
 

図書館だより  
 

令和 3年 10月 22日（金）発行    堅田高等学校図書館 

少しずつ夜の時間が長くなってくる秋は「読書」に最適の季節です。勉強の合間や寝る前

に、お気に入りの 1冊を手に取って楽しいひと時を味わってみてはいかがですか。 

 
20２１第 7５回読書週間 標語：「最後の頁を閉じた 違う私がいた」 

10月 27日から 11月９日までは、全国的に「読書週間」です。

本校では、読書週間を延長し、11月を「読書推進月間」としていま

す。期間中は図書委員会が下記のイベントや展示を行います。 

＜読書推進月間の催し案内＞                                   

１．図書館の本を読んで、雑誌の付録をゲットしよう！第 2弾！！            

月刊アニメージュの付録（ポスターやクリアファイルなど）１３種類。付録は図書館入り口

横に展示します。図書館にある読書記録用紙に記入して応募してください。           

２．ビブリオバトル開催！                                   

日  時：１０月２７日（水）1６:００～1７:０0 ＊右欄参照          

日  時：１１月 日未定    1６:００～1７:０0                   

バトラー：2-3橋本颯登 他  ☆有志参加、募集中！希望者は図書館まで。                                                                                                                                                                                       

場  所：図書館                                                                    

３．展示                                             

期  間：１０月２７日（火）～１１月３０日（月）                

内  容：図書選定チームが選んだ「堅校生のための本」                 

場  所：ブラウジング・コーナー  ☆展示本は貸出可。                                        

 

９月の貸出統計 ９/1~９/30 

入館者数 630人   授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 118時間
貸出冊数 4,173冊  1年 51冊 2年 15冊 3年 14冊             
教職員 209冊  授業用図書 3,884冊                 
９月の貸出ランキング                         
＜ベストリーダー＞〔生徒〕第 1位 14冊 1-5井居玲那  第 2位 13冊 
1-5中野愛理 第 3位 8冊 1-5赤澤一颯 教職員〕第１位 73冊 大辻浩之 
第２位 35冊 阿武加奈子 第３位 15冊 辰巳智也 第 4位 8冊 下川浩
子 第５位 7冊 仁波美子（敬称略）                 
＜ベストリーディング＞〔一般〕第１位 黒い画集 松本清張著  第２位 
推し、もゆ 宇佐見りん著 第 3位 賢い子はスマホで何をしているのか  
石戸奈々子著 〔マンガ〕第１位 僕のヒーローアカデミア 堀越耕平著  
第２位 宇宙兄弟 小山宙哉著 第 3位 約束のネバーランド 白井カイウ著 

今月のイチオシ  

 

 

 

著 者  馬場 遼              
出版社  ベースボールマガジン社  
NDC   783.7                       
本書は、堅田高校卒業生野球部ＯＢ
の方が著した本です。          
現在フリーライターとして活躍している著
者が、野球部の名門広島商業の監督や
選手を取材し、あの江川卓がいた作新
学院を選抜で破り、夏の甲子園で日本
一に輝いた当時のチームについて再検証
をしています。              
「勝負に勝つために必要な組織づくりや戦
術、精神力など（中略）現代の高校野
球に通用する部分も多くあるのではない
だろうか」と著者は書いています。野球部
以外の人にも参考になりそうです。ぜひ読
んでみてください。  

１０月の他の図書館行事 

2021 年 10 月 27 日 

第３回ビブリオバトル                

時間：16:00～17:00                   

場所：図書館                

バトラー：3-5若山拓音 3-4西川快刀

（共に有志）他 ＊有志参加も歓迎！ 

 

お知らせ 

 もうすぐ図書館蔵書システム「ライブファ
インダークラウド」をとおして、滋賀県の
学校図書館の横断検索が可能になり
ます。相互貸借もよりスムーズになりま
す。ご期待ください。 

 



新着図書リスト ＊貸出中の時は予約をしてください。 ☆お薦め　♢寄贈

書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

最強に面白い!!哲学 ニュートンプ
レス

100-ｻ 科学の目から見た
哲学入門書

一冊でわかるインド史 水島/司‖監修 河出書房新社 225-ﾐ ☆最新情報

滋賀のトリセツ 昭文社 291.6-ｼ ☆郷土の理解に

笑顔をありがとう　写真でつづる森のお家
と仲間たちの成長　家族と暮らす医療的ケ
アの必要な子どもたち

國森/康弘‖写真 道 369.4-ｸ ♢社会福祉、医療
分野に進みたい人
に。

ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブ
ルー　2　The Real British Secondary
School Days

ブレイディみかこ‖著 新潮社 376.3-ﾌ-2 ベストセラーの完
結編

大学の学科図鑑 石渡/嶺司‖著　こきり/みき‖
イラスト　むらいっち‖イラ

スト

SBクリエイ
ティブ

376.8-ｲ 進路。学費や資
格、就職先がひと
目でわかる。

図説英国紅茶の歴史 Cha Tea紅茶教室‖著 河出書房新社 383.8-ﾁ 17世紀から現代。

図説英国の住宅　住まいに見るイギリス人
のライフスタイル

山田/佳世子‖著　Cha
Tea紅茶教室‖著

河出書房新社 527-ﾔ 建築に興味のある
人に。

マンガでわかる楽しい草取り 西尾/剛‖著　坂木/浩子‖イラ

スト
誠文堂新光社 615.6-ﾆ 面倒な草取りもこ

れで楽しく。

ヤマトグループ100年史 ヤマトホールディングス株式会社‖編
集

ヤマトホールディングス 685.9-ﾔ ♢
サクラ、サク。　1 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-1 図書選定チーム

あひるの空　43～50 日向/武史‖著 講談社 726.1-ﾋ 続刊

怪獣8号　1 松本/直也‖著 集英社 726.1-ﾏ-1 図書選定チーム

棒人間図解大全　仕事に使える! MICANO‖著 自由国民社 726.5-ﾐ ☆描いてみよう。

スポーツする人の栄養・食事学 樋口/満‖著 集英社 780.1-ﾋ 進路や部活動に。

プロの選手だけに教えてきたバッティング
ドリル100

内田/順三‖著 KADOKAWA 783.7-ｳ 部活動に。

1973年広島商業　精神野球の神髄 馬場/遼‖著 ベースボール・

マガジン社
783.7-ﾊ ☆本校卒業生が著

した本。

考えて、考えて、考える 丹羽/宇一郎‖著　藤井/
聡太‖著

講談社 796.0-ﾆ ☆藤井聡太の強さ
の秘密がここに。

「俳句」と日本語の夢　世界(47カ国・地
域)の日本語学習者102人の　応募総数4013
人から9022句、3歳から78歳まで

大森/和夫‖編著　大森/弘国際交流研究
所

911.3-ｵ ♢日本文化を知っ
てもらうためのコン
クール入選作品集

六人の噓つきな大学生 浅倉/秋成‖著 KADOKAWA 913.6-ｱ 教職員リクエスト

透明な螺旋 東野/圭吾‖著 文藝春秋 913.6-ﾋ 教職員リクエスト

もしも徳川家康が総理大臣になったら　ビジ眞邊/明人‖著 サンマーク出版 913.6-ﾏ 教職員オススメ

「作家」と「魔女」の集まっちゃった思い
出

角野/栄子‖著 KADOKAWA 914.6-ｶ 『魔女の宅急便』の著
者のエッセイ。

九十八歳。戦いやまず日は暮れず 佐藤/愛子‖著 小学館 914.6-ｻ ベストセラー

ポムポムプリンの『パンセ』　信じる勇気
が生まれる秘訣

朝日文庫編集部‖編 朝日新聞出版 B-135.2-ｱ 高橋先生がビブリオ
バトルで紹介。

新編教えるということ 大村/はま‖著 筑摩書房 B-370.4-ｵ 教師を目指す人に。

学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方 サンキュータツオ‖[著] KADOKAWA B-813.1-ｻ 筧先生オススメ

さよならは仮のことば　谷川俊太郎詩集 谷川/俊太郎‖著 新潮社 B-911.5-ﾀ ☆

1日10分のぜいたく　NHK国際放送が選ん
だ日本の名作

あさの/あつこ‖著　いし
い/しんじ‖著　小川/糸‖
著　小池/真理子‖著　沢

双葉社 B-913.6-ｱ

1日10分のごほうび　NHK国際放送が選ん
だ日本の名作

赤川/次郎‖著　江國/香
織‖著　角田/光代‖著

双葉社 B-913.6-ｱ

桜のような僕の恋人 宇山/佳佑‖著 集英社 B-913.6-ｳ 号泣本

久遠の檻 知念/実希人‖著 新潮社 B-913.6-ﾁ 人気シリーズ

竜とそばかすの姫 細田/守‖[著] KADOKAWA B-913.6-ﾎ アニメ原作

みんな自分らしくいるためのはじめての
LGBT

遠藤/まめた‖著 筑摩書房 K-367.9-ｴ 人権は誰にとって
も大切なこと。

問う方法・考える方法　「探究型の学習」
のために

河野/哲也‖著 筑摩書房 K-375-ｺ 探求学習や進路対
策に。

建築家になりたい君へ 隈/研吾‖著 河出書房新社 K-520.7-ｸ 進路

理容師・美容師の一日 WILLこども知育研究所‖編著 保育社 K-595.0-ｳ 進路

☆10分あれば読み
切れる、読んでよ
かったと思える本。
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