
図書館便り 

     2022年 12 月 冬休み号 
アサンプション国際中学校高等学校図書館（文責：島田雪子（司書教諭）） 

✰お知らせ：冬休みの図書館利用について 
 

冬休み開館日  １２/２３日(金)・２６日(月)・２７日(火)・２８日(水) 開館時間：９：００～１６：００ 
 

冬休み長期貸出し実施中 貸出冊数：６冊まで 返却日：１月１０日(火) 
 

    冬休みには読書にも取り組んでみましょう。本を楽しむためでもよいし、思考力を鍛えるためにも有効

です！ 
 

 

✰アウトプット（output、表出、発信）のためには、インプット（input、受信、学び）が重要です 
 
 

◎入試用小論文・面接の参考書を読んだだけでは、入試に合格しない  という現実を知ってください。 
 

昨年度から今年度にかけて、卒業生や進路指導部からの寄贈などもあり、小論文や面接対策の図

書が増え、利用も多くなりました。それに伴って目立ってきたのは、そのような対策本のみを見て借り出

し、受験する学部の学問に関連する内容の本には見向きもしない生徒の存在です。 

図書館の利用状況の実態から確実に言えることは、これまでに阪大・慶應・同志社（総合型入試）・

上智等の大学に小論文や面接（口頭試問）で合格してきた生徒達は皆、図書館も利用して学術の流

れや志望する分野の学問を理解するための基本書を読んでいたということです。 

 

アウトプット output                     インプット input 

（表出、表現、記述、作文、                      （学び、学習、理解、 

問題に解答する、発信など）                       受容、受信など） 
 

                              両方とも取り組もう！！ 
 

インプット・アウトプット、どちらか一方ではなく、両方継続して行いましょう。どちらを先にスタートさ

せてもかまいません。アウトプットをしてみて初めて、自分に足りないところ、即ちインプットすべきことが

わかる、という面もあるからです。 

図書館では、学術の体系に基づき、且つ（かつ）その動向にも即して、必要な本を選んで購入し、皆

さんのそれぞれの志望に応じて読むべき本を提案しています。自分で推薦図書「現代文・小論文・志

望理由書の対策及び進路学習/選択のための本」の棚から選んで読んでみることも有効です。（リス

トは４月に配布済み。学校ホームページからも閲覧可能です。）是非トライしてみましょう。教科学習の

理解の助けにもなります。中学１年生～高校２年生のどの学年の人も、この冬休みに着手してみよう！！ 
 

✰冬休みに読んでみよう！ 探究の準備になる本もあります 
❶       ❷     ❸      ❹        ❺       ❻       ❶新着『時間はなぜあるのか?  

チンパンジー学者と言語学者の探検』 
                                                                                平田聡/嶋田珠巳著 ミネルヴァ書房 

        世界の言語の分析からヒトの進化 

に迫る。中高生から読める本。 

❷新着『宇宙開発をみんなで議論しよう』 呉羽真／伊勢田哲治編 名古屋大学出版会：宇宙開発を考える際の基本書 

❸新着『アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か？』 カトリーン・マルサル著 高橋璃子訳 河出書房新社 

女性の労働、家庭・社会での役割を計算に入れずに考えられていた経済学。経済のしくみの今後の捉え方を提示する。 

❹新着『世界の研究者が調べたすごすぎる実験の図鑑』高橋大地 編集 株式会社カンゼン：「生活」「人体」「動

物」「人間の心理」の各分野に関係する実験・研究から検証された目から鱗の結果が１９１件読める。 

❺『プロカウンセラーの聞く技術』：人の話を聞く方法を具体的に提示❻新着『プロカウンセラーのコミュニケーション術』  

❺❻共に東山紘久著 創元社：信頼のない相手とのコミュニケーション回復と関係修復の方法を指南する。 
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            ✰異文化理解：いろいろな地域の民話を読んでみましょう 
◎フランス語科の S先生から、フランス民話の本（日本語・フランス語）を多数ご寄贈いただきました。

是非手に取って読んでみてください。 

母語以外の言語を学ぶためには、その言語の文化的背景を知ることが必要です。 

また、図書館には様々な地域・民族の民話や昔話、神話、伝説集があります。是非読んで、楽し

みながら異文化を知っていきましょう。 

❶     ❷     ❸      ❹       ❺       ❻       ❼          ❽ 

 

 

 

 

❶新着『フランスの民話』上・中・下 アンリ・プーラ著 萩野弘巳訳 青土社 

フランスのオーヴェルニュ地方で収集した民話集『お話の宝物』から１０５話を選んだ本。 

❷新着『フランスの昔話』 アシル・ミリアン／ポール・ドラリュ著 浅倉朗子訳 大修館書店  

フランス民話を調査･研究したミリアンの遺稿を同じく研究者であるドラリュがまとめたもの｡ 

巻末に各話の類話と短い解説がある。 

❸新着『フランス民話の世界』 樋口淳／樋口仁枝著 白水社：各話毎に短い解説があり、民話

の国際比較研究者であるフィンランドのアアルネ､アメリカのトンプソンの分類番号が付され

ている。フランス民話の体系的に捉えることが出来る一種の入門書である｡ 

❹新着『Contes populaires et legends 』 （フランスの民話と伝説）のシリーズ 全１４冊） 

発行：  FRANS LOISIRS ： 

フランスの民話と伝説をフランス語で読むことが出来る本です。各話数ページずつにまとめ

られているので、是非読んでみてください。フランスの各地方ごとの分冊になっています。ボル

ドーのある地域（Guyenne／Gascogne）のもあります。是非どうぞ！！ 

❺新着『ブッシュマンの民話』 田中二郎採録・解説 京都大学学術出版会 

筆者がカラハリ砂漠の狩猟採集民であるブッシュマン達を調査した際に、彼らが語る民話

を録音し、日本語に翻訳したもの。各話に解説があり、ブッシュマン達の生活やその環境、周

囲の野生動物たちの写真を豊富に掲載する。人類学の書として作られている。 

❻新着『ヒュギヌス 神話伝説集』 西洋古典叢書 L034 五之治昌比呂訳 京都大学学術出版会 

現存する古典作品の中で、ギリシア神話を伝えるものの内、本書ほど多くの話が集められ

ているものはまれである。本書にはここ以外では見られない話や、話のバージョン（話形）が

少なからずある。註が各断章ごとに配置されており、読み易い構成になっている。 

❼新着『命の水 チェコの民話集』 カレル・ヤロミール・エルベン編 出久根育 絵 阿部賢一訳 西村書店 

１９世紀ボヘミアの民俗学者・詩人であるエルベンがまとめたチェコの民話の一部。 

❽新着『火の鳥ときつねのリシカ チェコの昔話』 木村有子編訳 出久根育 絵 岩波少年文庫254 

エルベンの他、ニェムツォヴァー、バルトシュ、ホラークがまとめたチェコの昔話２４編。 

✰お知らせ：冬休み長期貸出し実施中 貸出冊数：６冊まで 返却日：１月１０日(火) 
 

✰鉱物・岩石の本のコレクション 展示中！！  
  ◎今年度初めに、❾『楽しい鉱物図鑑』❿『楽しい鉱物図鑑②』（堀秀道著 草思社）を、「先生方か

らおすすめする本」として、理科の N先生からご紹介いただきました。そして、石の関係の本で長らく

絶版になっていた㉑『石が書く』（ロジェ・カイヨワ著）が復刊されたので、購入してみました！！ 岩石・

鉱物ってとても美しいですね！ その不思議さについても、皆さんは日々学習している理科の知識で、

色々理解できるようになってきているのではないでしょうか？ 昨年度から今年度に購入した図書と

併せて、「鉱物・岩石の本のコレクション」を展示していますので、是非見に来てください！！  

 ❾ ❿    ⓫    ⓭    ⓮      ⓯   ⓰    ⓱   ⓲ 

 

 

 

 

❾一学期着『楽しい鉱物図鑑』❿一学期着『楽しい鉱物図鑑②』 堀秀道著 草思社 先生方からお

すすめする本 素晴らしい標本の写真に、各々の鉱物の特徴、自然界で見分けるコツ、亜種、変種など、筆者

の長年の研究の成果を盛り込んだ図鑑。「この本は、読者が個人的に所有し、どこへでも持っていける「鉱

物博物館」であると思っていただけるとうれしい」（「プライベートな博物館」本文５ページ） 

⓫『楽しい鉱物学 基礎知識から鑑定まで』 堀秀道著 草思社：鉱物についてもっと知りたい人のための

本格的な入門書。鉱物を鑑定するための基礎知識と、必要な道具、鉱物採集の際に気を付けたい諸事

情などを、エピソードを交えつつ楽しく述べる。（２冊所蔵しています。）               ⓬ 

⓬『岩石と鉱物』（ネイチャーガイド・シリーズ）ジェフリー・E・ポスト博士監修 ボネウィッツ/文    

伊藤伸子訳 化学同人：鉱物・岩石について俯瞰できる本。鉱物は「元素鉱物」「硫化鉱物」 

など、岩石は「火成岩」「変成岩」などにまとめて体系的に羅列し、自然界で産出される姿 

に加えて加工後の姿や仮晶などの写真と共に解説されている。 

⓭『日本の鉱物』（フィールドベスト図鑑１５）松原聰著 学研：日本産鉱物の多様性を見てみよう！ 写真の

掲載数も多く説明も詳しいが、コンパクトなので野山・海岸を歩く際に持って行って使える本です。 

⓮新着『ひとりで探せる川原や海辺のきれいな石の図鑑』⓯新着『ひとりで探せる川原や海辺の

きれいな石の図鑑 ２』 柴山元彦著 創元社：鉱物・岩石探しの楽しみ方・場所を案内します。 

⓰近日中着『原色新鉱物岩石検索図鑑』 木股三善・宮野敬/編修 北隆館：フィールドで採集した石を

様々な特徴から調べ、鑑定するための本。鉱物・岩石についての詳しい情報・解説も載っている。 

⓱新着『楽しい地層図鑑』 小白井亮一/文・写真 草思社：様々な地層について、豊富な写真で解りやす

く解説する。どのような場所にどのような岩石・鉱物・化石があるかを知る手助けにもなる。 

⓲『木内石亭（きのうちせきてい）』 新装版 （人物叢書９７） 斎藤忠著 吉川弘文館 

木内石亭（１７２４～１８０８）は、当時「名石家」と呼ばれた、石（美石・奇石などの岩石・鉱物、考古学的

遺物、化石など）の蒐集家・研究家です。石亭の生涯と業績を、著書などの図版と共に紹介しています。 

⓳新着『石の思い出』 A・E・フェルスマン著 堀秀道訳 草思社：ロシアの鉱物学者フェルスマン（１８８３～１９

４５）が自らの体験を基に書いた随筆。科学の人であるフェルスマンの人間に対する思索が随所に見える。 

⓴新着『鉱物 人と文化をめぐる物語』 堀秀道著 ちくま学芸文庫：鉱物は人間の歴史・文化・心に深い関

りを持つ。種々のエピソードから縦横無尽に知見・随想が繰り出される。 ⓴       ㉑ 

㉑新着『石が書く』 ロジェ・カイヨワ著 菅谷暁訳 創元社   ⓳ 

カイヨワが蒐集した石の不思議な天然の造形について 

書いた随想を、その石の写真と共に味わうことが出来る本。 
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            ✰今年度前期（９月３０日まで）の貸出利用データ 
図書館では年度途中のこの時期にも貸出利用のデータを抽出し、今年度の読書指導な

どの図書館運営の軌道修正を行っています。今年度前期は、昨年度前期に比して、貸出冊

数は高校１年生のみは大幅に増加。その他の学年では、大幅に減少となりました。 

裏面に全校生のベストリーダーを掲載しています。クラス別のベストリーダーは Classiに

掲載しておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 自分の学年の推移を見てみましょう。是非来館していろいろな本を見てくださいね。 
 

✰読書記録カード（B6版）を作ってみました  書き留めて活用しよう 
◎ビブリオバトルの準備の光景から 

ビブリオバトルの準備のために来館する皆さんの本の選び方で気になる事があります。

「皆が読んで、今後役に立ちそうな本だから」という理由で『感染地図 歴史を変えた未知の

病原体』（スティーヴン・ジョンソン著 河出文庫） を選んだ人がいました。このように、聞き手に本

をアピールするからには、聞き手がそれに影響を受けて実際にその本を読む場合を考え

て、読むに足る価値の高い本を選ぶ、というのは、とても誠実な姿勢だと言えます。 

一方、「バトル」のためであるせいか、聞き手の注意を手っ取り早く惹こうとして、最近映

画・ドラマになった本を求めるケースが多発していました。流行りのものの中にも、今後読

み継がれていく名作があるかもしれませんが、それはごく少数であることでしょう。そのよう

に、本の内容そのものの価値よりも、現時点での知名度に頼る選び方で決めた本を人に

すすめるのは、もしその本を聞き手が読み、そのためにその人の時間を使うことを考えた

時、本当に誠実な態度であると言えるでしょうか。人に無駄な時間を使わせることは絶対

に避けなければなりません。生きている間の時間は、命を存在させる入れものであり、しか

も有限であるからです。ある人の時間を削ることは、その人の命を削ることに等しいから

です。 

他者に対して何事かを発信するとき、時間を使って受容するに足る価値のある内容を

受け手に与えるように、常に心掛けてください。 

◎読んだ本を記録しておいて、ビブリオバトル・調べ物・勉学に備えよう！！ 

                       ←読書記録カード 作ってみました 

探究学習・教科学習・進路の準備、いずれに 

しても、やはり普段から読書しておくのが最も良 

い行動であると言えるでしょう。 

  そこで、図書館では「読書記録カード」（B６ 

版）を作って、皆さんが自由に使えるようにカウ 

ンターに置くことにしました。 

 ←本を読んだら、記入しましょう！ 保管方法 

（綴じ方）などは工夫して自分の読書記録ミニ 

↑カウンターにあります！！        ファイルを作りましょう。 
 

 

 

✰学習関連の本、進路・調べ学習の本のリクエスト対応中！ 
 

   今年度は高３の探究科の論文のための本の貸出・リクエストの数が少ないので、図書館

担当者は心配しています。高３の皆さん、調査に使いたい本、参考にしたい本、確認したい

本があったら是非図書館カウンターに相談してください。 

    中１から高２の皆さんも、自分の興味のある分野、好きな分野、進路で気になる分野、探

究で論文にしたい分野などの本を見に来てください。図書館担当者と一緒にWebで本を

探して、これはという本をリクエストすることもできますよ！是非どうぞ～！！ 

    また、先生方からも、生徒の皆さんからも、リクエスト以外にも様々な本を紹介していただ

いています。寄贈していただくこともあります。そのようにして図書館に入った本を、今月はご

く一部だけになりますが紹介します。是非読んでみてください。 

❶      ❷      ❸       ❹        ❶新着『希望のレール 若桜鉄道の「地域活性化 

装置」への挑戦』 山田和昭著 祥伝社 

現在の地方鉄道、マーケティングについて。 

❷新着『ルース・B・ギンズバーグ名言集 

 新しい時、新しい日がやってくる』 岡本早織訳 創元社  

故アメリカ連邦最高裁判事の遺した言葉 

❸新着『国際企業法務のエッセンス』森下哲郎 他著 有斐閣：英語で法律関係の仕事をしたい人へ。 

❹新着『ベルギーの「移民」社会と文化――新たな文化的多層性に向けて――』 岩本和子 他編著 松籟社 

ベルギーが移民受け入れ国家として形成されていくプロセス(過程)を概観する。各分野からの論文集。 
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島田雪子（司書教諭）） 

2022年度前期 全校ベストリーダー 

同一作品（同一言語・出版社違い）をまとめています。 

順位 タイトル・著者・出版者 貸出冊数 

1 
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブ

ルー ブレイディみかこ／著 新潮社 
3 

1 
英語対訳で読む｢理科｣入門 松森靖夫／監

修 実業之日本社 
3 

1 

どう言う？こう解く 英語対訳で読む｢算

数・数学｣入門 マイプラン／編 実業之日

本社 

3 

2 
山椒大夫・高瀬舟 森鴎外／作 岩波書店／

新潮社 
2 

 2 こゝろ 夏目漱石／著 角川書店 (※注) 2 

2 異文化理解 青木保／著 岩波書店 2 

2 
一流の頭脳 アンダース・ハンセン／著 サ

ンマーク出版 
2 

2 

目からウロコが落ちる奇跡の経済教室 

【基礎知識編】 中野剛志／著 ＫＫベスト

セラーズ 

2 

2 
ベルギーの「移民」社会と文化 岩本和子

／編著 松籟社 
2 

2 
シャ－ロック＝ホ－ムズの冒険 コナン＝

ドイル／著 偕成社／講談社 
2 

2 
ハムレット ウィリアム・シェイクスピア

／著 白水社／筑摩書房 
2 

2 
妖怪アパートの幽雅な日常 1 香月日輪／

[著] 講談社 
2 

2 人間失格 太宰治／著 集英社 2 

2 
10日でできる！英検 2級 二次試験・面接 

完全予想問題 旺文社／編 旺文社 
2 

2 

脳が認める勉強法――「学習の科学」が明

かす驚きの真実！ ベネディクト・キャリ

ー／著 ダイヤモンド社 

2 

2 
７日間完成 英検2級予想問題ドリル 旺文

社／編 旺文社 
2 

2 
短期完成 英検2級 3回過去問集 旺文社／

編 旺文社 
2 

2 フォッサマグナ 藤岡換太郎／著 講談社 2 

2 
はじめての DELF A1 阿南婦美代／著 トレ

フル出版 
2 

2 
DELF Scolaire et Junior A1  Nelly,Mouse 

Hachette 
2 

2 
abc DELF Junior Scolaire A1 Lucile 

Chapiro CLE INTERNATIONAL 
2 

2 
ゼロから逆転合格！総合・推薦入試面接 

竹内麦村／著 学研プラス 
2 

2 
14日でできる！英検準 1級 二次試験・面

接 完全予想問題 旺文社／編 旺文社 
2 

2 
海洋プラスチック ごみ問題の真実 磯辺

篤彦／著 化学同人 
2 

2 
ゼロから１カ月で受かる大学入試 面接

のルールブック 神崎史彦／著 KADOKAWA 
2 

2 

小論文これだけ！国際・地域・観光・社会・

メディア 超基礎編 樋口裕一／著 東洋

経済新報社 

2 

2 あのころ さくらももこ／著 集英社 2 

2 よこまち余話 木内昇／著 中央公論新社 2 

 

（※注）他に、言語違いで 

・KOKORO （英訳『こゝろ』） 夏目漱石／著 国書刊行会 
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                     2022 年７月号 
アサンプション国際中学校高等学校図書館（文責：島田雪子（司書教諭）） 

 

               ✰お知らせ：◎夏休み長期貸出し 実施中 

貸出冊数：６冊まで 返却日：８月２５日(木) （読書感想文課題図書の貸出期間は２週間のみ） 
 

✰『全国大学入試問題正解』『共通テスト過去問研究』のシリーズが入りました 
  進路指導部にご提供いただきました。高３に限らず、どの学年の人も、のぞいてみてくださ

いね！！  「参考書」の書架に配置しています。 

  ◎『共通テスト 過去問研究』２０２２年版 教学社 １２～３２回分（科目によって違いあり） 

           【新着科目】英語、数学Ⅰ･A／Ⅱ･B、国語、日本史 B、世界史 B、地理 B、 

現代社会、倫理／倫理,政治・経済、政治・経済、物理／物理基礎、化学／化学

基礎、生物／生物基礎、地学／地学基礎 （いずれも、この春の入試問題は載

っていません。最新版は進路指導部室にあります。）  貸出期間は１週間です。

互いに譲り合って利用しましょう。 

◎『全国大学入試問題正解』旺文社 ２０２３年受験用 国公立大編・私立大編 

英語・数学・国語があります。（この春の入試問題です。）いろいろな大学の最新の 

入試問題を見比べることが出来ます。国公立編には共通テストも収録されてい 

ます。出題傾向などの解説もあります。利用は、館内閲覧のみです。 
 

 

✰ここ３年間の国公立大学入試国語の出題文章の出典をチェックしてみよう 
◎私立大学を志望・受験する人も、必ずチェックしておこう！！ 

『全国大学入試問題正解』旺文社 ２０２３年受験用 国公立大編 国語の 

p．４～１４に、「主要大学過去３か年の出典一覧表」があります。国公立で 

出題された文章の出典にあたる書籍や論文は、次年度以降、私立大学の 

入試で出題されることがよくあります。一覧表にある古典作品は、必ず時代や 

作者・内容など文学史的事項を確認し、本文と現代語訳に目を通しておくと安心です。 

現代文の出典作品などの著作物については、興味を持ったものは読んでおきましょう。

本校図書館に所蔵していない場合は、新たに購入しますので、リクエストしてください。 
 

 

✰夏休みの読み物！ 
 

◎ディケンズ（『クリスマス・キャロル』の著者）の遺作ミステリー 

❶       新着『エドウィン・ドルードの謎』 チャールズ・ディケンズ著 小池滋 訳 白水社 

幼い時からの許嫁（いいなずけ）同士のエドウィンとローザ。エドウィンの

叔父ジャスパーが見守る中、正式な婚約と結婚の日も間近になるが……。 

文豪ディケンズの未完の遺作。発表当時（１８７０年）から今日に至る 

まで、この物語の結末と謎の解決についての論争が続いている。「エドウィ

ン・ドルードの謎解決国際コンクール」もある。（注・解説も面白いので是非目を通して

ください。） 

◎フランス文学の読み易い翻訳をどうぞ 

❷       新着『ジャン・クリストフ』（一）～（四） ロマン・ロラン著 新庄嘉章 訳 新潮文庫 

複数の翻訳の中から、特に読み易く、違和感の無い日本語訳として、あ

る生徒から推薦があったものです。芸術（音楽）を創造する者としての主

人公の内面の成長と一生の終焉までを、他者との緊密な関わりを通して 

❸       ❹         描く。ノーベル文学賞受賞作品。 

                ❸新着『失われた時を求めて』（１）～（１４） プルースト作 吉川一義 訳 

岩波文庫：２０世紀初めの長編小説で、後世に大きな影響を与

えたと言われる。ふとしたことから呼び起こされた記憶が､ 

様々な他者との関わりの瞬間や体験から引き出された精神世界の広がりを導き出し、 

それらが主人公の人生の総体を構築していく。訳者注が巻末ではなくて当該ページ内

にあり、各巻に「場面索引」「訳者あとがき」などが付いていて、読み易くなっている。 

 ❹新着『『失われた時を求めて』への招待』 吉川一義著 岩波新書１８８４ 

    上記❸の訳者による作品の解説。作品を読んで自分なりに色々と考えてみよう。 

◎スウェーデン発の痛快読み物と、フランスの人口学・家族人類学者の世界情勢の解説 

❺      ❻      ❼        ❺新着『世界を救う百歳老人』 ヨナス・ヨナソン著 中村

久里子 訳 西村書店：元爆破技術者のアランが、前作

❻『窓から逃げた百歳老人』にも増して本領を発揮

し、ネオナチから逃げ回りながらも国家間の陰謀を 

飄々として妨害して回る痛快アドベンチャー。❼と併せて読むと一層面白くなる。 

❼新着『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 文春新書１３６７ 

ウクライナ戦争を経済・歴史的経緯だけではなく人口・人類学の観点からも読み解く。 

✰探究学習のテーマを早めにつかんでおこう・問い(探究)を深めよう 
 

◎高２以下の全ての学年の人へ 高３で作成する探究の論文のテーマの探索をしておこう 

大学入試の受験勉強は、高校２年生の夏から始めたいもの。高校３年生になると、入試の

ための勉強や文書作成で忙しいです。その一方で、高３の２学期中には、探究の論文を仕

上げなければなりません。ですから、探究の論文のテーマ探しは、なるべく早く始めましょう。

実際の探究活動のためにテーマを深め、資料を探すのも、時間が必要です。早めに取り組

み始めるのが吉。その際の留意点・コツを挙げてみました。 

①インターネットでテーマを探すと、他の人と同じ事柄に行きついてしまう：これはよくあ

る事です。インターネットには別の使い方がありますので、テーマ探しの最初の時はちょっ

と置いておきましょう。図書館にある各分野の事典や白書を開くと、その分野全体を見渡

すことができ、その中から探究する事柄を選ぶことが出来ます。これはなぜだろう？どうい

うことだろう？という事柄にふと行き当ったりすることがあるものなのです。そのような努力

は必ず実ります。わからない事、欲しい資料があればカウンターに声をかけてください｡ 

②テーマ探しのためにも、読書は有効です：実際に社会問題の解決に取り組んでいる人

がまとめた本を読むと、社会の抱える実際の課題に気づいたり、疑問を持ったりできて、

そこから自分が探究したいテーマ探しにつながることがあります。 
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            ✰お知らせ：探究学習に使用する本の相談はお早めに。 
 

◎探究の論文作成などに必要な本について 早めの相談をお願いします。 

昨年度～今年度に新着した探究関連の書籍の内、問い合わせ頻度が高い分野（環境、

SDGｓ、国際協力、多文化など）は、図書館入口入ってすぐ左の書架に置いています。まず

ここをチェックしてみてください。その後、蔵書検索端末を利用したり、カウンターに声をかけ

たりしてみてください。 

最近購入した探究関連の本の多くは、昨年度の生徒の皆さんの探究学習のための本の

相談によって、新しく配備されたものです。皆さんも、調べること探しや、調べたいことの資

料について相談してください。その分野で必要な本が未所蔵であればすぐに手配します。

だいたい１～２週間で届きます。貸出可能になりましたら個別にお知らせします。 
 

 

✰図書館の環境（外部からの騒音・振動）について（お願い） 
 

 

現在の本校の図書館は、元々短大の普通教室であった場所に作られおり、防音・防振対

策が施されていないので、外部からの音・振動が入り易い構造になっています。その為、これ

までも生徒の皆さんから多大なる協力を得て図書館の静かな環境を保持してきました。近

年では、北館講堂の使用について、軽音部・テニス部（雨天時）の皆さんにご理解・ご協力

いただきました。図書館入口前の廊下の静粛についても、近隣のクラスの皆さんに協力して

いただいてきました。図書館担当者として非常に感謝しております。   

※北館講堂の床は、防振・防音資材が使用されていないため、足音・音楽等が直接階下

の図書館に響きます。あまりにもうるさいので、自習している人が集中できなくて退館し

てしまうことがこれまでに何回もありました。注意してください。 
 

現在、放課後の図書館の利用として見られる次の４種類のものは、図書館で対応すべき

ものとして、利用する人のための静かな環境を守りたいと考えています。 
 

①探究科の課題・論文のための、図書を使用する調べ学習 

②大学入試のための志望理由書作成や小論文対策 

③教科とタイアップして配備している参考書・問題集（閲覧専用・貸出不可のものもあ

ります）を使用して自習する、あるいは、貸出可のものを選んで借りる。（数学科・外

国語科（英語・フランス語）・進路指導部などからの寄贈・紹介） 

④（トモノカイの自習室ではなく）敢えて図書館を選んで自習する人もいます。 
 

    今後、北館講堂で足音や音楽等の振動・騒音を伴う活動を継続して行うように 

なれば、放課後のクラブ活動の時間帯に図書館で過ごすことは難しくなり、16時 

５０分頃以降は図書館を閉館せざるを得なくなります。 

生徒の皆さんは、今後も良識を保持して、図書館の環境について理解し協力する 

姿勢を継続してください。宜しくお願い申し上げます。 

✰予告：◎夏休み長期貸出し ７月１日（金）開始!! 貸出冊数：６冊まで 返却日：８月２５日(木) 

✰最近の新着本の動向・館内の所蔵本の動き いろいろ 
◎「やさしく知りたい先端科学シリーズ」揃いました 

以前、このシリーズの『５ デジタルヘルスケア』を配備したところ、医療関係を志望する

人を中心に複数の貸出がありましたので、今回、シリーズ全てを揃えました。是非どうぞ！ 

❶      ❷      ❸      ❹      ❺      ❻      ❼       ❽ 

１       ２      ３      ４      ６      ７      ８        ９ 

 

 

 

新着①ベイズ統計学  ②ディープラーニング  ③シンギュラリティ  ④フィンテック FinTech  

⑤はじめての AI ⑥サブスクリプション ⑦GIS 地理情報システム  ⑧IoT モノのインターネット 

◎山川出版社「歴史散歩シリーズ」全都道府県コンプリートしました 

夏休みの旅行に！普段のお出かけに！歴史を知ると周囲の世界の 

意味が解って、面白いことをいっぱい発見できるようになります！！  

◎昭文社各都道府県の「トリセツ 地図で読み解く初耳秘話」シリーズ 追加しました 

現在、関西を中心に約３０都道府県のものがあります。未所蔵のもので 

読みたい県がありましたらカウンターにお知らせください。 

◎新書を読んでみよう！各種新書が寄贈・購入で新着&書庫の新書を遡及入力しました 

・岩波新書：所蔵全冊を蔵書データベースに入力完了→館内端末で検索可能に 

新着４０冊：各種新書をピックアップして購入しました。ご寄贈もあってバラエティ豊かに！ 

❾      ❿       ⓫       ⓬      ❾『中国義士伝 節義に殉ず』 冨谷至著  
中公新書 2134 寄贈 

                                ❿『異文化コミュニケーション』 
鳥飼玖美子著 岩波新書１８８７ 

                                           ⓫『ヒトラー 虚像の独裁者』 芝健介著（岩波） 

                                ⓬『最強脳』 ｱﾝﾃﾞｨｼｭ･ﾊﾝｾﾝ著 新潮新書 
 

◎ウクライナ関連本増加しました 最新情報は雑誌「外交」「CNN ENGLISH EXPRESS」を 

⓭      ⓮      ⓯      ⓰      ⓭『ウクライナを知るための６５章』 明石書店 

                                        ⓮『ポーランド･ウクライナ･バルト史』 山川出版社 

                             ⓯ﾆｭｰｴｸｽﾌﾟﾚｽ＋『ウクライナ語』CD 付き 白水社 

                             ⓰『ウクライナ語入門』中井和夫著 大学書林 
 

◎音楽関係の本・CDを入れてみました。ご参考に。 

⓱        ⓲     ⓳     ⓴     CD       ⓱『音楽大学・高校 入試問題集 2022』 

                                  ⓲『弟子から見たショパン そのピアノ教育

法と演奏美学』 ｴｰｹﾞﾙﾃﾞｨﾝｹﾞﾙ著 音楽之友社 

                                    ⓳『フレデリック・ショパン』ﾘｽﾄ著 彩流社 

                                        ⓴『師としてのリスト』ｲｪｰｶﾞｰ著 音楽之友社 

CD 『ヘフリガー 日本の歌曲を歌う』Ⅰ～Ⅲ（ドイツ語訳による） エルンスト・ヘフリガー（テノール） 

「荒城の月」に情趣を込めて歌うとは？一つの答えを聴いてみよう。韻を踏む等、ドイツ語の詩のスタイ

ルで訳出された歌詞を、大テノールたるヘフリガーが丁寧に歌う。他に「月の砂漠」「我は海の子」など。 




