
 

図書館だより 
 

令和４年 2月 25日（金）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。堅田高校での読書経験を生かしてこれか

らも良い本と出会ってください。１，２年生の皆さんは新着図書もたくさん入っていますので

ぜひ借りに来てください。＊裏面のリストも見てください。 

 

♦新聞が 2紙から６紙に増えました。                        

＜既存＞毎日・京都：７カ月保存                                    

＜追加＞朝日・読売・産経・The Japan News：３カ月保存                   

☆保存期間を過ぎた新聞は、切り抜き可能です。ぜひ授業等でご活用ください。 

♦令和３年度 子どもの読書活動に関する調査結果を報告します。 

全国    滋賀県   堅田高校               

１か月間の平均読書冊数   1.6冊     1.5冊      1.9冊                                 

不読率              49.8%      44.6%       19.2%                               

（１か月間に１冊も本を読まない生徒の割合）                       

この結果からは、堅田高校の生徒は滋賀県全体や全国と比較すると、読書する生徒が

多く、よく本を読んでいることがわかります。本校図書館では授業で使用する本以外にも、

皆さんの読みたい本のリクエストを随時受け付けています。遠慮なくリクエストしてください。 

♦春休みの特別貸出が始まります ！！                      

貸出期間：３月２日（水）～３月２３日（水）                    

貸出冊数：１人３０冊まで                                  

返却期間：４月８日（金）～４月１５日（金）  

 

１月の貸出統計 1/５~/31 

入館者数 343人  授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 66時間  
貸出冊数 2,437冊 1年 25冊 2年 21冊 3年 2冊 教職員 75冊  
授業用図書 2,314冊                         
☆１月の貸出ランキング☆                      
〔生徒〕第１位 13冊 1-5 中野愛理  第２位 11冊 2-1 岸上航大   
第３位 5冊 2-5 近藤優輝 1-5 井居玲那                                
〔教職員〕第１位 14冊 辰巳智也 第２位 9冊 小林恵美子（敬称略）                           
☆ベストリーデ ィング☆                         
第１位 女王さまの夜食カフェ・きまぐれな夜食カフェ・さよならの夜食カフ
ェ 古内一絵著  第４位 ハイキュー！！ 古舘春一著              

 

☆今月の１冊☆ 

                                                                

 

 

すばらしい人体          

あなたの体をめぐる知的冒険      

山本健人著 ダイヤモンド社

NDC490.4                

本書はベストセラーにもなっている本。 

「医学を学ぶことは、途方もなく楽しい」と

語る著者は、難しい医学の話をわかりや

すく語り聞かせてくれます。「人体はよくで

きている」「人はなぜ病気になるのか」「あ

なたの知らない健康の常識」など全部で

５章から構成されていて、どこをとっても興

味深く楽しく読むことができます。「骨格の

構造」や「頭部・内臓の構造」の全身図

や読書案内もあり、医療系に進路を考え

ている人にもお薦めです。 

お知らせ 

2022 年 2 月 12 日 

♦堅田児童館でおはなし会を行いました。

図書委員参加者：1-5赤澤一颯    

小学１～３年生を対象に 『もりのかくれん

ぼう』他計３冊を読み聞かせしました。      

♦蔵書点検                 

期間：３月７日（月）～１８日（金）

☆期間中は閉館します。返却はできます。

ご迷惑をおかけしますが、ご協力よろしくお願

いします。図書委員の人には、後日当番表

を配布します。                

♦美術部作品展示             

テーマ：「名画のリメイク展」             

期 間：3月 22日（火）～５月９日

（月）     ☆ぜひ見に来てください。           

 

 



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
図鑑世界の哲学者 サイモン・ブラックバーン

‖監修　熊野/純彦‖日本語版

監修　[岩井/木綿子‖訳]

東京書籍 102.8-ﾌ 大型本

本番であがらない最高の方法がある。 篠原/広美‖監修 旺文社 141.6-ｼ ☆リラックス！

心はどこへ消えた? 東畑/開人‖著 文藝春秋 146.8-ﾄ 心理学

47都道府県・名字百科 森岡/浩‖著 丸善出版 288.1-ﾓ
決定版面白いほどよくわかる!家紋と名字 高澤/等‖家紋監修　森岡/浩

‖名字監修
西東社 288.6-ﾀ

日本列島地名の謎を解く 谷川/彰英‖著 東京書籍 291.0-ﾀ
マンガでわかるオトコの子の「性」 村瀬/幸浩‖監修　染矢/明日

香‖著　みすこそ‖マンガ
合同出版 367.9-ﾑ 読みやすい。

著作権ハンドブック　先生、勝手にコピーしちゃダメ　著作権
を制する者は授業を制す!

宮武/久佳‖著　
大塚/大‖著

東京書籍 374-ﾐ Ｑ＆Ａ形式ですぐ
わかる。

これからの新しい勉強法 吉川/厚‖監修 旺文社 376.8-ﾖ ☆

独ソ戦　絶滅戦争の惨禍 大木/毅‖著 岩波書店 391.2-ｵ ビブリオバトル👑

解きたくなる数学 佐藤/雅彦‖著　
大島/遼‖著　廣

岩波書店 410-ｻ ☆見るだけでも。

恐竜学者は止まらない!　読み解け、卵化石
ミステリー

田中/康平‖著 創元社 457.8-ﾀ 恐竜マニアの人
に。

すばらしい人体 山本/健人‖著 ダイヤモンド社 490.4-ﾔ ☆ベストセラー

最強脳　『スマホ脳』ハンセン先生の特別授業 アンデシュ・ハンセン‖著　

久山/葉子‖訳
新潮社 491.3-ﾊ ☆実践編です。

勉強が苦手な高校生・社会人が看護専門学
校・看護大学に合格する方法

松山/祐己‖著 合同フォレス
ト

492.9-ﾏ 進路

ごみ収集とまちづくり　清掃の現場から考える地方自治 藤井/誠一郎‖著 朝日新聞出版 518.5-ﾌ
コンパクトシティはどうつくる?　暮らしてみたいまちづくり 竹村/登‖著 工作舎 518.8-ﾀ

図説人新世　環境破壊と気候変動の人類史 ギスリ・パルソン‖著　長

谷川/眞理子‖監修　梅田/智
東京書籍 519-ｷ ☆大型本。

プラスチックごみ問題入門　安心して暮らせる未来のために 栗岡/理子‖著 緑風出版 519-ｸ

最近、地球が暑くてクマってます。　シロクマが教えてくれ
た温暖化時代を幸せに生き抜く方法

水野/敬也‖著　長沼/直樹‖

著　江守/正多‖監修
文響社 519-ﾐ

京都レトロモダン建物めぐり 片岡/れいこ‖著 メイツユニ 523.1-ｶ 校外学習

成しとげる力 永守/重信‖著 サンマーク出版 542.0-ﾅ ♢大学より寄贈。
火星に住むつもりです　二酸化炭素が地球を救う 村木/風海‖著 光文社 574.2-ﾑ 楽しく読める。

味・香り「こつ」の科学　おいしさを高め
る味と香りのQ&A

川崎/寛也‖著 柴田書店 596-ｶ プロの技術も知
ることができる。

シンプルな英語 中山/裕木子‖著 講談社 830-ﾅ ベストセラー

赤と青とエスキース 青山/美智子‖著 PHP研究所 913.6-ｱ 本屋大賞ノミネート

みとりねこ 有川/ひろ‖著 講談社 913.6-ｱ 動物好きの人に。

コロナ狂騒録 海堂/尊‖著 宝島社 913.6-ｶ 医療エンタメ

運転者　未来を変える過去からの使者 喜多川/泰‖[著] ディスカヴァー・トゥエ

ンティワン
913.6-ｷ 運命とは？

サード・キッチン 白尾/悠‖著 河出書房新社 913.6-ｼ 異文化交流小説

闇祓 辻村/深月‖著 KADOKAWA 913.6-ﾂ ホラー好きの人
にスイート・ホーム 原田/マハ‖著 ポプラ社 913.6-ﾊ 心温まる小説集。

きまぐれな夜食カフェ 古内/一絵‖著 中央公論新社 913.6-ﾌ
さよならの夜食カフェ 古内/一絵‖著 中央公論新社 913.6-ﾌ
女王さまの夜食カフェ 古内/一絵‖著 中央公論新社 913.6-ﾌ
オーラの発表会 綿矢/りさ‖著 集英社 913.6-ﾜ ☆楽しく読める。
うそをつく子　助けを求められなかった少女の物語 トリイ・ヘイデン‖著　入

江/真佐子‖訳
早川書房 936-ﾍ 著者久々の新刊。

読む力を鍛える 佐藤/優‖著 PHP研究所 B-002-ｻ 読書方指南書。

半分、減らす。 川野/泰周‖著 三笠書房 B-159-ｶ 生き方のヒント。
小説透明なゆりかご　上・下 沖田/×華‖原作　橘/もも‖著　

安達/奈緒子‖脚本
講談社 B-913.6-ｵ-1図書選定チーム

三軒茶屋星座館　1～4 柴崎/竜人‖[著] 講談社 B-913.6-ｼ-1生徒のオススメ

東京すみっこごはん　[1]～[5] 成田/名璃子‖著 光文社 B-913.6-ﾅ-1生徒リクエスト

地球一周!世界の国ぐに大図鑑 アンドレア・ミルズ‖著　

花田/知恵‖訳　堤/朝子‖訳　
河出書房新社 K-290-ﾐ 異文化理解に。

植物たちのフシギすぎる進化 稲垣/栄洋‖著 筑摩書房 K-471-ｲ イラスト多数。

5分後に涙のラスト エブリスタ‖編 河出書房新社 K-913.6-ｴ ５分読み切り。

高校生就職面接の受け方答え方　'23年版 成美堂出版編集部‖編著 成美堂出版 S-307.8-ｾ-2023進路

環境問題。進路の
参考に。

毎日の生活から
環境のことを考え
てみよう。

今堅田高校で人
気のシリーズ。全
４巻。

総合的な探求の
時間。　　　　　生
徒リクエスト

＊貸出中の時は予約ができます。
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