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平成 30年 12月 19（水）発行    堅田高等学校図書館 

いよいよ冬休み。クリスマス、大晦日、お正月、と楽しいイベントに心躍る毎日を過ごして

いることでしょう。12月は特に世の中全体が気忙しく落ち着きませんね。皆さん、こういう時こ

そ本の出番です。1日のうちたとえ 10分でも読書をすることで気持ちが落ち着き、やる気も

出てきます。冬休みの宿題もすいすい捗ること請け合いです。図書館では 3年生のお薦め

の本を生徒の手作りポップとともに展示しています。ぜひ冬休みに借りて読んでください。 

 

図書館の本を読んで、雑誌の付録をゲットしよう！第 2弾 好評のうちに終了
今回は特に応募が多かった等企画。厳選な抽選の結果、8名の人が当選しました。

雑誌の付録は、図書委員からお渡しします。次回は来年 5月です。お楽しみに！ 

読書リレー『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』結果発表！！      
8名のエントリーがあり、11/1～30 の 1 か月間で、7人がこの本を読みました。     

「ひとことつぶやき」から：是非とも、みんなに読んでほしい作品です。読み出したら止ま

らなくなります。ちょっと半泣きになりました…。すごく感動しました。明日から頑張ろうと思

える本です。戦争と恋愛について、どっちも描かれていて面白かったです。感動しました。

時代を超えた恋愛がロマンティックだなと思いました。  

寄贈図書キャンペーン、ご協力ありがとうございました。              
呼びかけ期間が短かったにもかかわらず、全部で 14冊の本を生徒の皆さんのためにい

ただきました。生徒の関心も高く、貸出冊数増にも貢献いただきました。寄贈いただいた

皆様、ありがとうございました。寄贈者：冨澤真由美様、村上義信先生、校長先生、

阿武加奈子先生、田中潤子先生ほか 2名の方々（寄贈日順）。 

 

１１月の貸出統計 11/1~/30 

入館者数 763人   授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 232時間 
貸出冊数 8,045冊  1年 45冊 2年 68冊 3年 57冊 教職員 163冊    
授業用図書 7,672冊 

☆１１月の貸出ランキング☆                     
〔生徒〕 第 1位 19冊 1-5水谷詩乃 第 2位 16冊 3-4大串菜月 第 3位 
12冊 3-5阪口響 第 4位 11冊 2-4小林友那 第 5位 10冊 3-1上田明日海                     
〔教職員〕 第１位 34冊 小出雄一郎 第 2位 9冊 福井容示（敬称略）                           
☆ベストリーデ ィング☆                        
第１位 あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら 第 2位 はたらく細菌  
第 3位 はたらく細胞 BLACK 第 4位 そして、バトンは渡された  

『僕がロボットをつくる理由』                  
石黒 浩著   世界思想社 

                                                              
ロボット・AI という言葉を聞かない日はな
いくらい、今ではそれらは私たちの生活に
馴染んでいます。この本は、ロボットの中
でも特に人に類似したアンドロイドを研究
対象にしている著者が、日々研究生活
で考えていることを語った本です。テーマは
私たちにも身近な「食べる」「着る」「話
す」「想像する」「働く」「信じる」という 6 つ
です。ロボット研究者というと、人間には
興味がないのかと思いがちですが、著者
は人一倍人間に興味があり、人間臭い
人のようです。例えば中学・高校時代に
は 1日 1冊本を読んでいて、特に太宰
治が大好きだとか。必ずしも綺麗ではな
い「情景がありありと目に浮かぶ」ところ
や、「人間のいちばん生々しいところ」や
「だらしないところ」を描いた「グダグダ感」が
いいのだそうです。そんな著者と一緒に、
ロボットとの共生社会の中で人はどう生き
ていったらよいのかを考えてみませんか？ 

冬休みの特別貸出について 

2018 年 12 月 12 日 

貸出期間：12月 28日（金）まで  

貸出冊数：1人２０冊まで        

返却期限：1月 11日（金）            

 

12 月～1 月の展示 

3年総合的な学習の時間（文学と私）   
佐々木環先生 作品展示               
♦百人一首現代語訳            
♦お薦め本 

＊その他ミニ展示は、随時行っています。 



「寄贈図書キャンペーン」図書リスト
書　名 著　者 出版者 請求記号 氏名

日本のヤバい女の子 はらだ/有彩‖著 柏書房 910.2-ﾊ 冨澤真由美

ないもの、あります クラフト・エヴィング商會‖著 筑摩書房 B-914.6-ｸ 澤崎靖子

やがて目覚めない朝が来る 大島/真寿美‖[著] ポプラ社 B-913.6-ｵ 澤崎靖子

超常現象の科学　なぜ人は幽霊が見えるのか リチャード・ワイズマン‖著　木文藝春秋 147-ﾜ 澤崎靖子

道をひらく　[正] 松下/幸之助‖著 PHP研究所 159-ﾏ-1 村上義信

仏果を得ず 三浦/しをん‖著 双葉社 B-913.6-ﾐ ＊＊＊＊＊

ちょっと今から仕事やめてくる 北川/恵海‖[著] KADOKAWA B-913.6-ｷ 藤支良明

超高速!参勤交代 土橋/章宏‖[著] 講談社 B-913.6-ﾄ 藤支良明

超高速!参勤交代リターンズ 土橋/章宏‖[著] 講談社 B-913.6-ﾄ 藤支良明

サイコパス 中野/信子‖著 文藝春秋 493.7-ﾅ 田中潤子

ネットの高校、はじめました。　新設校「N高」の教育革命 崎谷/実穂‖著 KADOKAWA 376.4-ｻ 阿武加奈子

英文速読トレーニングソクトレ150　はじめて編 中野/達也‖監修・執筆 アルク G-837.5-ﾅ 阿武加奈子

英文速読トレーニングソクトレ150　標準編 中野/達也‖監修・執筆 アルク G-837.5-ﾅ 阿武加奈子

ヒビスピ　高校生の「日々」を表現するスピーキング練習帳 中野/達也‖監修・執筆 アルク G-837.8-ﾅ 阿武加奈子

新着図書リスト
書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

僕がロボットをつくる理由　未来の生き方を日常からデザインす石黒/浩‖著 世界思想社 114.2-ｲ お薦め

降りてくる思考法　世界一クレイジーでクリエイティブな問題
解決スキル

江上/隆夫‖著 SBクリエイティブ 141.5-ｴ 教職員リクエス
ト

多動力　全産業の“タテの壁”が溶けたこの時代の必須スキル 堀江/貴文‖著 幻冬舎 159.4-ﾎ 教職員リクエスト

たった1分で相手をやる気にさせる話術PEP TALK 浦上/大輔‖著 フォレスト出版 361.4-ｳ 教職員リクエスト

目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤/亜紗‖著 光文社 369.2-ｲ お薦め

人類は何を失いつつあるのか　ゴリラ社会と先住民社会から見
えてきたもの　対論

山極/寿一‖著
関野/吉晴‖著

東海教育研究所 489.9-ﾔ 教職員リクエス
ト

あさきゆめみし　全１０巻　源氏物語　完全版 大和/和紀‖著 講談社 726.1-ﾔ 教科リクエスト

オリエンタル・ファンタジー　アラビアン・ナイトのおとぎ話
ときらめく装飾の世界

海野/弘‖解説
◆監修

パイインターナ
ショナル

726.5-ｳ 教科リクエス
ト・図書館

もっと音楽が好きになる上達の基本トランペット 高橋/敦‖著 音楽之友社 763.6-ﾀ
もっと音楽が好きになる上達の基本フルート 神田/寛明‖著 音楽之友社 763.7-ｶ
もっと音楽が好きになる上達の基本クラリネット サトー/ミチヨ‖著 音楽之友社 763.7-ｻ
もっと音楽が好きになる上達の基本サクソフォーン 平野/公崇‖著 音楽之友社 763.7-ﾋ
伝わる技術　力を引き出すコミュニケーション 風間/八宏‖著 講談社 783.4-ｶ
サッカーの新しい教科書　戦術とは問題を解決する行為である 坪井/健太郎‖著　　　カンゼン 783.4-ﾂ 教職員リクエスト

ひとりで学べるフランス語会話　超入門書 西村/亜子‖著 高橋書店 857.8-ﾆ 生徒リクエスト

この噓がばれないうちに 川口/俊和‖著 サンマーク出版 913.6-ｶ 教職員リクエスト

思い出が消えないうちに 川口/俊和‖著 サンマーク出版 913.6-ｶ 教職員リクエスト

ゴリラからの警告　人間社会、ここがおかしい 山極/寿一‖著 毎日新聞出版 914.6-ﾔ 教職員リクエスト

図説アラビアンナイト 西尾/哲夫‖著 河出書房新社 929.7-ﾆ 教科リクエスト・図書館

めがね日和 本上/まなみ‖著 集英社 B-779.9-ﾎ 図書館

深泥丘奇談　[正] 綾辻/行人‖[著] KADOKAWA B-913.6-ｱ 図書館

誰も死なないミステリーを君に 井上/悠宇‖著 早川書房 B-913.6-ｲ 図書館

真鶴 川上/弘美‖著 文藝春秋 B-913.6-ｶ
きみがすべてを忘れる前に 喜多/南‖著 宝島社 B-913.6-ｷ
八月のリピート　僕は何度でもあの曲を弾く 喜多/南‖著 宝島社 B-913.6-ｷ
君は月夜に光り輝く 佐野/徹夜‖[著] KADOKAWA B-913.6-ｻ
そのケータイはXX(エクスクロス)で 上甲/宣之‖著 宝島社 B-913.6-ｼ
僕は君を殺せない 長谷川/夕‖著 集英社 B-913.6-ﾊ
ボクの妻と結婚してください。　[正]　続 樋口/卓治‖[著] 講談社 B-913.6-ﾋ
三日間の幸福 三秋/縋‖[著] KADOKAWA B-913.6-ﾐ
オリンポスの郵便ポスト　1・2 藻野/多摩夫‖[著] KADOKAWA B-913.6-ﾓ 生徒リクエスト

本の運命 井上/ひさし‖著 文芸春秋 B-914.6-ｲ 図書館

アラビアンナイト　バートン版　千夜一夜物語拾遺 大場/正史‖訳 KADOKAWA B-929.7-ｵ 教科リクエスト

スイミー　ちいさなかしこいさかなのはなし レオ・レオニ‖作　　　谷好学社 E-933.7-ﾚ 教科リクエスト

生物学の基礎はことわざにあり　カエルの子はカエル?トンビが
タカを生む?

杉本/正信‖著 岩波書店 K-460-ｽ 図書館　勉強
のお供に。

ロボットが家にやってきたら…　人間とAIの未来 遠藤/薫‖著 岩波書店 K-548.3-ｴ 図書館

人生を変えるアニメ 河出書房新社‖編　　　河出書房新社 K-778.7-ｶ チャンプ本

＊貸出中の時は予約をしてください

図書館
部活動応援図
書
続刊も入れる
予定です。

生徒のお薦め
本
＜総合的な学
習の時間（文
学と私）＞。
生徒自身の手
づくりポップと
展示中！！


	図書館だより２０１８．１２.pdf
	１１月の貸出統計　11/1~/30
	2018年12月12日

	図書館だより裏面２０１８．１２.pdf
	Sheet1


