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平成 30年７月１7日（火）発行                      堅田高等学校図書館 

いよいよ夏休み到来ですね。補習や部活などで忙しい毎日の中に、「読書の時間」を取り

入れてみませんか。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 ２０１８ 新潮文庫～」を展示中です。図書館では学習もできます。 

 

雁翔祭でビブリオ・バトル、やりました！ ～チャンプ本は、物語シリーズに！～                            

← 今回バトラーデビュー３人

のうちの１人、2-3内園くん。ゴ

リラが好きという彼は、『世界一

美しいサルの図鑑』をお薦め。 

 

←次々飛び出す質問の嵐に盛

り上がる会場。制限時間は２

分！ 

 

←左から、3-4大串さん、2-3

柳くん、2-5池端さん、1-4前

田君、2-3内園くん 

 

６月の貸出統計 ６/1~６/２８ 

入館者数 580人   授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 140時間 

貸出冊数 4,595冊  1年 14冊 2年 31冊 3年 27冊 

           教職員 114冊  授業用図書 4,595冊    

☆ベストリーダー☆＜生徒＞ 第 1位 17冊 3-5 阪口響   第 2位 16冊 
2-4 小林友那 第３位 8冊 1-4 永田尚己 第 4位 7冊 2-5 池端愛花
＜教職員＞ 第 1位 14冊 真野綾  第 2位 13冊 阿武加奈子 第 3位 
8冊 阪本雅紀  ＊敬称略 

☆ベストリーディング☆ 第１位 文豪ストレイドッグス 朝霧カフカ著 第
２位 神様の御用人 浅葉なつ著 第３位 ピアノの森 一色まこと著 第４
位 王様ゲーム 金沢伸明著 第５位 よるのばけもの 住野よる著 

『はじめての                  
研究レポート作成術』 

沼崎一郎著 

岩波ジュニア新書 

「研究レポート」というと何だか難しそうで、
自分には関係ないと思うかもしれませんが、
皆さんはよく授業でレポートを作成していま
すね。著者によるとこの本で紹介されている
研究レポート作成術は、高校生や大学生
なら「やればできる」と言います。中学生なら
「がんばればできる」。それくらい基本的なこと
ばかり書いてあるとのこと。逆に言えば、研究
レポートを書くには、基礎が大事ということで
しょう。 

夏休みの特別貸出と開館日時 

2018 年 7 月 11 日 

貸出期間：8月 23日（木）まで                

貸出冊数：1人 20冊まで        

返却期限：9月 7日（金）       

開館日：7/22(月)~25(水) 27（金）   

30（月） 8/1（水）2(木) 6（月）

~8（水） 20（月）~23(木) 28

（火）~31(金)               

＊7/27、8/7、21、31 は 12：00閉館            

開館時間：8:45～17:00 

 

お知らせ 

 図書委員と生活部員１年生が堅田
児童館でおはなし会を開きます。 

日時：７月２７日（金）14:30 

 第３回ビブリオ・バトル 

日時：７月１７日（火）13：30 

場所：図書館 

☆一般参加者初参戦です！！ 

 

 

 

 



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　◆寄贈

書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう　続 池田/理代子‖著
平田/オリザ‖著
彬子女王‖著
大隅/良典‖著　永
田/和宏‖著

文藝春秋 159.7-ｲ-2 ◆マンガ家、演出
家、科学者等のい
人たちへの熱い
メーッセージに勇気
が出ます！

継体天皇と朝鮮半島の謎 水谷/千秋‖著 文藝春秋 210.3-ﾐ ◆

工学部　中高生のための学部選びガイド 漆原/次郎‖著 ぺりかん社 376.8-ｳ 進路

意味がわかれば数学の風景が見えてくる 野崎/昭弘‖著　何
森/仁‖著　　　伊
藤/潤一‖著　小沢
/健一‖著

ベレ出版 410-ﾉ ☆数学科推薦図
書。数学が好きな人
もそうでない人に
も。

診療放射線技師になるには 笹田/久美子‖著 ぺりかん社 498.1-ｻ 進路

視能訓練士になるには 橋口/佐紀子‖著 ぺりかん社 498.1-ﾊ 進路

美容師・理容師になるには 大岳/美帆‖著
木村/由香里‖著

ぺりかん社 595.0-ｵ 進路

透明なゆりかご　6　産婦人科医院看護師見習い日記 沖田/×華‖著
竹内/正人‖監修

講談社 726.1-ｵ-6 教職員リクエスト。
最新刊

夢をかなえるゾウ　2　ガネーシャと貧乏神 水野/敬也‖[著] 飛鳥新社 913.6-ﾐ-2 集団読書用図書

啼かない鳥は空に溺れる 唯川/恵‖著 幻冬舎 913.6-ﾕ 生徒リクエスト

オリジン　上・下 ダン・ブラウン‖著
越前/敏弥‖訳

KADOKAWA 933.7-ﾌ ☆生徒・教職員リク
エスト。『ダヴィン
チ・コード』の作者の
最新刊。

その女(ひと)の名は魔女 赤川/次郎‖著 集英社 B-913.6-ｱ

哀しみの終着駅 赤川/次郎‖著 集英社 B-913.6-ｱ
厄病神も神のうち 赤川/次郎‖著 集英社 B-913.6-ｱ
ソードアート・オンライン　19・20　ムーン・クレイドル 川原/礫‖[著] KADOKAWA B-913.6-ｶ 生徒リクエスト。大

人気シリーズの最
新刊。文化祭のビブ
リオ・バトルでも紹
介！

星のかけら 重松/清‖著 新潮社 B-913.6-ｼ 生徒リクエスト。

青い鳥 重松/清‖著 新潮社 B-913.6-ｼ 集団読書用図書

いっちばん 畠中/恵‖著 新潮社 B-913.6-ﾊ
ころころろ 畠中/恵‖著 新潮社 B-913.6-ﾊ
やなりいなり 畠中/恵‖著 新潮社 B-913.6-ﾊ
ゆんでめて 畠中/恵‖著 新潮社 B-913.6-ﾊ
永遠の途中 唯川/恵‖著 光文社 B-913.6-ﾕ 生徒リクエスト

さくらが咲いたら逢いましょう 渡来/ななみ‖[著] KADOKAWA B-913.6-ﾜ 生徒リクエスト

想い出の色、あなたに残します 渡来/ななみ‖[著] KADOKAWA B-913.6-ﾜ 生徒リクエスト。第1
回ビブリオ・バトル
のチャンプ本！

はじめての研究レポート作成術 沼崎/一郎‖著 岩波書店 K-002.7-ﾇ ☆高校生必読。

教職員リクエスト。
このシリーズの1冊
目『神隠し三人娘は
生徒のお薦め。本
が苦手な人もどう
ぞ。

教職員リクエスト。
人間と妖怪とのドタ
バタ『しゃばけ』シ
リーズの続刊。
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