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平成 31年 2月 28日（木）発行    堅田高等学校図書館 

3年生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。３年間の読書記録を希望する人は、図

書館まで申し出てください。1・2年生の皆さんは、３月４日（月）から春休みの特別貸出

が始まりますので、ぜひ図書館に来てください。 

 

♦堅田児童館でおはなし会を開催しました。                     
2月 2日（土）14：30

から、堅田児童館で図書

委員おはなし会係 5名と

生活部 1年 4名が、絵本

や紙芝居の読み聞かせや、

ゲームなどをして、地域の小学生と交流しました。詳しくは、堅田高校ＨＰを見てください。

（写真左：紙芝居、右：ジェスチャーゲーム） 

♦春休みの特別貸出が始まります ！！                      
貸出期間：３月４日（月）～３月２２日（金）                    

貸出冊数：１人 20冊まで                                  

返却期間：４月８日（月）～４月１２日（金）                      

＊蔵書点検のため閉館となる期間がありますので、注意してください。 

♦蔵書点検を行います。                                   

蔵書点検期間：３月９日（金）～３月２０日（水） ☆終了次第開館します。                 

＊期間中、返却はできますが、貸出はできません。ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろし

くお願いします。図書委員毎日の仕事係の人は、当番表のとおりに来てください。 

 

１月の貸出統計 1/7~/31 

入館者数 560人  授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 170時間 
貸出冊数 2,929冊 1年 73冊 2年 81冊 3年 14冊 教職員 117冊  
授業用図書 5,644冊                         
☆１月の貸出ランキング☆                      
〔生徒〕第 1位 31冊 2-5 玉江陸久  第 2位 21冊 1-4 内山健吾   
第３位 17冊 1-5 佐久本盛陽  第 4位 14冊 1-5 水谷詩乃      
第 5位 11冊 2-4 小林友那   第 6位 10冊 1-4 永田尚己                                
〔教職員〕第１位 15冊 田中潤子 第 2位 13冊 阿武加奈子（敬称略）                           
☆ベストリーデ ィング☆                        
第１位 少女は卒業しない 朝井リョウ著 第 2位 マスカレード・ナイト 
東野圭吾著  第 3位 マスカレード・ホテル 東野圭吾著 

『デズモンド・モリスの猫の美術史』                  
デズモンド・モリス著 柏倉美穂訳       
エクスナレッジ 

                                                               
『赤ちゃんの心と体の図鑑』『子どもの心と
体の図鑑』で知られる動物行動学者の
著者は、シュルレアリズムの画家でもあり
ます。内容は、古代エジプトに始まり、中
世を経て近代、19世紀、20世紀、現
代へと西洋を中心に猫の絵を通して美術
の歴史を辿っていきます。猫だけに注目す
るため、その時代の絵の特徴がより鮮明
に見てとれます。そして、紀元前から現代
までの南アメリカの原住民が描いた猫の
章、日本を含む東洋の猫の章、風刺漫
画の猫の章、有名なバンクシーらのストリ
ート・アートの猫の章と続きます。その少な
いページの中で、動物行動学者らしく、
猫の一連の行動を鋭く観察して 1枚の
絵に描き上げた日本の画家の絵に 3 ペ
ージが割かれ、絵にまつわるエピソードが
詳細に紹介されています。全ページ美し
いカラー刷りで、A5版の小さな本ながら、
見応え、読み応えのある 1冊です。                 

今年度最終！ビブリオ・バトル開催！ 

2019 年 3 月 18 日 

時間：13：00前後                

場所：図書館（３号棟２階）     

バトラー：2-3内園冬馬 尾嵜統馬   

1-4 前田学志 永田尚己（初バトラー） 

☆見学大歓迎！有志参加者も受け付け

ています。当日参加もＯＫです。 

 

 



新着図書リスト ＊貸出中の時は予約をしてください。 ☆は今月のお薦め。
書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

ニュースがわかる高校世界史 池上/彰‖著　　　増
田/ユリヤ‖著

ポプラ社 204-ｲ ☆TVでお馴染みの２人
が近現代史を解説。

日本の裁判がわかる本　弁護士・検察
官・裁判官の仕事と役割

ベリーベスト法律
事務所‖監修　カプ

日本文芸社 327-ﾍ 図解・イラストがカラーで
見やすい。

10代からの社会学図鑑 クリス・ユール‖著
クリストファー・
ソープ‖著　ミーガ
ン・トッド‖監修
田中/真知‖訳

三省堂 361-ﾕ １８世紀末に生まれた社
会学。アイデンティティ、
社会制度、犯罪と健康、
富と発展、文化とメディ
アの５つの章立ての入
門書。

自衛隊防災BOOK　自衛隊OFFICIAL
LIFE HACK CHANNEL　100
TECHNIQUES

マガジンハウス‖編
集

マガジンハウ
ス

369.3-ﾏ 危機管理のプロに学ぶ
災害時のノウハウ。私た
ちが日頃から心がけて
おくことは？

世界で一番美しい化学反応図鑑 セオドア・グレイ‖
著　ニック・マン‖
写真　若林/文高‖
監修　武井/摩利‖
訳

創元社 431.3-ｸ ☆『世界で一番美しい元
素図鑑』『世界で一番美
しい分子図鑑』に次ぐ３
冊目で、シリーズ完成で
す。

救急救命士になるには 益田/美樹‖著 ぺりかん社 498.1-ﾏ 進路

旅するパティシエの世界のおやつ 鈴木/文‖著 ワニ・プラス 596.6-ｽ １年間旅して見つけた世
界の郷土菓子。

デズモンド・モリスの猫の美術史 デズモンド・モリ
ス‖著　柏倉/美穂‖
訳

エクスナレッ
ジ

702-ﾓ ☆動物学者で画家の著
者が古今東西の猫の絵
を一冊の本に。

文豪ストレイドッグス　16 朝霧/カフカ‖原作　KADOKAWA 726.1-ｱ 続刊入りました。

画力デッサン人体と女の子 黒坂/圭太‖著 グラフィック
社

726.1-ｸ 美術部＆美術選択生は
ぜひどうぞ。

あさひなぐ　25～58 こざき/亜衣‖著 小学館 726.1-ｺ 続刊入りました。

コウノドリ　25 鈴ノ木/ユウ‖著 講談社 726.1-ｽ 続刊入りました。

キングダム　52・53 原/泰久‖著 集英社 726.1-ﾊ 続刊入りました。

前置詞キャラ図鑑　核心のイメージがわ
かる!

関/正生‖著 新星出版社 835.6-ｾ キャラ図鑑は人気シリー
ズ。

絵でわかる英文法イメージハンドブック 波瀬/篤雄‖絵と文 学研プラス 835-ﾅ 難しい文法もイメージな
ら分かる？

フーガはユーガ　TWINS TELEPORT
TALE

伊坂/幸太郎‖著 実業之日本社 913.6-ｲ 話題の新作。生徒リクエ
スト

木島日記もどき開口 大塚/英志‖著 KADOKAWA 913.6-ｵ 生徒リクエスト

海近旅館 柏井/壽‖著 小学館 913.6-ｶ のんびり旅気分で。

マカロンはマカロン 近藤/史恵‖著 東京創元社 913.6-ｺ 生徒リクエスト

魔力の胎動 東野/圭吾‖著 KADOKAWA 913.6-ﾋ
沈黙のパレード 東野/圭吾‖著 文藝春秋 913.6-ﾋ
熱帯 森見/登美彦‖著 文藝春秋 913.6-ﾓ ☆著者渾身の最新刊。

日日是好日　「お茶」が教えてくれた15
のしあわせ

森下/典子‖著 新潮社 B-791.0-ﾓ エッセイ。著者と一緒に
お点前しましょう。

ダンジョンに出会いを求めるのは間違ってい
るだろうか　8～13

大森/藤ノ‖著 SBクリエイ
ティブ

B-913.6-ｵ 生徒リクエスト続刊

ほんとうの花を見せにきた 桜庭/一樹‖著 文藝春秋 B-913.6-ｻ 生徒リクエスト

クドリャフカの順番　Welcome to
KANYA FESTA!

米澤/穂信‖[著] KADOKAWA B-913.6-ﾖ

遠まわりする雛 米澤/穂信‖[著] KADOKAWA B-913.6-ﾖ
ふたりの距離の概算 米澤/穂信‖[著] 角川書店 B-913.6-ﾖ
学ぶということ 内田/樹‖著　岩井/

克人‖著　斎藤/環‖
著　湯浅/誠‖著
美馬/達哉‖著　鹿

　

筑摩書房 K-002-ｳ ☆これからの不透明な
社会を生き抜くための考
え方を指南してくれる
本。

ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞を
とる方法　楽しい実験つき

バリー・マーシャ
ル‖著　かとう/り
つこ‖訳

WAVE出版 K-407-ﾏ タイム・マシンに乗って、
受賞者を訪ねるという設
定の読み物。

感情ことば選び辞典 学研プラス R-813.5-ｶ 生徒リクエスト

生徒リクエスト。『氷菓』
シリーズ

読み出したらやめられな
い。
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