
 

図書館だより 
 

令和４年９月 14 日（水）発行    堅田高等学校図書館 

虫の声に秋の気配を感じる季節となりました。夜の時間が長く過ごしやすい秋は、読書に

最適です。図書館では、高校生によく読まれている文庫本を中心に新しい本を多数入れま

した。勉強や部活の合間に日常から離れて本の世界に浸ってみてはいかがでしょうか。 

 

１．９月の展示：「防災特集～地震・豪雨災害・台風に備えよう～」 

近年日本のあちこちを襲う豪雨災害。滋賀県も例外ではありません。今回の展示では、

天気や気象に関する図書の他、基本的な防災の知識や被災した時の具体的な対策な

どを写真やイラスト付きで分かりやすく解説した図書や、災害にあった時の人間の心理や

行動に関する図書などを集めました。 この機会に身近になった災害について考えてみませ

んか。展示してある図書は貸出可能です。 

 

７～８月の貸出統計 ７/1~8/31 

入館者数 2,248人   授業等利用時間数（集団読書利用を含む） 12時間 
貸出冊数  819冊   1年 29冊  2年 62冊  3年 55冊    
教職員   298冊   授業用図書  374冊     他校  1冊 

７～８月のランキング                       
☆ベストリーダー☆ 〔生徒〕第 1 位 20 冊 2-5 井居玲那  第 2 位 
15 冊 3-3 岸上航大  第 3 位 8 冊 2-1 坂下遥香 2-5 中野愛理     
〔教職員〕第１位 78 冊 日浦桃子  第 2 位 45 冊 浅野依子   
第 3 位 39 冊 上原徹  第４位 25 冊 阿武加奈子        
第５位 23 冊 藤本倫子 ＊敬称略                 
☆ベストリーディング☆  第 1 位 こころ 夏目漱石著    第２位 
うつくしが丘の不幸の家 町田そのこ著  小説８０５０ 林真理子著  
おしゃべりな部屋 川村元気著  おいしいごはんが食べられますように   
高瀬隼子著  

                         

 

 

 

 

 

 

著者のさくらももこさんは故人ですが、アニ

メ『ちびまる子ちゃん』はもとより『もものかんづ

め』など、軽くて読みやすい数々のエッセイは

今も不動の人気です。           

本書は、雑誌『non-no』に依頼されて著

者が夫や父親と共に 1996 年の半年間、

世界中を旅した旅行記です。すでに世界各

国を訪れていたさくらさんは、ヨーロッパはスペ

イン・イタリア・パリ・オランダ、アメリカは西海

岸とハワイ、そして東南アジアではバリ島へ。

最初のページには、漫画家らしく「旅に出る

前のキモチの地図」があり「ハワイってホントに

そんなにいいのかな」などとコメントしてありま

す。実際の旅は読んでのお楽しみということ

で、まだまだ気軽に海外旅行とはいかない

今日この頃。せめて本を読んで旅行気分を

味わってみてはいかかでしょうか。 

 

お知らせ 

 堅田高校図書館蔵書検索は、

http://lib-finder.net/finder85  

PW:****** まで。          

スマホや PC から調べられます。 

 読書週間と読書推進月間        

期 間：10/27～11/30          

☆図書委員会でイベントを企画中で

す。お楽しみに！  

 

  

防災の教科書  

西野弘章著   

扶桑社 NDC369.3 

 

気象・天気のしくみ 

新星出版社編集部編 

新星出版社 NDC451 

新・人は皆「自分だけは死なな

い」と思っている。      

山村武彦著          

宝島社 NDC369.3 

ももこの          

世界あっちこっちめぐり        

さくらももこ著                     

集英社文庫 NDC290.9 

 

http://lib-finder.net/finder85


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

10分で名著 古市/憲寿‖著 講談社 019.9-ﾌ ☆挑戦してみよう。

もらえる!借りる!奨学金の完全活用ガイド
2022　読んで得する知って納得127のQ&A

久米/忠史‖著
福井/剛司‖著

合同出版 373.4-ｸ 最新版
知っておこう。

ヒトラーの脱走兵　裏切りか抵抗か、ドイツ最後のタブー 對馬/達雄‖著 中央公論新社 393.3-ﾂ 教職員リクエスト

琵琶湖の科学　2022　GISと写真測量を活用し
た環境保全

琵琶湖環境科学研
究センターブック
レット編集委員会

滋賀県琵琶湖環境科

学研究センター

452.9-ｱ ♢郷土資料コー
ナー

EVと自動運転　クルマをどう変えるか 鶴原/吉郎‖著 岩波書店 537-ﾂ 社会はどう変わる？

ハイキュー!!　14　根性無しの戦い 古舘/春一‖著 集英社 726.1-ﾌ シリーズ続刊

声優になるには 山本/健翔‖著 ぺりかん社 771.7-ﾔ 進路

六法推理 五十嵐/律人‖著 KADOKAWA 913.6-ｲ 論理ミステリー

おいしいごはんが食べられますように 高瀬/隼子‖著 講談社 913.6-ﾀ 芥川賞受賞作

世界が青くなったら 武田/綾乃‖著 文藝春秋 913.6-ﾀ 恋愛ファンタジー

人生百年の教養 亀山/郁夫‖著 講談社 914.6-ｶ ☆若い人にも。

もういちど、あなたと食べたい 筒井/ともみ‖著 新潮社 914.6-ﾂ 教職員リクエスト

「日本の伝統」の正体 藤井/青銅‖著 新潮社 B-031.4-ﾌ 意外な事実あり。

残酷な王と悲しみの王妃　[1] 中野/京子‖著 集英社 B-288.4-ﾅ 世界史のエピソード

ももこの世界あっちこっちめぐり さくら/ももこ‖著 集英社 B-290.9-ｻ ☆まる子ファンに。

これが「日本の民主主義」! 池上/彰‖著 集英社 B-312.1-ｲ ☆分かりやすい。

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

ブレイディみかこ
‖著

新潮社 B-376.3-ﾌ ☆２巻も出て人気
再燃。

謎のアジア納豆　そして帰ってきた<日本納豆> 高野/秀行‖著 新潮社 B-383.8-ﾀ 世界の文化を知る。

受験脳の作り方　脳科学で考える効率的学習法 池谷／裕二∥著 新潮社 B-491.3-ｲ ☆本校の人気図書

どこよりも遠い場所にいる君へ 阿部/暁子‖著 集英社 B-913.6-ｱ 恋愛小説

今夜、もし僕が死ななければ 浅原/ナオト‖著 新潮社 B-913.6-ｱ 恋愛小説

この恋は、とどかない いぬじゅん‖著 集英社 B-913.6-ｲ 恋愛ファンタジー

八本目の槍 今村/翔吾‖著 新潮社 B-913.6-ｲ 時代小説

この恋は世界でいちばん美しい雨 宇山/佳佑‖著 集英社 B-913.6-ｳ 恋愛ファンタジー

青矢先輩と私の探偵部活動 喜多/喜久‖著 集英社 B-913.6-ｷ 学園小説

バスケの神様　揉めない部活のはじめ方 木崎/菜菜恵‖著 集英社 B-913.6-ｷ 部活応援小説

天井裏からどうぞよろしく　1 くる/ひなた‖[著] アルファポリス B-913.6-ｸ 生徒リクエスト

捜し物屋まやま　2 木原/音瀬‖著 集英社 B-913.6-ｺ シリーズ続刊

アオハルの空と、ひとりぼっちの私たち 櫻/いいよ‖著 集英社 B-913.6-ｻ 青春小説

思い出とひきかえに、君を 柴野/理奈子‖著 集英社 B-913.6-ｼ 恋愛小説

短編少年 集英社文庫編集部‖編　朝

井/リョウ‖著　あさの/あ
集英社 B-913.6-ｼ 人気作家の短編集

駐車場のねこ 嶋津/輝‖著 文藝春秋 B-913.6-ｼ 教職員リクエスト

冬の朝、そっと担任を突き落とす 白河/三兎‖著 新潮社 B-913.6-ｼ 学園ミステリ

か「」く「」し「」ご「」と「 住野/よる‖著 新潮社 B-913.6-ｽ 人気小説

雲は湧き、光あふれて 須賀/しのぶ‖著 集英社 B-913.6-ｽ 野球小説

おしまいのデート 瀬尾/まいこ‖著 集英社 B-913.6-ｾ 切ない短編集

TAS特別師弟捜査員 中山/七里‖著 集英社 B-913.6-ﾅ エンタメミステリ

旅屋おかえり 原田/マハ‖著 集英社 B-913.6-ﾊ 泣ける小説

キネマトグラフィカ 古内/一絵‖著 東京創元社 B-913.6-ﾌ 映画ファンに

カモフラージュ 松井/玲奈‖著 集英社 B-913.6-ﾏ 不思議な？小説

ミッキーマウスの憂鬱 松岡/圭祐‖著 新潮社 B-913.6-ﾏ お仕事小説

ビブリア古書堂の事件手帖　[2]-3　扉子と虚ろな夢 三上/延‖[著] KADOKAWA B-913.6-ﾐ シリーズ続刊

本と鍵の季節 米澤/穂信‖著 集英社 B-913.6-ﾖ 学園ミステリ

車輪の下 ヘッセ‖[著]　高 新潮社 B-943.7-ﾍ 青春小説の定番

ランボー詩集　対訳 ランボー‖[著]　中地

/義和‖編
岩波書店 B-951.6-ﾗ ビブリオバトルで紹介

星の王子さま サン=テグジュペリ‖[著] 新潮社 B-953.7-ｻ 本校の人気図書

キムタツの大学入試英語リスニング合格の法
則　基礎編　14日完成!

木村/達哉‖監
修・執筆

アルク G-831.1-ｷ ♢英検対策に。

キムタツの大学入試英語リスニング合格の法
則　実践編　10日完成!

木村/達哉‖監
修・執筆

アルク G-831.1-ｷ ♢英検対策に。

5日で学べて一生使える!プレゼンの教科書 小川/仁志‖著 筑摩書房 K-809.2-ｵ 総探・進路に。

5日で学べて一生使える!レポート・論文の教科書 小川/仁志‖著 筑摩書房 K-816.5-ｵ 総探・進路に。

7日間完成英検準2級予想問題ドリル 旺文社 S-830.7-ｵ ♢英検対策に。

＊貸出中の時は予約をしてください。



図書館だより

令和４年 10月 19日（水）発行    堅田高等学校図書館 

いよいよ「読書の秋」の到来です。以前から読みたかった本を読んだり、また裏面の新着図

書リストを参考に様々な分野の本にチャレンジしたりしてもいいですね。ベストセラー本や話題

の本など、今回リストに載せられなかった新着図書もたくさん入っています。堅校卒業生の新

刊も寄贈いただきました。ぜひ図書館に足を運んで実際に本を手に取って見てください。 

２０２２第 7６回読書週間 標語：「この一冊に、ありがとう」 

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を行います。 

＜読書推進月間の催し案内＞  ☆彡先生方もぜひ参加をお願いします☆彡        

１．図書館ラジオ～皆さんの『私のオススメ本』を紹介します～

📖週に１回、昼休み（12：50～13：05）に放送します。📖 

①図書館のカウンターに応募用紙を設置します。 →

②図書委員が数通を選びます。

③放送する日に読み上げます。           

どしどし応募してください！ 

２．読書バトル～クラス対抗！ 

📖クラス単位で期間中に図書館で借りた本の数を競います。📖 

先生は、A副担任+学年主任の先生、B校長先生＋教頭先生+各分掌専任の先生

の２つのグループに分かれて合計 18 グループで順位を競います。 

①本を返却する時に、カウンターで本の種類別に冊数をグループごとに正の字で記録して

いきます。本→１冊につき２ポイント、マンガ・雑誌・絵本→1 ポイントとして、集計します。 

②最終上位３グループを放送で発表します。

３．ビブリオバトル開催！ 

日  時：１１月１８日（金）1６:００～1７:０0 

バトラー：1-4粟田玲奈 2-2井上弥樹 2-3清水奎杜 関口琉成 2-5有澤大智 

☆有志参加、聴いて投票するだけでも OK です。希望者は図書館まで。

場  所：図書館 

今月のイチオシ

書 名  ハラヘリ読書  

著 者  宮田ナノ  

出版社  KADOKAWA 

NDC   596.0  

本書は、著者がイラストレーターさんにも

かかわらず７分類（芸術）ではなく、ま

た書名に「読書」とあるにもかかわらず０

分類（総記）でもありません。５分類

（技術）の料理に分類されています。つ

まり食べ物の本なのです。  

森鴎外の愛娘森茉莉や内田百閒、村

上春樹、森見登美彦など 10人の作家

さんの作品から「食べ物」の部分に焦点を

当てたコミックエッセイです。  

本を読んでいるのに食べたり飲んだりして

いる錯覚に陥ったり、また作品に惹きこま

れ取り上げられている本を探して読み耽っ

たり……寄り道が多すぎて１冊読み切る

までに意外と時間を要する本です。  

でもこういう本を読むと、「次は何を読もう

かな～」という前向きな気持ちになるも

の。いい具合に一話ごとに本の紹介＆解

説ページがあり、食わず嫌いだった作家さ

んの本も読みたい気持ちにさせられるの

で、まさに食べ物の力は大きいと言わざる

を得ません。 

１０月の他の図書館行事 

2022 年 10 月 26 日 

読書週間・読書推進月間ＰＲ放送 

時間：昼休み 12:50～13：05    

放送：3-5 近藤優輝 塩見瑠莉 

ペンネーム 

オススメ本とＰＲ

プレゼント応募希望 



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

インターネットで文献探索　2022年版 伊藤/民雄‖著 日本図書館協会 007.5-ｲ 調べ物の参考に。
世界のいまを知り未来をつくる評論文読書
案内　高校生から大人の学び直しまで

小池/陽慈‖著 晶文社 019.9-ｺ 人気現代文講師に
よる入試対策本。

国際報道を問いなおす　ウクライナ戦争と
メディアの使命

杉田/弘毅‖著 筑摩書房 070.4-ｽ 「日本人の世界観」
が見えてくる。

為末メソッド　自分をコントロールする
100の技術

為末/大‖著 日本図書セン
ター

159-ﾀ 元アスリートが体得
した生活術を指南。

地図でスッと頭に入る世界の三大宗教 保坂/俊司‖監修 昭文社 165-ﾎ 写真・イラスト多数。

歴史と地理がいっきにわかる世界史　歴史
の流れが地図でわかる!

ジオヒストリー
‖著

宝島社 204-ｼ 教職員リクエスト
You Tubeで人気。

バトルマンガで歴史が超わかる本 茂木/誠‖著　大久保/

ヤマト‖マンガ
飛鳥新社 209-ﾓ 教職員リクエスト

Q&Aの解説付き。

一冊でわかる鎌倉時代 大石/学‖監修 河出書房新社 210.4-ｵ
一冊でわかる室町時代 大石/学‖監修 河出書房新社 210.4-ｵ
世界史劇場項羽と劉邦　臨場感あふれる解説
で、楽しみながら歴史を“体感”できる　『史
記』に基づいた正史で描く楚漢戦争

神野/正史‖著 ベレ出版 222.0-ｼ マンガチックなイラ
ストパネルで楽しく
学べる歴史入門書。

一冊でわかるギリシャ史 長谷川/岳男‖監修　村田/

奈々子‖監修
河出書房新社 239.5-ﾊ 深堀りしてみよう。

イギリスの心地いい暮らし小さな愉しみ
365 LITTLE DISCOVERIES

smile editors‖編 学研プラス 293.3-ｽ イギリスの〝普通″
を知る本。

平和を創る道の探求　ウクライナ危機の
「糾弾」「制裁」を超えて

孫崎/享‖著 かもがわ出版 319.0-ﾏ 戦争や紛争を解決
する新たな視点。

第三次世界大戦はもう始まっている エマニュエル・トッド‖著

大野/舞‖訳
文藝春秋 319.3-ﾄ ウクライナ戦争で世界経

済の行方は？

差別は思いやりでは解決しない　ジェン
ダーやLGBTQから考える

神谷/悠一‖著 集英社 367.1-ｶ 人権意識は常に
アップデート。

「男女格差後進国」の衝撃　無意識のジェ
ンダー・バイアスを克服する

治部/れんげ‖著 小学館 367.1-ｼ 無意識の思い込み
から脱却しよう。

食べるとはどういうことか　世界の見方が
変わる三つの質問

藤原/辰史‖著 農山漁村文化協
会

383.8-ﾌ 食べることを通して身体
感覚を取り戻す。

食べものがたりのすすめ　「食」から広が
るワークショップ入門

湯澤/規子‖著 農山漁村文化協
会

383.8-ﾕ 日常の「食」から歴史・社会へ
と視野を広げる。

今こそ「わかる」有機化学入門　マンガと
図解ですらすら読める!

齋藤/勝裕‖著　保田/

正和‖イラスト
SBクリエイ
ティブ

437-ｻ 化学が好きな人にも
苦手な人にも。

世界の気候と天気のしくみ　面白いほど
スッキリわかる!

今井/明子‖著 産業編集セン
ター

451.8-ｲ 「地理」と「地学」の知
識で天気がわかる。

SDGsとトイレ　地球にやさしく、誰もが
使えるために

日本トイレ協会
‖編

柏書房 518.5-ﾆ トイレ問題は人権問
題でもあります。

ハラヘリ読書 宮田/ナノ‖著 KADOKAWA 596.0-ﾐ ☆表面参照。

うおつか流食べつくす!　一生使える台所術 魚柄/仁之助‖著 農山漁村文化協会 596-ｳ これもSDGs

東京ミルクものがたり　東京酪農乳業 史跡
を巡るガイドブック

前田/浩史‖編著
矢澤/好幸‖編著

農山漁村文化協
会

642.1-ﾏ 約150年にわたる牛乳
の歴史を探索。

犬と猫どっちも飼ってると毎日たのしい

6・7

松本/ひで吉‖著 講談社 645.6-ﾏ-6 人気シリーズ続刊

難しい本を読むためには 山口/尚‖著 筑摩書房 K-019.1-ﾔ ☆正攻法を説く本。

障害者ってだれのこと?　「わからない」か
らはじめよう

荒井/裕樹‖著 平凡社 K-369.2-ｱ 先入観を取り払って
「差別」を考える。

ポリネシアのごはん 銀城/康子‖文　マルタ

ン フェノ‖絵

農山漁村文化協会 K-383.8-ｷ

エチオピアのごはん 銀城/康子‖文　加藤/タ

カ‖絵

農山漁村文化協会 K-383.8-ｷ

日本のごはん 銀城/康子‖文　高松/良

己‖絵

農山漁村文化協会 K-383.8-ｷ

ハンガリーのごはん 銀城/康子‖文　山本/正

子‖絵

農山漁村文化協会 K-383.8-ｷ

ブルガリアのごはん 銀城/康子‖文　萩原/亜

紀子‖絵

農山漁村文化協会 K-383.8-ｷ

食品ロスはなぜ減らないの? 小林/富雄‖著 岩波書店 K-611.3-ｺ SDGｓ関連図書

＊貸出中の時は予約をしてください。

『絵本　世界の食
事』全25巻　シリー
ズ完結。異文化理
解や総合的な探求
の時間に。読んで、
見て、楽しくなる絵
本です。

世界史との関連も
わかる。
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