
 

図書館だより 
 

令和４年１月 21日（金）発行    堅田高等学校図書館 

１月も終盤となりました。３年生は学年末考査が終わりいよいよ卒業が見えてきました。

受験を控えている人はこれからが本番。進路が決まっている人も気を抜かず 3年間の高校

生活に有終の美を飾ってください。ところで皆さん、本を読んでいますか？新着図書も入って

いますのでぜひ借りて読んでみてください。今月は、３年生の３年間の貸し出し状況を纏め

ました。昨年度に続いて１００冊以上の人が３名いました。 

 

３年間の貸出ランキング！！ 

第１位 ２６５冊 3-4 西村香音     第２位 １５４冊 3-4 西川快刀                               

第３位 １０８冊 3-5 奥田麻南海   第４位   ７５冊 3-4 刀根佳奈美                           

第５位   ６８冊 3-5 大村真穂     第６位   ４４冊 3-1 加藤結菜                            

第７位   ３５冊  3-4  戸川碧澄     第８位   ３３冊  3-5  吉川せな                            

第９位   ３１冊 3-5 若山拓音     第１０位 ２３冊 3-1  遠田莉沙子                                          

３年間ベストリーディング！！ 

  第１位 前置詞キャラ図鑑 関正生著  第２位  薬屋のひとりごと 日向夏著  

第３位 N のために 湊かなえ著  1日１ページ 読むだけで身につく 世界の教養 

デイヴィッド・S.キダー著  第５位 いなくなれ、群青 河野裕著  リバース・ユートピ

ア・豆の上で眠る 湊かなえ著  世界の神話 沖田瑞穂著  第１１位 こころ 夏

目漱石著  カゲロウデイズ 自然の敵 P著  本を守ろうとする猫の話 夏川草介著  

蜜蜂と遠雷 恩田陸著  よもつひらさか 今邑彩著  オルタネート 加藤シゲアキ著  

 

１２月の貸出統計 12/1~/23 

入館者数 251人   授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 41時間 
貸出冊数 1,390冊  1 年 33冊 2年 41冊 3年 23冊   教職員 100冊  
授業用図書 1,193冊                         
１２月の貸出ランキング                        
☆ベストリーダー☆                         
〔生徒〕 第１位 16冊 1-5中野愛理  第２位 15冊 2-5近藤優輝     
第３位 11冊 1-5井居玲那 3-4西村香音  第５位 7冊 2-1 岸上航大 
3-1 加藤結菜                              
〔教職員〕 第１位 14冊 阿武加奈子  第２位 5冊 小林恵美子 冨澤
真由美  第４位 4冊 田中鈴夏（敬称略）                                 
☆ベストリーデ ィング☆                        
第１位 透明な螺旋 東野圭吾著 第２位 最強脳 アンデシュ・ハンセン著  
第３位 半分、減らす 川野泰周著 

☆今月のイチオシ☆                                                                    

 

 

 

 

 

常設展示室     原田マハ著      

新潮文庫      NDC913.6 

この本は、美術を題材にした小説で有名

な著者の短編小説集です。恋愛や仕

事、家族関係などに悩みを抱えながら懸

命に生きる主人公たちが偶然や運命に

翻弄されながらも力強く立ち向かっていく

姿が、ピカソやフェルメールなどの絵画を背

景に描かれています。絵画を観ながら読

んでも良いかもしれません。心が揺さぶら

れ時に深い感動を覚える１冊です。 

お知らせ 

♦１月のビブリオバトル 

日時未定。掲示板で連絡します。 

♦202２年 2月 1２日（土）           

11：00～11：30堅田児童館にて               

おはなし会   ＊見学できます。 

 

春休みの特別貸出（予告） 

貸出期間：３/2（水）～/24（木） 

＊蔵書点検期間 3/7（月）～18（金）

を除きます。                  

貸出冊数：通常７冊→20 冊      

返却期限：4/15（金）  

 



新着図書リスト ☆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!!人工知能　ディープラーニ
ング編

ニュートンプレ
ス

007.1-ｻ ☆基本的なしくみから学

べます。

よくわかる思考実験 高坂/庵行‖著 イースト・プレス 116-ｺ 有名な「囚人のジレン
マ」「シュレディンガーの
猫」など。

47都道府県 名字の秘密がわかる事典 森岡/浩‖監修 宝島社 288.1-ﾓ 総合的な探求の時間

グロリア・スタイネム グロリア・スタイネム他 あすなろ書房 289.3-ｽ

ブライアン・スティーヴンソン ブライアン・スティーヴン
ソン他

あすなろ書房 289.3-ｽ
ネルソン・マンデラ セロ・ハタン‖著　他 あすなろ書房 289.3-ﾊ

ルース・ベイダー・ギンズバーグ ジェフ・ブラックウェル他 あすなろ書房 289.3-ﾌ

グレタ・トゥーンベリ グレタ・トゥーンベリ‖

[著]
あすなろ書房 519-ﾄ

ステフィン・カリー ステフィン・カリー他 あすなろ書房 783.1-ｶ

ケニアの陽光　野生生物との共生を目指し
て　ポストコロナの海外ボランティア

中川/宏治‖著 子どもの未来社 333.8-ﾅ ♢環境問題と国際協力
に興味のある人へ。

最強に面白い!!統計 ニュートンプレス 417-ｻ 辰巳先生オススメ

滋賀県で大切にすべき野生生物　2020年版
滋賀県レッドデータブック

滋賀県生きもの総合調査委

員会‖編

滋賀県自然環境
保全課

462.1-ｼ-

2020

♢郷土資料コーナー
にあります。

京大おどろきのウイルス学講義 宮沢/孝幸‖著 PHP研究所 465.8-ﾐ 新型コロナ関連図書

最強に面白い!!食と栄養 ニュートンプレス 498.5-ｻ 生徒リクエスト

明日はきっとうまくいく 沖/昌之‖著 朝日新聞出版 645.7-ｵ AERA連載の猫の写
真集

本当はスゴイ!滋賀の文化財 滋賀県文化財保護課‖監修 サンライズ出版 709.1-ｼ ♢意外な発見あり

思い、思われ、ふり、ふられ　1 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-1 生徒リクエスト

サクラ、サク。　2 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-2 生徒リクエスト

ゴールデンカムイ　24~25 野田/サトル‖著 集英社 726.1-ﾉ シリーズ続刊

沖島の猫　木版画でつづる湖国の暮らし ひらやま/なみ‖

絵と文
サンライズ出版 733.0-ﾋ ♢滋賀の良さを改めて

知ることができます。

東京パラリンピック2020　特別報道写真集 京都新聞出版センター 780.69-ｷ
東京オリンピック2020　特別報道写真集 京都新聞出版センター 780.69-ｷ

一流アスリートがこぞって実践する最強の走り方 秋本/真吾‖著 徳間書店 780.7-ｱ

NSCA高校生のための体力トレーニングマ
ニュアル

NSCAジャパン‖編著　福永

/哲夫‖監修
ベースボール・マ

ガジン社
780.7-ｴ

ヴァイオレット・エヴァーガーデン　上・
下、外伝、エバー・アフター

暁佳奈 著 京都アニメー
ション

913.6-ｱ 図書選定チーム
アニメ原作

夜が明ける 西/加奈子‖著 新潮社 913.6-ﾆ 社会問題を扱った小説

星を掬う 町田/そのこ‖著 中央公論新社 913.6-ﾏ 傷ついた母娘の物語

子のない夫婦とネコ 群/ようこ‖著 幻冬舎 913.6-ﾑ 教職員リクエスト

月夜の森の梟 小池/真理子‖著 朝日新聞出版 914.6-ｺ 図書選定チーム

読むだけですっきりわかる日本史 後藤/武士‖著 宝島社 B-210.1-ｺ ビブリオバトル

名字の歴史学 奥富/敬之‖[著] 講談社 B-288.1-ｵ 総合的な探求の時間

知っておきたい名字と家紋 武光/誠‖著 河出書房新社 B-288.1-ﾀ 総合的な探求の時間

ドッペルゲンガーの銃 倉知/淳‖著 文藝春秋 B-913.6-ｸ 図書選定チーム

そして、バトンは渡された 瀬尾/まいこ‖著 文藝春秋 B-913.6-ｾ ベストセラー、文庫

ありえないほどうるさいオルゴール店 瀧羽/麻子‖[著] 幻冬舎 B-913.6-ﾀ 心温まる物語

残像に口紅を 筒井/康隆‖著 中央公論社 B-913.6-ﾂ 高校生に人気

常設展示室 原田/マハ‖著 新潮社 B-913.6-ﾊ ☆心に沁みる短篇集

店長がバカすぎて 早見/和真‖著 角川春樹事務所 B-913.6-ﾊ 気楽に読めます。

恋する寄生虫 三秋/縋‖[著] KADOKAWA B-913.6-ﾐ 図書選定チーム

あんなにあんなに ヨシタケ/シン
スケ‖著

ポプラ社 E-913.6-ﾖ ☆頷いて笑ったりほ
ろっときたりします。

命をつなぐ防災　1～3 舩木/伸江‖監修 偕成社 K-369.3-ﾌ ♢今や最重要課題

京都ひろいよみ　vol.7　vol.8 京都新聞社‖編 京都新聞出版センター Q-291.6-ｷ ♢新聞ダイジェスト

＊貸出中の時は予約をしてください。

♢「信念は社会を変え
た!」シリーズ
世界の未来を考える
ために10代の今読ん
でおきたい本。

♢あの熱い競技が蘇
ります。

スポーツをする人も
しない人も読んでみ
ては？
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