
図書館だより 

令和４年７月 15日（金）発行 堅田高等学校図書館 

雁翔祭も終わりいよいよ待望の夏休みですね。長い休みは読書に最適。図書館では新

潮文庫の「高校生に読んでほしい本 50冊」や集英社文庫の「ナツイチ」から「高校生に読

まれている本」などを多数入れました。この機会にぜひ借りて読んでみてください。新着図書は

随時入っていますのでライブファインダークラウドも利用して最新情報をチェックしてください。 

■堅田高校図書館の蔵書をスマホや PCから検索、予約もできます！

左の QR コードを読み取るか、または以下の URL 

http://www.lib-finder.net/finder85/ 

にアクセスしてください（パスワード******）。 

蔵書検索の他、新着図書や貸出ランキング、予約ランキ

ング、開館スケジュールや図書館からのお知らせなどを見る

ことができます。さらに４月に配布した個人ＩＤとパスワードでログインすると、自分の貸出

状況を見ることができます。また予約もできます。不明な点は図書館まで訊ねてください。 

■雁翔祭：図書委員会企画「図書室ミステリー」、大好評‼

７月５日（火）文化祭で、図書委員は

「図書室ミステリー」という企画に取り組みまし

た。雁翔祭のスローガンをもじって「ガンガンナゾ

を解く」ということで、参加者はさまざまなミステリ

ー小説に出てくるトリック、事件の解決に挑戦し

ました。事件は全部で８件。くじを引いて個人

や団体で謎に挑みました。リピーターも何人（何組）かいて、大盛況のうちに終えることが

できました。たくさんのご来場ありがとうございました。事件の真相を知りたい人は図書室の

カウンターに本を置いていますのですっきりしにきてください。

６月の貸出統計 ６/1～６/30 

入館者数 654人   授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 69時間
貸出冊数 1,640冊  1 年 4冊 2年 21冊 3 年 30冊  
教職員 59冊   授業用図書 1,522冊   
☆ベストリーダー☆＜生徒＞第 1位 15冊 3-5 近藤優輝     第 2位 6冊 
2-5 中川愛結      第３位 2-4 赤澤一颯
＜教職員＞ 第 1位 10冊 大辻浩之 第２位 ８冊 浅野依子 ＊敬称略

今月のイチオシ 

壁とともに生きる 

ヤマザキマリ著

ＮＨＫ出版新書  NDC910.2 

著者はイタリア留学中に安部公房の『砂

の女』を須賀敦子訳のイタリア語で読み、そ

の不条理な作品世界の虜になりました。本

書ではお気に入りの安部作品を読み解きな

がら安部公房自身を語ります。コロナやウク

ライナ戦争が他人事でない私たちに何かしら

ヒントを与えてくれそうです。

夏休みの特別貸出と開館日時 

2022 年 7 月 8 日 

貸出期間：8月 23日（火）まで  

貸出冊数：1人 20冊まで  

返却期限：9月２日（金） 

開館日：7/21（木）  

7/25（月）7/27（水） 7/28（木） 

8/1（月）8/2（火）8/4（木）  

8/8（月）8/9（火）  

8/22（月）8/23（火）8/24（水）

8/29（月）8/30（火）8/31（水）  

開館時間：8:45～17:00  

＊臨時に閉館することもあります。 

お知らせ 

 堅田児童館おはなし会

日時：７月２６日（火） 11：00

～12：00

場所：堅田児童館

参加者：1-6 竹村梁太郎

2-1 湯川琴萌 ☆彡見学歓迎

 「科学新聞」コーナーを設置

1年夏休み課題関連図書をブラウジ



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

日本史サイエンス　[1]　蒙古襲来、秀吉
の大返し、戦艦大和の謎に迫る

播田/安弘‖著 講談社 210.0-ﾊ-1

日本史サイエンス　2　邪馬台国、秀吉の朝
鮮出兵、日本海海戦の謎を解く

播田/安弘‖著 講談社 210.0-ﾊ-2

図解超早わかり18歳成人と法律 南部/義典‖著 シーアンドアール研究所 324.1-ﾅ 必読
図解眠れなくなるほど面白い経済とお金の話 神樹/兵輔‖著 日本文芸社 330-ｶ 教科リクエスト

図解眠れなくなるほど面白い社会心理学 亀田/達也‖監修 日本文芸社 361.4-ｶ 教科リクエスト

科学のトリセツ 元村/有希子‖著 毎日新聞出版 404-ﾓ 苦手な人にお薦め
ビーカーくんとそのなかまたち　この形には
ワケがある!ゆかいな実験器具図鑑

うえたに夫婦‖

著
誠文堂新光社 407-ｳ 島中先生推薦図書

1-6学級文庫

図解眠れなくなるほど面白いストレスの話 ゆうき/ゆう‖監修 日本文芸社 493.4-ﾕ 教科リクエスト

図解眠れなくなるほど面白い自律神経の話 小林/弘幸‖著 日本文芸社 498.3-ｺ 教科リクエスト
図解眠れなくなるほど面白い睡眠の話 西野/精治‖監修 日本文芸社 498.3-ﾆ 教科リクエスト

おいしい子育て 平野/レミ‖著　和田/誠‖絵 ポプラ社 596-ﾋ 教職員リクエスト

繭、纏う　2 原/百合子‖著 KADOKAWA 726.1-ﾊ-2 生徒リクエスト

図説英国ティーカップの歴史　紅茶でよ
みとくイギリス史

Cha Tea紅茶教
室‖著

河出書房新社 751.3-ﾁ 歴史を学びながら日々の
暮らしに潤いを。

サッカー守備解剖図鑑　プロでも知らない守
り方の原則とボールを奪う技術

岩政/大樹‖著 エクスナレッジ 783.4-ｲ

サッカー止める蹴る解剖図鑑 風間/八宏‖著 エクスナレッジ 783.4-ｶ
基礎からわかる論文の書き方 小熊/英二‖著 講談社 816.5-ｵ 高校生から社会人まで

その英語、本当にあってる?ネイティブ
ならこう答えます

Kevin's English

Room‖著
KADOKAWA 837.8-ｹ 阿武先生推薦図書

3-4学級文庫

壁とともに生きる　わたしと「安部公房」 ヤマザキ/マリ‖著 NHK出版 910.2-ﾔ ☆

幸村を討て 今村/翔吾‖著 中央公論新社 913.6-ｲ 教職員リクエスト

おしゃべりな部屋 川村/元気‖著 中央公論新社 913.6-ｶ 教職員リクエスト

はじめての 島本/理生‖著　辻村/深月‖

著　宮部/みゆき‖著　森/絵

都‖著

水鈴社 913.6-ｼ YOASOBIと作家の
コラボレーション

夏の体温 瀬尾/まいこ‖著 双葉社 913.6-ｾ 教職員リクエスト

小説8050 林/真理子‖著 新潮社 913.6-ﾊ 社会問題を扱った小説

マスカレード・ゲーム 東野/圭吾‖著 集英社 913.6-ﾋ 教職員リクエスト

夢をかなえるゾウ　0　ガネーシャと夢
を食べるバク

水野/敬也‖著 文響社 913.6-ﾐ-0 本校でも人気のガ
ネーシャの最新刊

クララとお日さま カズオ・イシグロ‖著 早川書房 933.7-ｲ AIと少女の友情
暇と退屈の倫理学 國分/功一郎‖著 新潮社 B-104-ｺ 高校生に読んでほしい50冊

また君と出会う未来のために 阿部/暁子‖著 集英社 B-913.6-ｱ 高校生に読まれている本

早朝始発の殺風景 青崎/有吾‖著 集英社 B-913.6-ｱ 高校生に読まれている本

アキラとあきら　上・下 池井戸/潤‖著 集英社 B-913.6-ｲ ナツイチ

この声が、きみに届くなら 菊川/あすか‖著 集英社 B-913.6-ｷ 高校生に読まれている本

東京藝大仏さま研究室 樹原/アンミツ‖著 集英社 B-913.6-ｷ 高校生に読まれている本

捜し物屋まやま　[1] 木原/音瀬‖著 集英社 B-913.6-ｺ-1 高校生に読まれている本

とんび 重松清 [著] 角川書店　角川グループパ

ブリッシング
B-913.6-ｼ 高校生に読んでほしい50冊

後宮の烏　[1] 白川/紺子‖著 集英社 B-913.6-ｼ-1 高校生に読まれている本

うつくしが丘の不幸の家 町田/そのこ‖著 東京創元社 B-913.6-ﾏ 家族小説５篇

コンビニ兄弟　[1]　テンダネス門司港こ
がね村店

町田/そのこ‖著 新潮社 B-913.6-ﾏ-1 坂本先生推薦図書
2-4学級文庫

龍ノ国幻想　1　神欺く皇子 三川/みり‖著 新潮社 B-913.6-ﾐ-1 高校生に読んでほしい50冊

戦争は女の顔をしていない スヴェトラーナ・

アレクシエーヴィ

チ‖[著]　三浦/みど

り‖訳

岩波書店 B-986-ｱ 教職員リクエスト　　第
二次世界大戦でソ連
軍に従軍した女性へ
のインタビュー

作家たちの17歳 千葉/俊二‖著 岩波書店 K-910.2-ﾁ 太宰、芥川、漱石など

モモ ミヒャエル・エン
デ‖作　大島/かお
り‖訳

岩波書店 K-943.7-ｴ 「時間」の意味を考
えさせてくれる永遠
のベストセラー

歴史の「通説」の謎
を船の設計者の立
場から解き明かす
試み

サッカー部員だけで
なく、サッカーがうま
くなりたい人に。
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