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令和３年 1月 22日（金）発行    堅田高等学校図書館 

１月もあと少し。皆さん、本を読んでいますか？図書館では、３年生の３年間の貸し出

し状況を纏めました。今年はなんと３年間で２００冊を超えた人が 2人もいました。 

 

３年間の貸出ランキング！！ 

第１位 ３６８冊 3-5 水谷詩乃     第２位 ２９３冊 3-5 永田尚己                               

第３位 １３９冊 3-4 内山健吾     第４位 １１９冊 3-5 田邊俊哉                           

第５位 １１７冊 3-4 日高香澄     第６位   ８２冊 3-5 佐久本盛陽                           

第７位   ５９冊  3-4  西村颯夏     第８位   ４７冊  3-４ 宇都宮洸人                           

第９位   ４６冊 3-4 山口真佳     第１０位 ４４冊 3-４ 木戸翔太                                          

３年間ベストリーディング！！ 

  〔一般書〕 第１位 こころ 夏目漱石著   第２位 あの花が咲く丘で、君とまた出

会えたら 汐見夏衛著  前置詞キャラ図鑑 関正生著  超効率勉強法 メンタリス

ト DaiGo著   第５位 いなくなれ、群青 河野裕著  薬屋のひとりごと 日向夏

著   第７位 N のために 湊かなえ著   第８位 誰でも速く走れる骨ストレッチ 

松村卓著  想い出の色、あなたに残します 渡来ななみ著  友だち幻想 菅野仁

著  よもつひらさか 今邑彩著                               

〔マンガ〕 第１位 鬼滅の刃 吾峠呼世晴著   第２位 Dr.STONE 稲垣理一

郎著   第３位 文豪ストレイドッグス 朝霧カフカ著     第４位 ピアノの森 一

色まこと著   第５位 はたらく細胞 清水茜著 

 

１２月の貸出統計 12/1~/23 

入館者数 453人   授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 56時間 
貸出冊数 2,172冊  1年 23冊 2年 64冊 3年 47冊   教職員 220冊  
授業用図書 1,818冊                         
１２月の貸出ランキング                        
☆ベストリーダー☆                         
〔生徒〕 第１位 21冊 3-4 内山健吾  第２位 20冊 2-4 西川快刀    
第３位 18冊 2-4 西村香音   第４位 12冊 2-4 刀根佳奈美                              
〔教職員〕 第１位 31冊 辰巳智也 田中潤子     第３位 22冊 阿
武加奈子 久保田宏紀  第５位 17冊 大辻浩之（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 あおざくら 二階堂ヒカル著  
第３位 ドラゴン桜２ 三田紀房著 第４位 ハイキュー！！ 古舘春一著 
Dr.STONE  稲垣理一郎著 第７位 聲の形 大今良時著 

☆今月のイチオシ☆                                                                    

 

 

 

 

 

この本は、偉人たちの名言に触れながら
世界中を旅した気分になれるお得な１
冊です。１月１日から３月３１日まで、
その日に生まれた偉人の言葉が、その偉
人ゆかりの地の風景写真を背景に載って
います。                   
例えば２月２6日はフランスのサン・マロ
の海辺の写真を背景にして、フランスの詩
人ヴィクトル・ユーゴーの言葉「海よりも広
いものがある。それは空だ。空よりも広いも
のがある。それは人の心だ。」とあります。
１年近く続くコロナ禍の中で日々感染予
防に気を張りながら生活している私たちで
すが、雄大な自然の景色やこのような言
葉を目にすると、ふと肩の力が抜けて視
野が拡がったような気持ちになります。な
すべきことをなし、他人に思いやりを持ち、
人生の目的を見失わない、そんな「大切
なこと」に気づかせてくれます。 

お知らせ 

2021 年 2 月 13 日 

📖📖堅田児童館おはなし会📖📖 ＊見学可                          

場所：北部地域文化センターリハーサル室

時間：10：00-12：00         

参加者：3-2水谷勇人 2-5奥田麻南

海 1-5近藤優輝 1-3河野心優 1-3

山下碧月                  

            

大切なことに気づく 

３６５日 

名言の旅 

WRITES PUBLISHING編 

ライツ社 



新着図書リスト ＊貸出中の時は予約をしてください。 ◇寄贈図書
書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

なんのために学ぶのか 池上/彰‖著 SBクリエイティブ 002-ｲ ◇学びの大切さを説く本。

11歳からの正しく怖がるインターネット　大
人もネットで失敗しなくなる本

小木曽/健‖著 晶文社 007.3-ｵ ◇家族で読みたいネットの知識。

大切なことに気づく365日名言の旅　for your
everyday from the greats

WRITES
PUBLISHING‖編

ライツ社 159.8-ﾗ ◇☆今月のイチオシ

西国四十九薬師霊場　ご朱印・巡礼ガイド
ブック　心と身体を癒す道

西国四十九薬師霊場
会‖監修　京都新聞
出版 タ 編

京都新聞出版セン
ター

186.9-ｻ ◇ガイドブック

漫画サピエンス全史　人類の誕生編 ユヴァル・ノア・ハラリ‖原案・ 　 　 　河出書房新社 209-ﾊ 読み応え抜群。

いちばん美しい季節に行きたい日本の絶景
365日

TABIZINE‖著　PIE
International‖著

パイインターナ
ショナル

291.0-ﾀ ◇全国津々浦々の絶景が楽しめ
る。

京・瞬・歓 中田/昭‖著 京都新聞出版センター 291.6-ﾅ ◇京都の四季折々を行事と共に。

憲法の子　親から子へとつなぐ自由と希望の
礎

中谷/彰吾‖著　あお
き/てつお‖作画

自由国民社 323.1-ﾅ 今こそ憲法について知ろう。

檻を壊すライオン　時事問題で学ぶ憲法 楾/大樹‖著 かもがわ出版 323.1-ﾊ ◇考える力をつけるための憲法の本。

永守重信の人材革命　実践力人材を育てる! 日経トレンディ‖編 日経BP 336.4-ﾆ ◇日本電産より寄贈

レスキューナースが教えるプチプラ防災 辻/直美‖著 扶桑社 369.3-ﾂ 被害を最小限に抑えるために。

避難所に行かない防災の教科書 西野/弘章‖著 扶桑社 369.3-ﾆ 災害に遭ったら。

学コレ　大学学部案内学部コレクト 学研プラス‖編　　　　　学研プラス 376.8-ｶ 本で体験！オープンキャンパス

勉強が楽しくなっちゃう本 QuizKnock‖著 朝日新聞出版 379.7-ｸ すぐに実践して学力アップ！

おうちで楽しむにほんの行事 広田/千悦子‖著 技術評論社 386.1-ﾋ 暮らしの中に楽しみを見出そう。

すばらしい海洋生物の世界 カラム・ロバーツ‖著　　ア 　 　創元社 481.7-ﾛ ◇迫力ある生き物の世界を満喫。

すごいぞ!はたらく知財　14歳からの知的財
産入門

内田/朋子‖著　萩原/
理史‖著他　　　　田

晶文社 507.2-ｳ ◇著作権や肖像権など、知ってお
きたい知的財産権。

ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき
図鑑

トニー・ジュニパー

‖著

創元社 519-ｼ ◇環境問題はこれ1冊で。イラスト
と図で見やすい。

イラスト京都御所 下間/正隆‖絵と文 京都新聞出版センター 521.8-ｼ ◇御所の今昔がわかる。

dancyu“食いしん坊”編集長の極上ひとりメシ 植野/広生‖著 ポプラ社 596.0-ｳ 教職員リクエスト

京都で育まれてきた日本の伝統と文化 大野木/啓人‖監修　　 　 　京都新聞出版センター 702.1-ｵ ◇京都学

鬼滅の刃　22　廻る縁 吾峠/呼世晴‖著 集英社 726.1-ｺ-22 生徒・教職員リクエスト

鬼滅の刃　23　幾星霜を煌めく命 吾峠/呼世晴‖著 集英社 726.1-ｺ-23 生徒・教職員リクエスト、完結

世界の文字の歴史文化図鑑　ビジュアル版
ヒエログリフからマルチメディアまで

アンヌ=マリー・クリ 　 　柊風舎 801.1-ｸ 世界の文字を一望。眺めて楽しむ
だけでも。

文章を読む、書くのが楽しくなっちゃう本 QuizKnock‖著 朝日新聞出版 816-ｸ 実践的な文章指南。

ゼロからスタート英語で話そう!自分のことトレー

ニングBOOK　自己紹介からミニスピーチまで

近藤/千代‖共著　ミゲ

ル・E.コーティ‖共著

宮野/智靖‖監修

Jリサーチ出版 837.8-ｺ 生徒リクエスト

ゼロからスタート英語で話すトレーニングBOOK
だれにでもできるスピーキング入門書　自己紹介

からショートスピーチまでレッスン90

安河内/哲也‖著　デイ

ビッド・セイン‖著
Jリサーチ出版 837.8-ﾔ 生徒リクエスト

家族じまい 桜木/紫乃‖著 集英社 913.6-ｻ 教職員リクエスト

海を渡る蝶のように 福尾/峯玉‖著 幻冬舎メディアコンサルティン 913.6-ﾌ ◇著者から寄贈

はじめて考えるときのように　「わかる」た
めの哲学的道案内

野矢/茂樹‖文　植田/
真‖絵

PHP研究所 B-104-ﾉ 受験を考えている人に必読。３年
生もお薦めしています。

レッド　あかくてあおいクレヨンのはなし マイケル・ホール‖作　　上子どもの未来社 E-933.7-ﾎ ◇考えさせられる絵本。

英文読解Gトレ　応用レベル　英語の処理を
自動化するGreat Training

今井/康人‖著 アルク G-837.5-ｲ ◇先生からの寄贈図書。

英文読解Gトレ　標準レベル　英語の処理を
自動化するGreat Training

今井/康人‖著 アルク G-837.5-ｲ ◇先生からの寄贈図書。

AI時代を生き抜くプログラミング的思考が身

につくシリーズ　1～３
土屋/誠司‖著 創元社 K-007-ﾂ ◇AI＜人工知能＞、プログラミン

グ、デジタルリテラシーについて、
基礎から学べる。

マンガでわかる!10代に伝えたい人生を前に
進める名言集

定政/敬子‖文　モド
ロカ‖絵

大和書房 K-159.8-ｻ ◇悩みのない人はいない！解決
のヒントが満載。

地政学でわかるわたしたちの世界　12の地図
が語る国際情勢

ティム・マーシャル‖ 　 　 　評論社 K-312.9-ﾏ ◇科学的な視点が身につく。

国際化の時代に生きるためのQ&A　1～５
移民や難民ってだれのこと?

マイケル・ローゼン

‖著　アンネマ

リー・ヤング‖著

創元社 K-316.1-ｺ ◇移民・難民、ジェンダー、フェミ
ニズム、合意、肌の色などについ
てＱ＆Ａで説明したシリーズ。

世界がぐっと近くなるSDGsとボクらをつな
ぐ本

池上/彰‖監修 学研プラス K-333.8-ｲ ◇大きな問題も、まず自分の身近
な問題として考えてみよう。

LGBTなんでも聞いてみよう　中・高生が知
りたいホントのところ

QWRC‖著　徳永/桂
子‖著

子どもの未来社 K-367.9-ｸ ◇素朴な疑問に答えてくれる。恋
愛相談もあり。



マンガレインボーKids　知ってる?LGBTの友
だち

手丸/かのこ‖マンガ　金子/由

美子‖解説/監修

子どもの未来社 K-367.9-ﾃ ◇マンガで当事者の立場に立ち、
解説で理解が深めよう。

ぼくたちの砦 エリザベス・レアード 　評論社 K-933.7-ﾚ ◇サッカー選手を夢見る少年の物語

戦場のオレンジ エリザベス・レアード 　評論社 K-933.7-ﾚ ◇10歳の少女の勇気ある行動とは

世界一のランナー エリザベス・レアード 　評論社 K-933.7-ﾚ ◇走ることが大好きな少年の物語

路上のヒーローたち エリザベス・レアード 　評論社 K-933.7-ﾚ ◇ストリートチルドレンの物語

京都ひろいよみ　vol.5～６(2019年4〜9月)　京京都新聞社‖編 京都新聞出版センター Q-291.6-ｷ ◇新聞記事の抜粋

新明解国語辞典 山田/忠雄‖編　倉持/保 　 　 　 　三省堂 R-813.1-ﾔ 第八版
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