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令和２年９月 23日（水）発行    堅田高等学校図書館 

９月も下旬、猛暑の記憶も遠のき、虫の声が秋を感じさせてくれます。図書委員会の活

動も本格的に始動し、今年度新規に発足した「図書選定チーム」による新しい本も入ってい

ます。図書館では読書の秋に向けて行事や展示をしています。ぜひ図書館に来てください。 

 

１．9月～１０月の特設展示 防災特集 ～天災に備える～ 

図書館では毎年、9月 1日の防災の日にちなみ、防災に関する展示をしています。防災

の日は、1923年 9月 1日の関東大震災を忘れないよう定められた日です。今年は東

日本大震災から 10年になります。改めて地震について考えてみてはどうでしょうか。他に

は台風・集中豪雨についての図書も展示しています。 

２．今年度第１回ビブリオバトルを開催！ 

新型コロナ対策を万全に施して

の開催。バトラーは４人中２人

が初参加。にもかかわらず、全員

自分の考えや体験を上手く織り

交ぜながら、とっておきのお薦め

本をプレゼンしていました。ディス

カッションタイムでも鋭い質問が続出、場を盛り上げました。詳細は堅田高校ＨＰで見るこ

とができます。ビブリオバトルに少しでも興味のある人は、ぜひ見学に来てください。 

 

７月～8月の貸出統計 ７/1~8/３１ 

入館者数 896人   授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 160時間 

貸出冊数 7,221冊 1年 66冊 2年 89冊 3年 183冊        
教職員 298冊  授業用図書 6,558冊  

７～８月のランキング☆ベストリーダー☆〔生徒〕 第 1位 64冊 3-4 日
高香澄 第 2位 35冊 2-4 西村香音 第 3位 27冊 3-5 水谷詩乃 第４
位 24冊 3-5 永田尚己 第５位 22冊 内山健吾 〔教職員〕 第１位 
64冊 大辻浩之 第 2位 38冊 阿武加奈子 第 3位 27冊 久保田宏紀  
第４位 14冊 小林恵美子 第５位 11冊 善村光良 藤田恭敏 ＊敬称略☆
ベストリーディング☆ 第 1位 よもつひらさか 今邑彩著 流浪の月 凪良
ゆう著 平成くん、さようなら 古市憲寿著 第４位 夏と花火と私の死体 
乙一著 少女 湊かなえ著 恋のゴンドラ 東野圭吾著 スタンフォード式最
高の睡眠 西野精治著 QuizKnock Lab 東大流！本気の自由研究 須貝駿貴著   

                         

 

 

 

表紙の絵を載せられないのが非常に残念
ですが、著者本人と思われる人物がテーブ
ル越しにあれこれジェスチャーを交えて説明し
ている様子を描いたコミカルなイラストがいく
つも描かれています。               
本書は、デビュー作にして代表作と言われる
哲学的要素が加味された絵本『りんごかも
しれない』の著者ヨシタケシンスケさんの、まさ
にすべてが分かると言っても過言ではない画
期的な 1冊です。              
ヨシタケシンスケのひみつ、素、ことばの他、こ
れまでに出版された絵本の紹介や Q&A、1
日のスケジュール等々、あの可愛いイラスト
が惜しげもなく詰め込まれています。本人写
真も入って 1冊丸ごと何日も楽しめます。ち
なみに本のタイトル「ものは言いよう」は、ヨシ
タケさんの座右の銘だそうです。 

９月の図書館行事＊終了しました。 

2020 年 9 月 9 日 

ビブリオバトル                 

時間と場所：15:50～16:50 図書館

◎バトラー： 3-3中村さくら 藤森蘭歌         

3-5永田尚己                

📚📚チャンプ本は、中村さくらさんが紹介した

『珈琲店タレーランの事件簿４』でした。    

次回は１０月２０日です。見学大歓迎。 

 

お知らせ 

 堅田高校図書館蔵書検索は、
http://lib-finder.net/finder85  

PW:kttlib  まで。          
スマホや PC から調べられます。 

 

『ものは言いよう』               

ヨシタケシンスケ著             

MOE編集部編                 

白泉社            

NDC 726.6 ﾖ 

http://lib-finder.net/finder85


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

本の世界をめぐる冒険 ナカムラ/クニオ‖著 NHK出版 020.4-ﾅ ☆本の歴史から
未来を考える。

2020年6月30日にまたここで会おう　瀧本哲史伝説
の東大講義

瀧本/哲史‖著 星海社 159.7-ﾀ ☆若者世代への
熱いメッセージ。

マンガ認知症 ニコ・ニコルソン‖著　佐筑摩書房 493.7-ﾆ ☆心理学の観点
から認知症をわ
かりやすく解説。

グレタ・トゥーンベリ グレタ・トゥーンベリ
‖[著]　ジェフ・ブラッ
クウェル‖編　ルー
ス・ホブデイ‖編　橋
本 恵

あすなろ書房 519-ﾄ ☆地球のために
何ができるか考
えよう。SDGｓ関
連図書。

御菓子司聚洸の源氏物語 梶/裕子‖著　福嶋/昭治‖
監修

光村推古書院 596.6-ｶ ☆古典と和菓子
と器を楽しむ本。

心とからだを元気にするお助けスパイスカレー 印度カリー子‖著 家の光協会 596-ｲ 作ってみよう！

文豪ストレイドッグス　18 KADOKAWA 726.1-ｱ-18

文豪ストレイドッグス　19 KADOKAWA 726.1-ｱ-19
Dr.STONE　15　最強の武器は 集英社 726.1-ｲ-15
Dr.STONE　16　MEDUSA VS SCIENCE 集英社 726.1-ｲ-16
あおざくら　02～15　防衛大学校物語 二階堂/ヒカル‖著 小学館 726.1-ﾆ 生徒リクエスト

ハイキュー！！　１　日向と影山 古舘／春一∥著 集英社 726.1-ﾌ-1 図書選定チーム

ドラゴン桜2　4～12　東大合格請負漫画 三田/紀房‖著 講談社 726.1-ﾐ 教職員リクエスト

東大入試に学ぶロジカルライティング 吉岡/友治‖著 筑摩書房 816.5-ﾖ 受験対策に。

サバイバル英文読解　最短で読める!21のルール 関/正生‖著 NHK出版 837.5-ｾ 日頃の学習に。

たった40分で誰でも必ず小説が書ける超ショート
ショート講座

田丸/雅智‖著 WAVE出版 901.3-ﾀ 人気作家の小説
指南。

四畳半タイムマシンブルース 上田/誠‖原案　森見/登
美彦‖著

KADOKAWA 913.6-ｳ ☆話題の新刊。

どうぞ愛をお叫びください 武田/綾乃‖著 新潮社 913.6-ﾀ 爽快青春小説

少年と犬 馳/星周‖著 文藝春秋 913.6-ﾊ 直木賞受賞作

クスノキの番人 東野/圭吾‖著 実業之日本社 913.6-ﾋ 話題の最新刊

夢をかなえるゾウ　4　ガネーシャと死神 水野/敬也‖著 文響社 913.6-ﾐ-4 シリーズ続刊　

心にいつも猫をかかえて 村山/早紀‖著 エクスナレッジ 913.6-ﾑ 猫の写真付き。

一人称単数 村上/春樹‖著 文藝春秋 913.6-ﾑ 話題の最新刊

欲が出ました ヨシタケ/シンスケ‖著 新潮社 914.6-ﾖ テレビでも紹介。

烏百花　蛍の章 阿部/智里‖著 文藝春秋 B-913.6-ｱ 新シリーズ

雨の降る日は学校に行かない 相沢/沙呼‖著 集英社 B-913.6-ｱ 生徒リクエスト

凍りのくじら 辻村/深月‖[著] 講談社 B-913.6-ﾂ 人気の作家さん

ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ　扉子と空白の時 三上/延‖[著] KADOKAWA B-913.6-ﾐ シリーズ続刊　

ありふれた祈り 村山/由佳‖著 集英社 B-913.6-ﾑ シリーズ続刊　

ものは言いよう ヨシタケ/シンスケ‖著　白泉社 726.6-ﾖ
あつかったらぬげばいい ヨシタケ/シンスケ‖著 白泉社 E-913.6-ﾖ
なんだろうなんだろう ヨシタケ/シンスケ‖著 光村図書出版 E-150-ﾖ
ねぐせのしくみ ヨシタケ/シンスケ‖作 ブロンズ新社 E-913.6-ﾖ
もしものせかい ヨシタケ/シンスケ‖著 赤ちゃんとママ社 E-913.6-ﾖ
新・世界の国々　1　アジア州　1 帝国書院編集部‖編集 帝国書院 K-290.8-ﾃ-1
新・世界の国々　2　アジア州　2 帝国書院編集部‖編集 帝国書院 K-290.8-ﾃ-2
新・世界の国々　3　ヨーロッパ州　1 帝国書院編集部‖編集 帝国書院 K-290.8-ﾃ-3
新・世界の国々　4　ヨーロッパ州　2 帝国書院編集部‖編集 帝国書院 K-290.8-ﾃ-4
新・世界の国々　5　アフリカ州 帝国書院編集部‖編集 帝国書院 K-290.8-ﾃ-5
新・世界の国々　6　北アメリカ州 帝国書院編集部‖編集 帝国書院 K-290.8-ﾃ-6
新・世界の国々　7　南アメリカ州 帝国書院編集部‖編集 帝国書院 K-290.8-ﾃ-7
新・世界の国々　8　オセアニア州・南極 帝国書院編集部‖編集 帝国書院 K-290.8-ﾃ-8
新・世界の国々　9　世界各地の生活と環境 帝国書院編集部‖編集 帝国書院 K-290.8-ﾃ-9
新・世界の国々　10　資料編・総索引 帝国書院編集部‖編集 帝国書院 K-290.8-ﾃ-1

朝霧/カフカ‖原作　春
河/35‖漫画

稲垣/理一郎‖原作
Boichi‖作画

シリーズ続刊　生
徒リクエスト

シリーズ続刊　生
徒リクエスト

くすっと笑える、
そうそう！、なる
ほど！、など共感
が拡がるヨシタケ
ワールド。

教科リクエスト
地歴公民科、　英
語科等で活用さ
れています。　個
人的に興味のあ
る国について調
べてみては？

気候変動活動家、
スウェーデンの16歳の少女のインタビュー
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