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新年度が始まりました。1年生の皆さん、入学おめでとうございます。そして 2年生、3年生

の皆さん、進級おめでとうございます。図書館も新しいメンバー（藤田恭敏先生、村上義信先

生、辰巳智也先生＜『オススメの１冊』を担当＞、澤崎靖子司書）で心機一転、授業や特

別活動等にさらに利用しやすい図書館を目標に頑張ります。もちろん、本を通しての楽しい語

らい、静謐な雰囲気の中での読書、自主学習なども大いに歓迎です。昼休みや放課後、また

授業の合間にぜひ図書館を活用してください。 

今月の新着図書は、巷で話題の本から進路関係、調べ学習用の図書まで、リクエストも含

め多数入っています。忙しい毎日が続きますが、集中して本を読むことで頭の中も気持ちもリフ

レッシュできます。通学電車の中や夜寝る前の時間など、各自工夫をして読書の時間を見つ

け、充実した日々を過ごしましょう。 

４月２３日は、「子ども読書の日」です。 

テーマ：ここにいい本、ありますか～？

４月２３日は、「サン・ジョルディの日」でもあります。 

スペイン・カタルーニャ地方のバルセロナなどで、守護聖人サン・ジョルディを讃えて、この日に

男性は女性にバラを、女性は男性に本を贈る習わしがありました。男性女性に関わらず、

本を贈り物にするって素敵ですね。あなたならどんな本を贈りますか？

さて、本校図書館ではこの４月２３日を起点日として５月３１日までの１ヶ月あまりを

「読書推進月間」と位置づけ、下記の催しを予定しています。図書館には新しい本だけで

なく、今はもう手に入らない貴重な古い本もあります。自分の視野を広げることができる手

軽な場所です。この機会にぜひ図書館に足を運んでみてください。 

1. 図書館の本を読んで、雑誌の付録をゲットしよう！ ＊詳細は５月号の紙面で。

2. 堅田高校図書委員ＶＳ堅田高校教職員おススメ本～どっちを読みたい？～

読みたいと思った本にシールを貼ってもらい、集計します。あなたもぜひ参加を！

3. 「堅田探訪」関連図書展示  ＊堅田の歴史と文化に触れよう！

『行動経済学まんが  ヘンテコノミクス』 
佐藤雅彦+菅俊一原作高橋秀明画 
マガジンハウス
「なぜ、そこでは 500円のコカコーラが
売れるのか」（フレーミング効果）。こ
の本は、人間の経済行動を心理学の
視点から解明しようする本です。23 の
テーマごとに１話の漫画と解説や読み
物がついて、楽しく読めます。

４月の図書館行事 

1３日（金）１６日（月） 

1年生対象図書館オリエンテーション 

１９日（木） 

第 1回図書委員会 １３：０５～ 

2３日（月） 

子ども読書の日 ＊昼休みに図書委員が

ＰＲ放送を行います。 

お知らせ 

 春休みの特別貸し出しについて

返却期限：４月１３日（金）

 閉館日時について

２４日（火）１５：４５～
２５日（水）１２：００～

 美術部の作品展示について

好評開催中、５月上旬まで。



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

AI vs.教科書が読めない子どもたち 新井/紀子‖著 東洋経済新報社 007.13-ｱ ☆注目の１冊

世界を変えた100の本の歴史図鑑　古代エジプトのパ
ピルスから電子書籍まで

ロデリック・ケイヴ‖著　サ

ラ・アヤド‖著　大山/晶‖訳
樺山/紘一‖日本語版監修

原書房 020.2-ｹ 図書館の基本図書

毎日使える、必ず役立つ哲学　教えてニーチェ、なる
ほどソクラテス!

マーカス・ウィークス‖著
矢羽野/薫‖訳

河出書房新社 130.4-ｳ 哲学は近年生徒に
人気

聖人366日事典 鹿島/茂‖著 東京堂出版 198.2-ｶ 多文化理解に

鳥瞰図で見る古代都市の世界　歴史・建築・文化 ジャン=クロード・ゴルヴァ

ン‖著　吉田/春美‖訳
原書房 209.3-ｺ 見ているだけで圧

巻の書

「謎トキ」世界史写真・絵画が語る歴史　東洋史編 清水書院編集部‖編 清水書院 209-ｼ 調べ学習に

大日本史 山内/昌之‖著　佐
藤/優‖著

文藝春秋 210.6-ﾔ 注目の論客による
対談

「謎トキ」日本史写真・絵画が語る歴史 阿部/泉‖編著 清水書院 210-ｱ 調べ学習に

インドを知る事典 山下/博司‖他著 東京堂出版 292.5-ﾔ 調べ学習に

日本の論点　2018〜19　Global Perspective and
Strategic Thinking

大前/研一‖著 プレジデント社 304-ｵ-2018 進路対策に必須の
１冊

ラルース地図で見る国際関係　ヴィジュアル版　現代
の地政学

イヴ・ラコスト‖著　猪口/孝‖
日本語版監修　大塚/宏子‖訳

原書房 312.9-ﾗ 調べ学習に

ヘンテコノミクス　行動経済学まんが 佐藤/雅彦‖原作　菅/俊一‖原作　マガジンハウス 331-ｻ お薦め!

東南アジアで働く 横山/和子‖著 ぺりかん社 338.9-ﾖ 進路

新・日本の階級社会 橋本/健二‖著 講談社 361.8-ﾊ 現代社会を知る

18きっぷ 朝日新聞社‖著　朝井/リョウ‖著朝日新聞出版 371.4-ｱ お薦め!

埼玉県立浦和高校　人生力を伸ばす浦高の極意 佐藤/優‖著　杉山/
剛士‖著

講談社 376.4-ｻ 教職員リクエスト

動的平衡　2　生命は自由になれるのか 福岡/伸一‖著 木楽舎 460.4-ﾌ-2
動的平衡　3　チャンスは準備された心にのみ降り立
つ

福岡/伸一‖著 木楽舎 460.4-ﾌ-3

美しき小さな雑草の花図鑑 大作/晃一‖写真　多 山と溪谷社 470-ｵ 調べ学習に

人体〜神秘の巨大ネットワーク〜　1　NHKスペシャ
ル　プロローグ●神秘の巨大ネットワーク 第1集●“腎

NHKスペシャル「人体」取材

班‖編
東京書籍 491.3-ﾆ-1 調べ学習に

世界の無人航空機図鑑　軍用ドローンから民間利用ま
で

マーティン・J.ドアティ‖著
角/敦子‖訳

原書房 538.6-ﾄ ☆注目の１冊

クックしが　地産食材かんたん新レシピ 滋賀の食事文化研究会食事バラサンライズ出版 596-ｼ 作ってみよう

魚市場で働く 鑓田/浩章‖著 ぺりかん社 675.5-ﾔ 進路

グランドスタッフになるには 京極/祥江‖著 ぺりかん社 687.3-ｷ 進路

ゴールデンカムイ　9～13 野田/サトル‖著 集英社 726.1-ﾉ リクエスト続刊

コンセプチュアル特殊メイク入門 コンセプチュアル特殊メイク研グラフィック社 778.4-ｺ ☆注目の１冊

夢を生きる 羽生/結弦‖著 中央公論新社 784.6-ﾊ ファン必読

AX 伊坂/幸太郎‖著 KADOKAWA 913.6-ｲ 教職員リクエスト

春待ち雑貨店ぷらんたん 岡崎/琢磨‖著 新潮社 913.6-ｵ 春のお薦め！

私はあなたの記憶のなかに 角田/光代‖著 小学館 913.6-ｶ 春のお薦め！

よるのばけもの 住野/よる‖著 双葉社 913.6-ｽ 春のお薦め！

青くて痛くて脆い 住野/よる‖著 KADOKAWA 913.6-ｽ 春のお薦め！

さよなら、田中さん 鈴木/るりか‖著 小学館 913.6-ｽ 教職員リクエスト

ほどほど快適生活百科 群/ようこ‖著 集英社 914.6-ﾑ 教職員リクエスト

パパ、ママ、あいしてる　エレナが残したメッセージ ブルック・デザリック‖著
キース・デザリック‖著　青

山/陽子‖訳

早川書房 936-ﾃ 涙なしでは読めま
せん

置かれた場所で咲きなさい 渡辺/和子‖[著] 幻冬舎 B-198.2-ﾜ 看護志望は必読

無人島に生きる十六人 須川/邦彦‖著 新潮社 B-290.9-ｽ 冒険実話

君主論 マキアヴェリ‖著　池中央公論新社 B-311.2-ﾏ 古典中の古典

桜の下で待っている 彩瀬/まる‖著 実業之日本社 B-913.6-ｱ 春のお薦め！

追憶 青島/武‖著 小学館 B-913.6-ｱ 春のお薦め！

ぼっちーズ 入間/人間‖[著] KADOKAWA B-913.6-ｲ 生徒リクエスト

ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか　2
～6

大森/藤ノ‖著 ソフトバンククリ
エイティブ

B-913.6-ｵ 生徒リクエスト

夜空の呪いに色はない 河野/裕‖著 新潮社 B-913.6-ｺ 春のお薦め！

グッド・バイ 太宰/治‖著 新潮社 B-913.6-ﾀ 純文学好きに

ふたり姉妹 瀧羽/麻子‖著 祥伝社 B-913.6-ﾀ 春のお薦め！

仮面病棟 知念/実希人‖著 実業之日本社 B-913.6-ﾁ ミステリー

カフーを待ちわびて 原田/マハ‖著 宝島社 B-913.6-ﾊ 教職員リクエスト

異邦人(いりびと) 原田/マハ‖著 PHP研究所 B-913.6-ﾊ 教職員リクエスト

いとの森の家 東/直子‖[著] ポプラ社 B-913.6-ﾋ 元気になる１冊

ジョーカー・ゲーム 柳/広司‖[著] KADOKAWA B-913.6-ﾔ エンタメサスペンス

いい人ランキング 吉野/万理子‖著 あすなろ書房 K-913.6-ﾖ 考えさせられる本

マルシェ食材大図鑑 辻調理師専門学校‖監修 講談社 R-498.5-ﾂ 寄贈

シリーズが揃いま
した
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