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平成 31年 1月 25（金）発行    堅田高等学校図書館 

３学期もはや３週間が過ぎようとしています。３年生は学年末考査が終わりましたね。

図書館では一足早くこの３年間のまとめをしてみました。教室棟と離れた３号棟の図書館

まで、足繁く通ってくれた皆さん、ありがとうございました。堅田高校で培った、多感な高校３

年間の読書経験は、きっと皆さんのこれからの人生を豊かなものにしてくれることでしょう。 

 

３年間の貸出ランキング！！ 

第１位 １６０冊 3-4 大串菜月   第２位 １０９冊 3-5 阪口響                               

第３位   ４７冊 3-4 小谷真穂   第４位   ４６冊 3-5 中島有希乃                           

第５位   ４１冊 3-2 女子      第６位   ３５冊 3-3 川嶋海季                           

第７位   ２６冊  3-5  横道和希   第８位   ２５冊  3-4  松村龍輝                           

第９位   ２４冊 3-1 上田明日海 第１０位 ２３冊 3-3 立花未来                                          

３年間ベストリーディング！！ 

  第１位 君の膵臓をたべたい 住野よる著   第２位 レインツリーの国 有川浩著 

第３位 いなくなれ、群青 河野裕著     第４位 はたらく細胞 01 清水茜著  

第５位 漫画 君たちはどう生きるか 吉野源三郎著                   

第６位 キノの旅 1  時雨沢恵一著   第７位 三匹のおっさん 有川浩著   

第８位 夜行 森見登美彦著 終わりの志穂さんはやさしすぎるから 八重野統摩著      

第９位 空の境界上 奈須きのこ著 第１０位 ソードアート・オンライン 川原礫著 

 

１２月の貸出統計 12/3~/28 

入館者数 354人   授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 40時間 
貸出冊数 1,628冊  1年 28冊 2年 73冊 3年 28冊 教職員 231冊  授
業用図書 1,268冊 

☆１２月の貸出ランキング☆                     
〔生徒〕 第 1位 29冊 2-5 玉江陸久  第 2位 21冊 2-4 川上壮士    
第 3位 16冊 3-5 阪口響        第 4位 14冊 1-4 永田尚己       
第 5位 10冊 2-5 池端愛花                            
〔教職員〕 第１位 50冊 辰巳智也    第 2位 40冊 小出雄一郎  
第 3位 13冊 久保田宏紀 第 4位 9冊 阪本雅紀 第 5位 8冊 西村繭
（敬称略）                                 
☆ベストリーデ ィング☆                        
第１位 キングダム 原泰久著 第 2位 九十歳。何がめでたい 佐藤愛子著
文豪ストレイドッグス 朝霧カフカ著 大人の語彙力ノート 斎藤孝著 英単
語の語源図鑑 清水健二著 動詞キャラ図鑑 関正生著  

『美しい挿絵で見る！おとぎ話の世界 挿
絵黄金期の画家たちによる魅惑の空想
世界に浸る 幼いころ夢中になったおとぎ
の国が再び甦る！』                  
綜合ムック    株式会社綜合図書 

                                                              
いくつもある長いサブタイトルがこの本のす
べてを言い尽くしていますが、敢えて解説
を加えましょう。挿絵は、元々物語の理
解を助けるための添え物でしたが、今では
図書館の「日本十進分類法」で７類の
「芸術」に分類されているように、その地
位を格段に向上させました。本書はその
芸術性を堪能できる１冊となっています。
本書で取り上げられているおとぎ話は『グ
リム童話』『アンデルセン童話』『ペローの
童話』『イソップ童話』『アラビアンナイト』そ
の他『不思議の国のアリス』『ガリバー旅行
記』など、誰もがそのうちの一つは知ってい
るお話ばかりです。挿絵画家はアーサー・
ラッカム、ギュスターヴ・ドレなど６人。豊か
な色彩と緻密な描写を通して、もしかした
らあなたの知らないおとぎ話の世界が開か
れるかもしれません。                     

図書委員会活動のお知らせ 

2019 年 1 月 25 日 

15：45～図書館にて            

ビブリオ・バトル ＊見学できます。               

2019年 2月 2日 14：30～ 

堅田児童館にて               

おはなし会 

 

 



新着図書リスト
書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

学び続ける理由　99の金言と考えるベンガク論。 戸田/智弘‖[著] ディスカヴァー・002-ﾄ ♢具体的なヒントが満載

古典籍へようこそ　2　遊びをせんとや 京都府立大学文 　京都新聞出版セン026-ｺ-2 ♢京都の文化がわかる

1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365 デイヴィッ 文響社 033-ｷ ♢ベストセラー本

哲学のおさらい 崎井/将之‖著　現自由国民社 100-ｻ ♢ひとめで分かる

働き方の哲学　360度の視点で仕事を考える 村山/昇‖[著]　　ディスカヴァー・159.4-ﾑ ♢進路を考える

君たちはどう生きるか 吉野/源三郎‖著 岩波書店 159.5-ﾖ ♢あの原作をワイド版で

弱さをさらけだす勇気 松岡/修造‖著 講談社 159-ﾏ ♢｢弱さＯＫ！」

1秒で「気がきく人」がうまくいく 松澤/萬紀‖著 ダイヤモンド社 159-ﾏ ♢進路が決まったら読もう

西国三十三所　草創1300年記念 西国三十三所 京都新聞出版セン186.9-ｻ ♢グルメ案内もあり

現代史のおさらい 土屋/彰久‖著　山 　自由国民社 209.6-ﾂ ♢今を知るために

世界史のおさらい　…歴史の始まりから産業革命まで 土屋/彰久‖著　現自由国民社 209-ﾂ ♢興味のあるところから

日本史のおさらい 山田/淳一‖著　現自由国民社 210.1-ﾔ ♢物語を読むように読む

近江学　第11号(2019)　文化誌近江学　里-のいとなみ 成安造形大学附属216.1-ｵ-11(○
フランス人は仕事に振り回されない　一流に学ぶ豊かな生き船越/清佳‖著 ヤマハミュージッ283.5-ﾌ ６人にインタビュー

地理のおさらい 田中/優子‖著　現自由国民社 290.1-ﾀ ♢楽しみながら覚えられる

365日世界一周絶景の旅 TABIPPO‖編 いろは出版 290.8-ﾀ ♢目の保養に

365日日本一周絶景の旅 TABIPPO‖編 いろは出版 291.0-ﾀ ♢同上

公民のおさらい 土屋/彰久‖著　現自由国民社 300-ﾂ ♢政治や経済の基本

おカネの教室　僕らがおかしなクラブで学んだ秘密 高井/浩章‖著 インプレス 330.4-ﾀ ♢気軽に読んでみよう

経済学のおさらい 小早川/浩‖著　現自由国民社 331-ｺ ♢世の中の動きが分かる

あなたのまわりのデータの不思議　統計から読み解く 景山/三平‖著 実教出版 350.1-ｶ ♢統計的な考え方とは

統計から読み解く47都道府県ランキング 久保/哲朗‖著 日東書院本社 361.9-ｸ ♢面白いです

働く理由　99の名言に学ぶシゴト論。 戸田/智弘‖[著] ディスカヴァー・366.0-ﾄ ♢進路を意識し始めたら

働く理由　続　99の至言に学ぶジンセイ論。 戸田/智弘‖[著] ディスカヴァー・366.0-ﾄ-2 ♢仕事とは、人生とは

保健体育のおさらい　性教育 早乙女/智子‖著　自由国民社 367.9-ｻ ♢知識は大事

近代滋賀の教育人物史 滋賀県教育史研 サンライズ出版 372.1-ｼ ♢明治維新から敗戦まで

数学のおさらい 土井/里香‖著　現自由国民社 410-ﾄ ♢とにかく読めばわかる

数学のおさらい　図形 土井/里香‖著　現自由国民社 414-ﾄ ♢同上

統計学の図鑑 涌井/良幸‖著　涌技術評論社 417-ﾜ ♢ビッグデータも

理科のおさらい　物理 永井/佑紀‖著　涌 　自由国民社 420-ﾅ ♢知識ゼロでも分かる

理科のおさらい　化学 涌井/良幸‖著　現自由国民社 430-ﾜ ♢基本常識が身につく

理科のおさらい　天文 三木/邦裕‖著　現自由国民社 440-ﾐ ♢あなたもとりこに

絵でわかる地球温暖化 渡部/雅浩‖著 講談社 451.8-ﾜ 最新の知識と課題

理科のおさらい　気象 山岸/照幸‖著　現自由国民社 451-ﾔ ♢自然を科学の視点で

理科のおさらい　生物 広沢‐高森/瑞子 　 　自由国民社 460-ﾋ ♢日々新事実が明らかに

ミラクル昆虫ワールドコスタリカ 西田/賢司‖写真 日経ナショナルジ486 ビブリオ・バトルお薦め本

人体〜神秘の巨大ネットワーク〜　1～４ NHKスペシャル東京書籍 491.3-ﾆ-1 ♢ＮＨＫスペシャルが本に

いきなりサイエンス　日常のその疑問、科学が「すぐに」解ミッチェル・モ 　 　文響社 491.3-ﾓ ♢解決できます！

家庭科のおさらい 谷川/祐子‖著　現自由国民社 590-ﾀ ♢自活するには必携

クックしが　地産食材かんたん新レシピ 滋賀の食事文化 サンライズ出版 596-ｼ ♢ビブリオ・バトルで紹介

黒板アート甲子園作品集　高校生たちの消えない想い 日学株式会社‖総日東書院本社 720.8-ﾆ ♢美しく感動的

美しい挿絵で見る!おとぎ話の世界　挿絵黄金期の画家たちによる魅惑の空想 　綜合図書 726.5-ｳ ♢授業で活用

音楽のおさらい 川口/瑞夫‖著　現自由国民社 760-ｶ ♢｢難しい｣を解消」！

平昌冬季オリンピック報道写真集　PyeongChang 2018 京都新聞出版セン780.6-ﾋ ♢あのシーンを再び

体育のおさらい 針谷/順子‖著　現自由国民社 780-ﾊ ♢楽しく動くがヒント満載

英語DE茶の湯　こんなとき、どうする?! 保科/眞智子‖著 淡交社 791-ﾎ ♢コミュニケーションに

すぐ使いこなせる知的な大人の語彙1000 齋藤/孝‖著 興陽館 810.4-ｻ ♢教養が身につく

国語のおさらい 越智/奈津‖著　現自由国民社 810-ｵ ♢わくわくしながら復習

古典のおさらい 真野/真‖著　現代自由国民社 810-ﾏ ♢原文にチャレンジ！

漢字のおさらい 吉田/誠夫‖著　現自由国民社 811.2-ﾖ ♢まずは文字の起源から

四字熟語のおさらい 土井/里香‖著　現自由国民社 814.4-ﾄ ♢覚えて使おう！

敬語のおさらい 三ツ野/薫‖著　現自由国民社 815.8-ﾐ ♢大人のマナーとして

英語のおさらい 稲葉/剛‖著　現代自由国民社 830-ｲ ♢図と丁寧な説明あり

世界の名作おさらい 冨士本/昌恵‖著　自由国民社 902-ﾌ ♢全部読みたくなる

文学史のおさらい 川島/周子‖著　現自由国民社 910.2-ｶ ♢今流行りです

日本の名作おさらい 中嶋/毅史‖著　勝 　自由国民社 910.2-ﾅ ♢内容も分かる

たぶん、出会わなければよかった噓つきな君に 栗俣/力也‖原案　祥伝社 B-913.6-ｸ 生徒お薦め本

リアルフェイス 知念/実希人‖著 実業之日本社 B-913.6-ﾁ 生徒お薦め本

君がいる時はいつも雨 山田/悠介‖著 文芸社 B-913.6-ﾔ 生徒お薦め本

京都ひろいよみ　vol.1・2　京都新聞ダイジェスト 京都新聞社‖編 京都新聞出版センQ-291.6-ｷ-1♢京都通になれる

＊貸出中の時は予約をしてください。
♢公共財団法人　河本文教福祉振興会より寄贈　○その他寄贈
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