
 

図書館だより 
 

平成 30年９月 14日（金）発行    堅田高等学校図書館 

2学期が始まり、ようやく落ち着いた頃でしょうか。今年は地震・豪雨・台風、と今までにな

い規模の災害が日本のあちこちを襲っています。毎年図書館ではこの時期に、９月１日の

防災の日にちなみ、「防災」に関する展示を行っていますので、この機会にぜひ図書館に足を

運んで普段見ることのない本に触れてみてください。また大型本コーナーには 2年生の修学

旅行に合わせて関連図書コーナーも設けています。 

 

9月～１０月の特設展示 防災特集 ～地震・豪雨・台風～ 

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が、今

回は、地震だけでなく、豪雨や台風に関する防災の日として、自然災害一般を考える展

示を企画しました。 

＜展示図書の一部＞ ＊展示中の本は借りることができます。 

『せまりくる「天災」とどう向き合うか』 鎌田浩毅監修・著 ﾐﾈﾙｳﾞｧ書房 450.9 ｶ 

『生き延びるための地震学入門』 上大岡トメ＆上大岡アネ著 幻冬舎 453 ｶ 

『災害時に役立つかんたん時短、「即食」レシピ もしもごはん』 今泉マユ子著 369.3 ｲ 

『ドキュメント 豪雨災害－そのとき人は何を見るか』 稲泉連著 岩波書店 369.3 ｲ 

『人はなぜ逃げおくれるのかー災害の心理学』 広瀬弘忠著 集英社 369.3 ﾋ 

『天気と気象についてわかっていることいないこと』 筆保弘徳他著 ベレ出版 451 ﾌ 

 

７月～8月の貸出統計 ７/1~8/３１ 

入館者数 1,149人   授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 48時間 

夏休み自習利用者数 137人 

貸出冊数 1,505冊 1年 120冊 2年 54冊 3年 48冊 

          教職員 239冊  授業用図書 1,003冊  他校 41冊 

☆７～８月の貸出ランキング☆〔生徒〕 第 1位 26冊 1-4 小林友那 3-5 
阪口響 第 3位 24冊 永田尚己 第 4位 2-3 尾嵜統馬 〔教職員〕 第
１位 32冊 阿武加奈子 第 2位 27冊 小出雄一郎 第 3位 19冊 阪本
雅紀 第 4位 17冊 田中潤子 第 5位 13冊 大辻浩之 ＊敬称略  

『みえるとかみえないとか 』               
ヨシタケシンスケさく           
伊藤亜紗そうだん            
アリス館 

                                      

いつものほんわかした雰囲気がいっぱいの
ヨシタケさんの絵本。本校でも人気図書の
ひとつです。                   
今回は、主人公の男の子が宇宙飛行士に
なって、色々な星の調査に出かけます。そこ
で出会う宇宙人たちは後ろも見える３つ目
の目を持っていたり、足がとてつもなく長かっ
たり、空を飛べたり、と千差万別。宇宙人か
らは逆に、「うしろが見えないなんて、不便じ
ゃないの？かわいそう！」などと言われて男の
子は戸惑う始末。              
実はこの本は『目の見えない人は世界をどう
見ているのか』伊藤亜紗著 集英社新書、
という本が基になっています。目の見えている
人、見えていない人、それぞれ自分のことや
相手のことをどう思っているのか、何をどう感
じているのか、ぜひ男の子と一緒に感じてくだ
さい。読み終わった後に、ほんのちょっと今ま
でとは物事の見え方が変化している自分を
発見することでしょう。 

９月の図書館行事 

2017 年 9 月 18 日 

ビブリオ・バトル                

時間と場所：16:00～16:40 図書館

◎バトラー： 3-1上田明日海 2-3 内

園冬馬 尾嵜統馬  1-4前田学志  

📚📚有志ギャラリーの飛び込み参加歓迎！ 

 



新着図書リスト ＊貸出中の時は予約してください。 ☆リクエスト
書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

頭に来てもアホとは戦うな!　人間関係を思い通りにし、
最高のパフォーマンスを実現する方法

田村/耕太郎‖著 朝日新聞出版 159-ﾀ 生き方指南。真面
目な本です。☆

10年後の仕事図鑑　新たに始まる世界で、君はどう生き
るか

堀江/貴文‖著　落
合/陽一‖著

SBクリエイティブ 304-ﾎ 進路を考える際の
参考に。☆

性の“幸せ”ガイド　若者たちのリアルストーリー 関口/久志‖著 エイデル研究所 367.9-ｾ 悩まず相談。☆

ルポ保育格差 小林/美希‖著 岩波書店 369.4-ｺ 進路

保育園は誰のもの　子どもの権利から考える 普光院/亜紀‖著 岩波書店 369.4-ﾌ 進路

ネットいじめはなぜ「痛い」のか 原/清治‖編著　山内ミネルヴァ書房 371.4-ﾊ
学生の学力と高等教育の質保証　1 山内/乾史‖編著 学文社 377-ﾔ-1
学生の学力と高等教育の質保証　2 山内/乾史‖編著　原学文社 377-ﾔ-2
スマホが学力を破壊する 川島/隆太‖著 集英社 493.9-ｶ 必読！

カオリーヌ菓子店のチーズケーキ かのう/かおり‖著 主婦と生活社 596.6-ｶ 作ってみよう！☆

文豪ストレイドッグス　15 朝霧/カフカ‖原作　KADOKAWA 726.1-ｱ-15 最新刊　☆

神曲 ダンテ‖原作　バライースト・プレス 726.1-ﾀ
方法序説 デカルト‖原作　バイースト・プレス 726.1-ﾃ
物語を忘れた外国語 黒田/龍之助‖著 新潮社 804-ｸ 外国語学習に☆

大人の語彙力ノート　誰からも「できる!」と思われる 齋藤/孝‖著 SBクリエイティブ 814-ｻ 進路対策にも☆

文豪たちの友情 石井/千湖‖著 立東舎 910.2-ｲ 『文豪』ファンに

怪しくて妖しくて 阿刀田/高‖著 集英社 913.6-ｱ お薦め新刊

下町ロケット　[3]　ゴースト 池井戸/潤‖著 小学館 913.6-ｲ-3 大人気シリーズ

コーヒーが冷めないうちに 川口/俊和‖著 サンマーク出版 913.6-ｶ 泣ける本☆

「はじめまして」を3000回 喜多/喜久‖著 幻冬舎 913.6-ｷ 学園ファンタジー

ファーストラヴ 島本/理生‖著 文藝春秋 913.6-ｼ 直木賞受賞作

送り火 高橋/弘希‖著 文藝春秋 913.6-ﾀ 芥川賞受賞作

宵物語 西尾/維新‖著 講談社 913.6-ﾆ
忍物語 西尾/維新‖著 講談社 913.6-ﾆ
友達以上探偵未満 麻耶/雄嵩‖著 KADOKAWA 913.6-ﾏ 女子高生探偵もの

ののはな通信 三浦/しをん‖著 KADOKAWA 913.6-ﾐ 新刊　☆

ルビンの壺が割れた 宿野/かほる‖著 新潮社 913.6-ﾔ 話題の本？☆

ピアノの森　8～10　The perfect world of KAI 一色/まこと‖著 講談社 B-726.1-ｲ アニメ原作本　☆

とっておきの幽霊 赤川/次郎‖著 集英社 B-913.6-ｱ
秘密への跳躍 赤川/次郎‖著 集英社 B-913.6-ｱ
恋する絵画 赤川/次郎‖著 集英社 B-913.6-ｱ
下町ロケット　2　ガウディ計画 池井戸/潤‖著 小学館 B-913.6-ｲ-2人気シリーズ続刊

ブラック企業に勤めております。　[2]　その線を越えては要/はる‖著 集英社 B-913.6-ｶ-2本校の人気本！

その白さえ噓だとしても 河野/裕‖著 新潮社 B-913.6-ｺ
汚れた赤を恋と呼ぶんだ 河野/裕‖著 新潮社 B-913.6-ｺ
凶器は壊れた黒の叫び 河野/裕‖著 新潮社 B-913.6-ｺ
一瞬の風になれ　第1部　イチニツイテ 佐藤/多佳子‖[著] 講談社 B-913.6-ｻ-1
一瞬の風になれ　第2部　ヨウイ 佐藤/多佳子‖[著] 講談社 B-913.6-ｻ-2
一瞬の風になれ　第3部　ドン 佐藤/多佳子‖[著] 講談社 B-913.6-ｻ-3
すえずえ 畠中/恵‖著 新潮社 B-913.6-ﾊ
たぶんねこ 畠中/恵‖著 新潮社 B-913.6-ﾊ
なりたい 畠中/恵‖著 新潮社 B-913.6-ﾊ
ひなこまち 畠中/恵‖著 新潮社 B-913.6-ﾊ
人魚の眠る家 東野/圭吾‖[著] 幻冬舎 B-913.6-ﾋ 集団読書用図書

ガリレオの苦悩 東野/圭吾‖著 文藝春秋 B-913.6-ﾋ
虚像の道化師 東野/圭吾‖著 文藝春秋 B-913.6-ﾋ
禁断の魔術 東野/圭吾‖著 文藝春秋 B-913.6-ﾋ
真夏の方程式 東野/圭吾‖著 文藝春秋 B-913.6-ﾋ
予知夢 東野/圭吾‖著 文芸春秋 B-913.6-ﾋ
容疑者Xの献身 東野/圭吾‖著 文藝春秋 B-913.6-ﾋ

未来のミライ 細田/守‖[著] KADOKAWA B-913.6-ﾎ アニメ原作本

約束の海 山崎/豊子‖著 新潮社 B-913.6-ﾔ 遺作。自衛隊が題材

みえるとかみえないとか ヨシタケ/シンスケ‖さく　伊アリス館 E-913.6-ﾖ 話題の絵本

おひさまパン エリサ・クレヴェン‖作絵　金の星社 E-933.7-ｸ ☆

友だち幻想　人と人の<つながり>を考える 菅野/仁‖著 筑摩書房 K-361.4-ｶ 一読の価値あり。

集団読書『探偵ガ
リレオ』が好評で、
ガリレオシリーズに
人気が高まってい
ます。文庫で揃い
ました。☆

難しい古典の入
門に。☆

教職員向け図書。
☆

大人気シリーズ、
続刊　☆

バスガイド人気シ
リーズ続刊。☆

『いなくなれ、群青』
シリーズが揃いま
した！☆

オススメの１冊。持ち
運びしやすい文庫で
入りました。

「しゃばけ」シリーズ
は続々入っていま
す。最初から読ん
でみては？☆

ま まんがで読破
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