
  

📖図書館と皆さんをつなぐ！スタッフのご紹介 

■図書研修部   ☞図書準備室常駐の教職員です。分からないことがあればいつでもご相談を！ 

舟木 司（地歴公民科） ・・・1 年学年付、JRC 部 石飛 智弘（国語科）・・・3-1 副担任、陸上競技部 

影山 祥大（数学科）・・・1-3 副担任、サッカー部 梶谷 妙（主任学校司書） 

■図書委員会   ☞クラスの皆さんと図書館との、大切なパイプ役です！ 1 年間よろしくお願いします。 

1-1 清水  桂 2-1 多々納 晴  3-1 野津 歌純 ★前期委員長 

1-2 高橋  唯 2-2 飯塚 祐翔  3-2 園山 実穂 ★前期副委員長 

1-3 森  美羽 2-3 高田悠紀兼 ★後期委員長 3-3 尾添 貴雄  

1-4 二宮 涼寧 2-4 石橋 風音 ★後期副委員長 3-4 玉木 文音  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

📖年度初めにおさらい！図書館の使い方。 

1 年生のときに習ったけど忘れてしまった・・・というアナタ！図書館の使い方を復習しておきましょう。 

   

■本の借り方 

・司書 or カウンター当番がいるとき ▶ 

借りたい本と「図書館利用カード」をカウンターまで持ってきてください。 

カードを忘れた人は、クラスと出席番号を教えてもらえれば貸出できます。 

・司書 or カウンター当番がいないとき ▶ 

カウンター係不在時貸出券※1 に借りたい本のバーコード番号を記入し、緑色のポストに 

入れてください。 

■雑誌の借り方 

・『るるぶ』はバーコードが貼ってあるので、本と同じ方法で借りられます。 

・バーコードが貼ってない雑誌を借りたい場合は、雑誌貸出券※2 に必要事項を 

記入し、緑色のポストに入れてください。 

■本・雑誌の返し方 

・図書館が開いているとき  ▶ カウンター内の黄色いカゴに本を入れてください。 

・図書館が閉まっているとき ▶ 図書館の前にある木の箱に本を入れて 

ください。 

■リクエスト・予約の方法 
・本をリクエストまたは予約したいとき ▶ 

リクエスト・予約カード※3 を記入し、緑色のポストに入れてください。 

本が用意できたら、図書委員または担任の先生を通じて連絡します。 

・（図書館で定期購読していない）雑誌をリクエストしたいとき ▶ 

1 か月に 1 冊、リクエストを受け付けています。 

  「○○という雑誌の○○号が読みたい！」という人は、雑誌購入自由枠 

リクエスト用紙※4 を記入し、緑色のポストに入れてください。 
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ひ ら こ う 
早いもので、もう 4 月が終わろうとしています。入学式前

に咲き誇っていた桜もすっかり散ってしまい、ちょっと寂し

い思いをしている人もいるかもしれません。でも平高を彩

るのは桜だけではありません！ 四季折々の景色の移ろい

をしっかり目に焼き付けて行きましょう。個人的には秋に

プラタナスが実るのを心待ちにしています。 

[例]

0 1 2 3 4 5

↓ 1冊目

↓ 2冊目

↓ 3冊目

↓ 4冊目

↓ 5冊目

年 組 番

氏名

カウンター係不在時📚貸出券

↓借りる本のバーコード番号（6ケタ）を記入

★もっと借りたい場合は次の券へ  >>

カウンターに人がいないときは、この券
を記入してポストに入れてください。

※1 

※2 

※3 

※4 

“歌を読むこと”      ― 3年 1組  野津 歌純 

みなさんは、どのくらい歌を聞きますか？ 

 この世には、たくさんの歌があります。楽しい歌や、悲しい歌、ジャンルもバラバラです。目を瞑る

と耳を通り、心にまるで水が張るように浸透し、時には口にしてみることもできる歌。そんなすてきな

音楽を聞くとき、みなさんは歌詞も聞いていますか？どんな言葉で歌が創り出されているのか、考えた

ことはありますか？ 歌詞と曲が調和することで歌が生まれます。そして歌詞は不思議な文字の羅列で

成り立っていることが多くあるのです。例えば一青窈さんの『ハナミズキ』という歌は、「空を押し上

げて手を伸ばす君」から始まります。しかし、人間がいくら手を伸ばしても空を押し上げることはでき

ません。それなのに、この歌の情景が私達の脳裏に瞬時に描き出されるのは、なぜ？ 

 あなたの好きな歌に身を潜めている、すてきな歌詞を取り出して、あなただけの想像力であなただけ

の解釈を見つけてみてください。 

✍Next writer is… M.S! 

図書委員が順番にエッセイを執筆します 

緑のポスト 

貸出券・ 

リクエストカードなど 

返却カゴ 



┥ 進路・受験に関する本  
376『まるまる使える出願書類の書

き方 3 訂版』 

樋口裕一,和田圭史/共著 桐原書店 

★志望理由書や自己申告書を書く時の

参考に。 

816『時事から学ぶ小論文 第 4 号 

情報編/第 5 号 文化編/第 6 号 社会

編』朝日新聞出版 

★新聞記事から時事を学びながら、小論

文を書くときのコツを身につけられるシリ

ーズ。 

 

┥ 心理学         
141『Think clearly 最新の学術研

究から導いた、よりよい人生を送る

ための思考法』 

ロルフ・ドベリ/著  サンマーク出版 
★「考えるより行動しよう」「なんでも柔軟

に修正しよう」などなど、人生がうまくいく

可能性が高くなる 52の思考法を紹介。 

 

┥ 占い          
148『星ひとみの天星術』 

星ひとみ/著 幻冬舎 
★中国に古くから伝わる占星術に統計学

や心理学の要素を加えた占い、天星術の

本。 

 

┥ 生き方・考え方     
159『未来の自分に出会える古書店』 

斎藤孝/著 文藝春秋 

★友情や進路などに迷う、中 2 と高 2の

兄弟。2 人は古書店「人生堂」の店主に

導かれ、読書を通して成長していく。 

 

┥ 地理          
290『なるほど知図帳世界 2021』 

291『なるほど知図帳日本 2021』 

昭文社 

★ニュースで取り上げられる世界＆日本

の最新情勢を、地図を見ながら学べる。 

291『地図とデータでみる都道府県

と市町村の成り立ち』 

齊藤忠光/著 平凡社新書 

★現在の都道府県と市町村は、明治時

代の廃藩置県と市制・町村制によって形

づくられたもの。古代から近世まで続いた

地方の形は、どのように変わっていった？ 

 

┥ 経済学         
331『16 歳からのはじめてのゲーム

理論』鎌田雄一郎/著 ダイヤモンド社 

★経済学の中で最も重要な「ゲーム理論」

の思考法を、ネズミ親子のストーリーで身

につけよう。 

 

┥ コミュニケーション   
361『アクティブラーニングで学ぶ

コミュニケーション』 

八代京子/編著 研究社 
★「主体的・対話的な学び」を重ねること

で、楽しみながらコミュニケーション能力

を習得できる。 

 

┥ 児童福祉        
369『保育園に通えない子どもたち』 

可知悠子/著 ちくま新書 
★保育園に通えない「無園児」は、日本

全国に９万人以上いるという。就園のハ

ードルになっているものは何？ 家庭に必

要な支援とは？ 

┥ 教育          
372『22 世紀を見る君たちへ』 

平田オリザ/著 講談社現代新書 

★学校の教育形態も大学の入試制度も、

時代とともに変わってきた。それでも変わ

らない、変えてはいけない教育の「本質」

とは何か。 

 

┥ 自然科学        
400『科学はこう「たとえる」とおも

しろい!』左巻健男/編著 青春出版社 

★遠くの出来事に思える自然現象や科

学現象を、身近なものに例えて解説。例え

ば「イワシ雲」のでき方は「味噌汁の味噌

の動き」と一緒だそうだ…へぇ。 

 

┥ 動物          
481『ヒトの社会の起源は動物たち

が知っている』エドワード・O・ウィ

ルソン/著 NHK 出版 

★人間は他人のために動く「利他心」を

持っている。進化の過程で、どうやってこ

の「利他心」が芽生えていったのか、他生

物の進化と比較しながら考える。 

 

┥ ごみ問題        
518『ゴミ清掃員の日常』滝沢秀一/

原作 滝沢友紀/まんが 講談社 

★芸人とゴミ清掃員の二足の草鞋を履く

滝沢秀一さん。清掃員の大変な仕事の中

にあるささやかな幸せを妻の友紀さんが

マンガ化。読み終わると、ゴミを適当に分

別するなんてできないはず！ 

 

┥ コミック        
726『数学ゴールデン 1』 

藏丸竜彦/著 白泉社 

★数学が大好きな高校生が、数学オリン

ピックに挑む！  

726『バクちゃん 1』 

増村十七/著 KADOKAWA 

★夢が枯れた故郷から地球へやってきた

移民のバクちゃん。バクちゃんの目に映る

地球とは? 

726『宇宙兄弟 39』 

小山宙哉/著 講談社 
 

┥ 日本語         
816『大学 1 年生の君が、はじめて

レポートを書くまで。』 

川崎昌平/著 ミネルヴァ書房 
★レポートを書くときに大切なことを、基

礎の基礎から解説。 

817『なぜ、読解力が必要なのか?』 

池上彰/著 講談社+α 新書 

★読解力とはすなわち「本質を見抜く力」。

だから幸せに生きるためには、読解力が

必要。読解力を身につける方法を学ぼう。 

 

┥ 英語          
835『自分を励ます英語名言 101』 

小池直己,佐藤誠司/著 岩波ジュニア

新書 

★英語の勉強をしながらポジティブな気

持ちになれる。古今東西の名言集。 

 

┥ 日本の小説       
913『文豪誕生』 

芥川龍之介ほか/著 新紀元社 

★芥川龍之介や太宰治ら、文豪と呼ばれ

た 7名のデビュー作と出世作を読んでみ

よう。 

913『飛び立つ君の背を見上げる』 
武田綾乃/著 宝島社 

★吹奏楽部を引退した中川夏紀の視点

で仲間達を描く『響け!ユーフォニアム』シ

リーズ最新作。 

913『ニキ』夏木志朋/著 ポプラ社 

★高校生の広一が唯一関心を寄せた美

術教師の二木。彼が自分以上に危険な

人間だと確信する広一は、二木を脅し、取

引をもちかける。 

913『アンブレイカブル』 

柳広司/著 KADOKAWA  

★治安維持法の犠牲になった、小林多喜

二や三木清らの矜持を描いたスパイミス

テリ。 

 

┥ 日本のエッセイ     
914『しょぼい生活革命』 

中田考/ほか著 晶文社 

★私たちをとりまく「あたりまえ」を刷新す

る、新しくも懐かしい生活実践の提案。さ

さやかな生活革命が、ひょっとしたら世界

を変えるかも。 

914『ほんとうのリーダーのみつけ

かた』梨木香歩/著 岩波書店 

★同調圧力が強まる中、本当についてい

くべき存在とは? 

914『ひとりの時間が僕を救う』 

パーカー/著 KADOKAWA  

★大学生 Youtuberの著者は、人見知り

でコミュ障を自称。でもひとりの時間を大

切にしてきたからこそ、本当に大事なこと

や大切な人に出会えたと語る。 

914『ざらざらをさわる』 

三好愛/著 晶文社 

★「普通」の日常からちょっとずつ「普通

じゃない」世界へと向かう、「半日常」エッ

セイ。 

 

┥ 日本の手記       
916『かんもくって何なの!?』 

モリナガアメ/著 合同出版 
★場面緘黙症だった著者が、緘黙が始ま

った幼少期から話せるようになるまでを

漫画化。 
↑
↑ 🥎 野球部が掲載された本・雑誌 🥎 

全国大会に出場した平高野球部が掲載された本＆雑誌、そろっています！ 

097『夢 情熱 甲子園で校歌を』毎日新聞社/編 平田高等学校 

097『夏のセンバツ～青春の夢をここに綴る～』 

島根県立平田高等学校甲子園出場後援会 

783.7『甲子園 2020（週刊朝日 増刊号）』朝日新聞社版 

783.7『輝け甲子園の星 2020 年 3 月号 vol.250』ミライカナイ 

…and more!! 

✲ 注目の 1 冊 ✲ 

『52 ヘルツのクジラたち』 

町田そのこ/著 中央公論新社 

★他のクジラが聞き取れない高い周波数、52 ヘルツ 

で鳴くクジラ。その鳴き声は誰にも届かない…。 

そんなクジラにも似た、孤独な二人が出会ったこと 

から物語は動き始める。             

「すごくオススメの本があるよ!」と友達に勧められ 

た本です。注目されてウレシイ。（by司書） 

本屋大賞 
受賞 

No 
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