
 

図書館だより 
 

平成 30年 11月 28日（水）発行    堅田高等学校図書館 

11月ももう終わり。いよいよ本格的な冬がやってきますね。今回は 11月の読書推進月

間の取り組みから「ビブリオ・バトル・デモンストレーション」と「ビブリオ・バトル大会」の様子

をお伝えします。デモンストレーションでは、県の生涯学習課から和田昌子先生と稗田将先

生をお招きし、本校からは坂本優里先生と 1年前田学志さんが参戦しました。「ビブリオ・

バトル大会」では、新しい仲間も加わり、デモンストレーションの成果を発揮しました。 

 

１１月の読書推進月間、好評のうちにまもなく終了！ 

去る１１月１日はビブリオ・バトル・デモンストレーション、5日はビブリオ・バトル大会を

開催しました。下の写真はその時の様子です。詳細は堅田高校ＨＰを見てください。 

 

↑左：ビブリオ・バトル・デモンストレーション、中央：真ん中が投票の様子、右：参加者 

↓左：ビブリオ・バトル大会プレゼン中、中央：投票の様子、右：参加者 

 

１０月の貸出統計 10/１~/31 

入館者数 560人   授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 142時間
貸出冊数 5,849冊 1年 45冊 2年 27冊 3年 62冊 教職員 204冊  
授業用図書 5,511冊 

☆１０月の貸出ランキング☆   〔生徒〕 第 1位 15冊 2-4 小林友那  
第 2位 14冊 1-5 木戸翔太 1-5 水谷詩乃 第 4位 8冊 3-3 八木翔伍 
3-4 松村龍輝    〔教職員〕 第１位 28冊 竹内祥代 第 2位 12冊 
辰巳智也 第 3位 10冊 小出雄一郎 第 4位 8冊 後藤憲治（敬称略）          
☆ベストリーディング☆   第１位 はたらく細胞 第 2位 九十歳 何が
めでたい 友だち幻想 コーヒーが冷めないうちに 凶器は壊れた黒の叫び 

『そして、バトンは渡された』              
瀬尾まいこ著  文芸春秋 

                                                              
本校の集団読書用図書にもある『卵の
緒』でデビュー。中学校教諭だった経験を
基にした作品は、子どもたちの生き生きし
た描写で人気を集める一方、家庭環境
が複雑といった深刻な設定でも、日常を
大切に生きる中でその困難を乗り越えよ
うとする主人公の健気な姿が多くの読者
の共感を呼んできました。                
この最新作も、主人公の優子は実の親
ではない「親」の間を「リレー」されていきま
す。登場人物の誰もが「良く生きよう」と
前向きな人たちで、誰も完璧ではないゆ
えにお互いに思いやりを持って関わってい
きます。この本を読んだ人はきっと自分も
こんなふうでありたい、と願うことでしょう。 

図書館展示 

2017 年 11 月 1 日 

3年総合的な学習の時間（文学と私） 

佐々木環先生              

１．百人一首現代語訳        

瑞々しい感性で新しい解釈が味わえます。                      

２．「はいすくーるおすすめ本 50選」  

お洒落なポップに読書意欲がそそられます！ 

 

お知らせ 

 ビブリオ・バトル             
12月 10日（月） 放課後    
場所：図書館             
☆今年最後は全員バトラー！！ 

 堅田児童館おはなし会        
12月 15日（土） 14：30～  
☆見学歓迎☆ 

 

 

 

 

 

 



新着図書リスト ＊貸出中の時は予約をしてください。 Bは文庫
♢は寄贈
☆はお薦め本

書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

ラ コリーナ近江八幡 藤森/照信‖編　た
ねやグループ‖編
北田/英治‖写真

たねやグループ 526.6-ﾌ ♢お菓子作りに興
味のある人に

新・現場からの製菓フランス語 塩川/由美‖著　藤
原/知子‖著

G.B. 596.6-ｼ 生徒リクエスト

ゴールデンカムイ　14.15 野田/サトル‖著 集英社 726.1-ﾉ 続刊です。

はたらく細菌　01～03 吉田はるゆき 漫画
清水茜 監修

講談社 726.1-ﾖ 生徒リクエスト
面白くて為になる
本

はたらく細胞BLACK　1.2 原田重光 原作　初
嘉屋一生 漫画
清水茜 監修

講談社 726.1-ﾊ 生徒リクエスト
面白くて為になる
本

キングダム　1～51 原/泰久‖著 集英社 726.1-ﾊ 教職員リクエスト
只今注目の漫画

高校野球で本当にあった心温まる物語 寺下／友徳著 総合法令出版 783.7-ﾃ 教職員リクエスト
堅田高校野球部
のエピソード掲
載！

英単語の語源図鑑　見るだけで語彙が増える 清水/建二‖著　す
ずき/ひろし‖著
本間/昭文‖イラス
ト

かんき出版 834-ｼ ☆シンプルなイラ
ストを見るだけで
一瞬のうちに英単
語のイメージを掴
めます。

動詞キャラ図鑑　核心のイメージがわかる! 関/正生‖著　　　煙
草谷/大地‖著

新星出版社 835.5-ｾ こちらは漫画と分
かりやすい説明で
動詞の使い方が身
につきます。

動詞の「時制」がよくわかる英文法談義 宗宮/喜代子‖著
糸川/健‖著　　野元
/裕樹‖著

大修館書店 835.5-ｿ 一歩進んで英語を
学びたい人に。

絵で楽しむフランス語<会話フレーズ> 小林/まみ‖著　吉
岡/ゆうこ‖絵

学研プラス 857.8-ｺ ☆文化も学べるお
洒落な本。

ひとりで学べるスペイン語会話　超入門書 西村/亜希子‖著
本橋/祈‖著

高橋書店 867.8-ﾆ 生徒リクエスト

そして、バトンは渡された 瀬尾/まいこ‖著 文藝春秋 913.6-ｾ ☆家族小説

愛なき世界 三浦/しをん‖著 中央公論新社 913.6-ﾐ 恋愛小説

黄金(きん)の烏 阿部/智里‖著 文藝春秋 B-913.6-ｱ
空棺の烏 阿部/智里‖著 文藝春秋 B-913.6-ｱ
玉依姫 阿部/智里‖著 文藝春秋 B-913.6-ｱ
俺が好きなのは妹だけど妹じゃない　1～7 恵比須/清司‖著 KADOKAWA B-913.6-ｴ 生徒リクエスト

あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 汐見/夏衛‖著 スターツ出版 B-913.6-ｼ ☆「読書リレー」図
書。詳しくは『図書
委員会だより』で！

おくのほそ道 [松尾/芭蕉‖著]　角
川書店‖編

角川書店 B-915.5-ﾏ

日本の古典をよむ　20　おくのほそ道　芭蕉・蕪村・一
茶名句集

[松尾/芭蕉‖著]　井
本/農一‖校訂・訳

小学館 918-ﾆ-20

グッドラック アレックス・ロビラ‖著
フェルナンド・トリアス・

デ・ベス‖著　田内/志文‖訳

ポプラ社 963-ﾛ 集団読書用図書
かつて世界中を魅
了した本

生徒・教職員リクエ
ストの続刊です。

教科リクエスト　総
合的な学習の時間
（文学と私）で使用
中
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