイツの迫害から逃れるために一
家でオランダの隠れ家に移り住んだアンネ。
当時 13歳だったアンネの「日記」がグラフィ
ック版で甦りました。穏やかで平凡な生活が
徐々に不穏な空気に包まれていき人間性
を脅かされていく様子が、少女の目線で描
かれています。そして不自由な隠れ家生活
での不安、確執、恋愛……。そのような中
でも常にユーモアを見出し、未来に思いを馳
せるアンネに心打たれます。すでに『アンネの
日記』を読んだことがある人にもお薦めです。 

夏休みの特別貸出と開館日時 

2020 年 7 月 22 日 

貸出期間：8月６日（木）まで                

貸出冊数：1人 20冊まで        

返却期間：８月１７日（月）      

～８月２１日（金）           

開館日：8/5（水） 8/6（木）               

開館時間：8:45～17:00 

 

お知らせ 

 第１回ビブリオバトル 

日時：８月１８日（火）15：50 

場所：図書館 

バトラー：3-1 田中美咲      
3-4 内山健吾 前田学志     
3-5永田尚己  ☆彡見学歓迎 

 

［グラフィック版］   

アンネの日記 

アンネ・フランク著アリ・

フォルマン編デイビッド・ポ

ランスキー絵 深町真理子訳 

あすなろ書房 

NDC 949.3 



新着図書リスト ＊貸出中の時は予約をしてください。 ☆お薦め

書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

マンガでわかる東大読書 西岡/壱誠‖原案　東洋経済新報019.1-ﾆ 読書が苦手な人に

明日の自分が確実に変わる10分読書 吉田/裕子‖著 集英社 019.1-ﾖ 読書の効用

筋トレが最強のソリューションである　マッチョ社長が
教える究極の悩み解決法

Testosterone‖著 ユーキャン
学び出版

159-ﾃ 教科リクエスト

歴単　西洋史編　語源からわかる英単語集　ギリシャ語
ラテン語

原島/広至‖著 すばる舎 204-ﾊ 教科リクエスト

孔子　我,戦えば則ち克つ 高木/智見‖著 山川出版社 124.1-ﾀ 教科リクエスト

古代ギリシアの思想家たち　知の伝統と闘争 高畠/純夫‖著 山川出版社 131-ﾀ
ガザーリー　古典スンナ派思想の完成者 青柳/かおる‖著 山川出版社 132.2-ｱ
ウルバヌス2世と十字軍　教会と平和と聖戦と 池谷/文夫‖著 山川出版社 198.2-ｲ 既刊59冊

ルター　ヨーロッパ中世世界の破壊者 森田/安一‖著 山川出版社 198.3-ﾓ 他に、

近代中央アジアの群像　革命の世代の軌跡 小松/久男‖著 山川出版社 229.6-ｺ ナポレオン、

ファン・ボイ・チャウ　民族独立を追い求めた開明的志
士

今井/昭夫‖著 山川出版社 289.2-ｲ マリア・テレジアと
ヨーゼフ2世、

魏源と林則徐　清末開明官僚の行政と思想 大谷/敏夫‖著 山川出版社 289.2-ｵ マルコ・ポーロ、

ティムール　草原とオアシスの覇者 久保/一之‖著 山川出版社 289.2-ｸ ビスマルク、

李成桂　天翔る海東の龍 桑野/栄治‖著 山川出版社 289.2-ｸ
マンスール　イスラーム帝国の創建者 高野/太輔‖著 山川出版社 289.2-ｺ
王安石　北宋の孤高の改革者 小林/義廣‖著 山川出版社 289.2-ｺ マキァヴェッリ、

李自成　駅卒から紫禁城の主へ 佐藤/文俊‖著 山川出版社 289.2-ｻ チャーチル、

冒頓単于　匈奴遊牧国家の創設者 沢田/勲‖著 山川出版社 289.2-ｻ
ケマル・アタテュルク　トルコ国民の父 設樂/國廣‖著 山川出版社 289.2-ｼ
スカルノ　インドネシアの民族形成と国家建設 鈴木/恒之‖著 山川出版社 289.2-ｽ ド・ゴール、

袁世凱　統合と改革への見果てぬ夢を追い求めて 田中/比呂志‖著 山川出版社 289.2-ﾀ クロムウェル、

ホメイニー　イラン革命の祖 富田/健次‖著 山川出版社 289.2-ﾄ カール大帝、

武帝　始皇帝をこえた皇帝 冨田/健之‖著 山川出版社 289.2-ﾄ
ハンムラビ王　法典の制定者 中田/一郎‖著 山川出版社 289.2-ﾅ
陳独秀　反骨の志士、近代中国の先導者 長堀/祐造‖著 山川出版社 289.2-ﾅ ンクルマ、

鄭成功　南海を支配した一族 奈良/修一‖著 山川出版社 289.2-ﾅ ムッソリーニ、

永楽帝　明朝第二の創業者 荷見/守義‖著 山川出版社 289.2-ﾊ ラッフルズ、

西太后　清末動乱期の政治家群像 深澤/秀男‖著 山川出版社 289.2-ﾌ ピョートル大帝、

バーブル　ムガル帝国の創設者 間野/英二‖著 山川出版社 289.2-ﾏ スターリン、

サラディン　イェルサレム奪回 松田/俊道‖著 山川出版社 289.2-ﾏ ウィルソン、

ムハンマド・アブドゥフ　イスラームの改革者 松本/弘‖著 山川出版社 289.2-ﾏ ルイ14世とリシュ
リュー、

安禄山　「安史の乱」を起こしたソグド人 森部/豊‖著 山川出版社 289.2-ﾓ ロベスピエール、

イブン・ジュバイルとイブン・バットゥータ　イスラー
ム世界の交通と旅

家島/彦一‖著 山川出版社 289.2-ﾔ コルテスとピサロ、

ネブカドネザル2世　バビロンの再建者 山田/重郎‖著 山川出版社 289.2-ﾔ ユリアヌス、

エリザベス女王　女王を支えた側近たち 青木/道彦‖著 山川出版社 289.3-ｱ カエサル、

柳宗元　アジアのルソー 戸崎/哲彦‖著 山川出版社 920.2-ﾄ レーニンなど。

アイヌをもっと知る図鑑　歴史を知り、未来へつなぐ 平凡社 382.1-ｱ 総合的な探求の時
間　２年

微分と積分　知識ゼロから考え方が身につく永久保存版 ニュートン
プレス

413.3-ﾋ 教職員リクエスト

医者が教える食事術最強の教科書　20万人を診てわかっ
た医学的に正しい食べ方68

牧田/善二‖著 ダイヤモン
ド社

498.5-ﾏ 教科リクエスト

医者が教える食事術　2　実践バイブル　20万人を診てわ
かった医学的に正しい食べ方70

牧田/善二‖著 ダイヤモン
ド社

498.5-ﾏ-2 １は出版当時ベス
トセラーに。

あおざくら　01　防衛大学校物語 二階堂/ヒカル‖著 小学館 726.1-ﾆ-1 マンガ

清原和博告白 清原/和博‖著 文藝春秋 783.7-ｷ 教科リクエスト

英語の歴史から考える英文法の「なぜ」 朝尾/幸次郎‖著 大修館書店 835-ｱ 教科リクエスト

漱石と鉄道 牧村/健一郎‖著 朝日新聞出版910.2-ﾏ 図書館

OVER HEAVEN　JOJO'S BIZARRE ADVENTURE 荒木/飛呂彦‖原作　西集英社 913.6-ｱ 生徒リクエスト

平成くん、さようなら 古市/憲寿‖著 文藝春秋 913.6-ﾌ 生徒リクエスト

旅ごはん 小川/糸‖著 白泉社 914.6-ｵ 教職員リクエスト

サガレン　樺太/サハリン境界を旅する 梯/久美子‖著 KADOKAWA 915.6カ 図書館

アンネの日記　グラフィック版 アンネ・フランク‖著　　　 　 　あすなろ書房 949.3-ﾌ ☆図書館

コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ‖著　飯早川書房 974-ｼ ☆図書館

人生の勝算 前田/裕二‖[著] 幻冬舎 B-289.1-ﾏ 生徒リクエスト

薬屋のひとりごと　9 日向/夏‖[著] 主婦の友インフォス B-913.6-ﾋ 教職員リクエスト

日本史しくじり大図鑑　偉人達もしくじりまくり!? 小和田/泰経‖歴史
ドバイザ

ホビージャパン K-210.1-ｵ 図書館

『世界史リブレット』
シリーズ

ワットとスティーヴ
ンソン、

ムハンマド・アリー、

アレクサンドロス大
王、
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