
 

図書館だより 
 

令和３年 11月 2６日（金）発行    堅田高等学校図書館 

11月の読書推進月間はいかがでしたか。今回は、その読書推進月間の取り組みから、

11月 18日に図書館で開催した「ビブリオバトル大会」について報告します。今年度は、校

長先生と阿武加奈子先生にバトラーとして参加いただきました。「密」にならず多すぎない参

加人数の中で大いに盛り上がりを見せた今回のビブリオバトル大会。１、２年生の皆さんも

参加してみませんか。まずは見学だけでも来てください。 

 

📚「ビブリオバトル大会」を

開催しました📚 

詳細は堅田高校ＨＰを見

てください。 

 

↑左：3-4濵﨑大吾さん    『カゲロウデイズ』  じん（自然の敵Ｐ）著        

↑中：3-5若山拓音さん    『読むだけですっきりわかる日本史』  後藤武士著           

↑右：校長先生          『独ソ戦』  大木毅 👑チャンプ本👑 

↓左：3-4西川快刀さん    『キャロリング』  有川浩著                 

↓中：3-1遠田莉沙子さん  『ドグラ・マグラ』  夢野久作著              

↓右：阿武加奈子先生    『自転しながら公転する』  山本文緒著 

 

１０月の貸出統計 10/１~/30   ＊図書館前に掲示します。 

 

☆今月のイチオシ☆                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

名経営者と天才棋士の対談集。一見

別世界の二人が 63歳という年齢差を

超えて、「考える」ことの意義を説きます。

「読書の効用」についても語られていて、

様々な本を読むことで深く物事を考える

力がゆっくりと育っていくと話されています。 

第 4回ビブリオバトル☆見学大歓迎☆ 

2021 年 12 月 22 日 

場  所：図書館                

時  間：放課後                 

バトラー：3-1加藤結菜 遠田莉沙子 

3-4濵﨑大吾 3-5若山拓音         

2-3橋本颯登                           

 

お知らせ 

 堅田児童館おはなし会        

1２月 1８日（土）1１：00    

場所：堅田児童館             

参加者：図書委員おはなし会係  

1-2成田拓矢  福田望桜     

1-5赤澤一颯  天川虹 

 

 

 

 

 

 

考えて、考えて、考える 

丹羽宇一郎、藤井聡太著  

KADOKAWA NDC 796.0 

 



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

書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

最強に面白い!!人工知能　仕事編 ニュートンプレス 007.1-ｻ AIの仕事を知る。

デジタル・ファシズム　日本の資産と主権
が消える

堤/未果‖著 NHK出版 007.3-ﾂ 注目本。デジタル
化の裏側。

マンガでわかる高校生からのお金の教科書 小柳/順治‖原作　漫画工房樹

本村塾‖画　十屋/つぐみ‖画
河出書房新社 330-ｺ 家庭科で学ぶ金融

教育の予習に。

子どもが育つ魔法の言葉　世界中の親が共
感した子育ての知恵100

ドロシー・ロー・ノルト‖著　

レイチャル・ハリス‖著　石

井/千春‖訳

PHP研究所 379.9-ﾉ 進路。幼児教育を
目指す人に。

ニッポン制服百年史　女学生服がポップカ
ルチャーになった!

内田/静枝‖編著　
森/伸之‖監修

河出書房新社 383.1-ｳ 制服の転換点は
昭和の末だった。

星野ルネのワンダフル・ワールド・ワーズ! 星野/ルネ‖著 集英社 388.8-ﾎ ☆世界の諺

最新宇宙大図鑑220　宇宙のことがよくわか
る最新重要キーワード220

ニュートンプレ
ス

440-ｻ カラー図版多数で
見やすい。

月のきほん　ゆかいなイラストですっきりわかる　ウサギ
の模様はなぜ見える?満ち欠けの仕組みは?素朴な疑問か
らわかる月の話

白尾/元理‖著 誠文堂新光社 446-ｼ 中学・高校ではも
う習わない月につ
いて復習できる。

最強に面白い!!人体 ニュートンプレス 491.3-ｻ 超図解シリーズ

たいせつな家族を感染症から守る本 生田/和良‖著 講談社 493.8-ｲ 保健の授業にも。

新型コロナワクチン本当の「真実」 宮坂/昌之‖著 講談社 493.8-ﾐ 知っておこう。

女子高生制服路上観察 佐野/勝彦‖著 光文社 589.2-ｻ 真面目な本です。

MELODY 今井/麗‖著 パルコエンタテインメント

事業部
723.1-ｲ 教職員リクエスト

Dr.STONE　20～22 稲垣/理一郎‖原作　
Boichi‖作画

集英社 726.1-ｲ シリーズ続刊

ゴールデンカムイ　23・26・27 野田/サトル‖著 集英社 726.1-ﾉ シリーズ続刊

キングダム　61・62 原/泰久‖著 集英社 726.1-ﾊ シリーズ続刊

あひるの空　40～42 日向/武史‖著 講談社 726.1-ﾋ シリーズ続刊

プリニウス　11 ヤマザキ/マリ‖著　とり/みき‖

著
新潮社 726.1-ﾔ シリーズ続刊

「関節力」トレーニング　運動パフォーマ
ンス劇的アップ&故障予防　世界基準の体を
作る!

牧野/講平‖著　ウ
イダートレーニン
グラボ‖監修

講談社 780.7-ﾏ 著者は浅田真央
選手の専属トレー
ナーだった人。

「分かりやすい表現」の技術　意図を正し
く伝えるための16のルール

藤沢/晃治‖著 講談社 816-ﾌ あらゆる分野で役
立つノウハウ本。

英語の教養　英米の文化と背景がわかるビ
ジュアル英語博物誌

大井/光隆‖著 ベレ出版 830.1-ｵ パラパラめくって
楽しむ。

もどかしいほど静かなオルゴール店 瀧羽/麻子‖著 幻冬舎 913.6-ﾀ シリーズもの。

無垢の歌 ウィリアム・ブレイク‖

著　池澤/春菜‖訳　池澤/

夏樹‖訳

毎日新聞出版 931.6-ﾌ 言葉の音と文字を
味わって読む。

考える力がつく本　本、新聞、ネットの読
み方、情報整理の「超」入門

池上/彰‖著 小学館 B-002.7-ｲ 今すぐ実践して頭
を鍛えよう。

世界の神話入門 呉/茂一‖[著] 講談社 B-164-ｸ ☆人間の本質とは？

辞書になった男　ケンボー先生と山田先生 佐々木/健一‖著 文藝春秋 B-813.1-ｻ 筧先生オススメ本

君は永遠にそいつらより若い 津村/記久子‖著 筑摩書房 B-913.6-ﾂ 著者の原点

三千円の使いかた 原田/ひ香‖著 中央公論新社 B-913.6-ﾊ ☆話題本

甘美なる誘拐 平居/紀一‖著 宝島社 B-913.6-ﾋ 図書選定チーム

時給三〇〇円の死神 藤まる‖著 双葉社 B-913.6-ﾌ チャンプ本👑

俺俺 星野/智幸‖著 新潮社 B-913.6-ﾎ 生徒リクエスト

未来 湊/かなえ‖著 双葉社 B-913.6-ﾐ 不動の人気作家

田村のやさしく語る小論文　「作文」から
「小論文」まで

田村秀行 代々木ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ G-816.5-ﾀ 進路　　　　　　　　
生徒リクエスト

大人も知らない?ふしぎ現象事典 「ふしぎ現象」研究会‖

編　ヨシタケ/シンスケ‖

イラスト

マイクロマガジ
ン社

K-049-ﾌ ☆楽しく読める雑
学本

ココ・シャネル　20世紀ファッションの創造者　ファッショ

ンデザイナー<フランス>　1883-1971

筑摩書房編集部‖

著
筑摩書房 K-289.3-ﾁ 英語の授業で興味

を持った人に。

16歳からの相対性理論　アインシュタインに挑
む夏休み

佐宮/圭‖著　松浦
/壮‖監修

筑摩書房 K-421.2-ｻ 小説仕立てで読
める気になる。
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