
 

いよいよ２学期から１年生はタブレットの導入が始まりましたね。現代の図書館は“図書”だけ

を扱う場所ではなく、“情報”を幅広く扱う場所となっています。田辺高校図書館も様々なサービ

スを導入しています。ぜひ活用してください。 

 

①ネット上で田辺高校図書館の本を検索できる、“カーリル” 

※右のQRコードからアクセス可能。ID、PWはありません。 

 

②小中高等学校向けの電子書籍の定額制読書サービス、“School e-Library” 

読める本は右記の QR コードから確認できます。 

 

③新聞記事を検索したり、小論文対策コンテンツを使えたりする、“朝日けんさくくん” 

※②と③の利用には ID、PWが必要です。利用を希望する人は図書館のカウンターで申し出てくだ

さい。 
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2022年９月田辺高校図書館発行 

（作成：司書 香山） 

３ 新着図書案内 

 図書館に新しく入った本、これから入る本の一部を紹介します。紹介した本は図書館の「新

しく入った本」コーナーに置いています。 

 

語学に関する図書が色々入りました 

【日本語】 

・マンガでわかる 漢字の使い分け図鑑／円満字二郎著 

 

【英語】 

・スヌーピーで学ぶすぐに使える英語表現１０５ 

／小池直己著・訳 

・スヌーピーで学ぶ心に響く英語表現１０５ 

／小池直己著・訳 

・冠詞のトリセツ／小倉弘著、Ｊａｃｋ Ｂａｒｋｅｒ英文校閲 

 

【その他の言語】 

・「リサとガスパール」と一緒にひとことフランス語 

／荒川久美子著 

・羽ばたくロシア語／土岐康子著、三神エレーナ著 

・ニューエクスプレスプラス エスペラント語 

／安達信明著 

・図解スペイン語日常会話ニュアンス使い分けブック 

／平見尚隆著 Ｍａｒｔｈａ Ｈｉｄａｌｇｏ著 

１ 夏休み特別貸出の本の返却、済んでいますか？ 

夏休み特別貸出期間に本を借りた人で、まだ手元に本を持っている人は、 

速やかに返却するか、延長手続きを取るかのどちらか

の手続きをしてください。 

なお現在は通常貸出に戻っていますので、借りられる冊数は６冊まで、貸出期間は１週

間です。また、延滞している本を返却するまで、新しい本は借りられません。 

 

 

 
２ タブレットで便利に使えるサービス、揃っています。 

 

 

 

夏気分を味わい足りないあなたへ 

・眺望絶佳の打ち上げ花火 花火の名前や特徴がわか

るビジュアルブック／金武武著 

・日本の美しいかき氷／小池隆介、市場ゆりこ著 

王道から変わり種まで、見目
み め

麗
うるわ

しいかき氷を紹介。 

 



   

 

 

 

 

 

      
乙女の本棚シリーズ 

・詩集『山羊の歌』より 

／中原中也 著 まくらくらま絵 

・詩集『青猫』より 

／萩原朔太郎著 しきみ絵 

・詩集『叙情小曲集』より 

／室生犀星著 げみ絵 

・瓶詰地獄 

／夢野久作著 ホノジロトヲジ絵 

・女生徒／太宰治著 今井キラ絵 

・春の心臓／Ｗ．Ｂ．イェイツ著 芥川龍

之介訳 ホノジロトヲジ絵 

「乙女の本棚シリーズ」は、日本と世界

の有名な文学に人気イラストレーター

の挿絵を添えた、絵本のようなシリー

ズ。小説としても、画集としても楽しめま

す。なお今回入ったもの以外も田辺高

校図書館に所蔵があります。 

 

たった１°のもどかしさ／横山明日希編著 

「座標から 距離の出し方 知った

けど 距離の詰め方教科書にない」

など、恋愛に数学を絡めた短歌ばか

りを集めた、異色の短歌集。 

小説色々 

・晴れ、時々くらげを呼ぶ／鯨井あめ著 

・早朝始発の殺風景／青崎有吾著 

・エナメル／彩藤アザミ著 

・発注いただきました！／朝井リョウ著 

・春夏秋冬代行者 ２巻上・下／暁佳奈著 

・５分で読める！ぞぞぞっとする怖いはなし 

／『このミステリーがすごい！』編集部編 

・世界怪談集シリーズ／沼野充義ほか編 

中国、ロシア、日本など、日本と世界の

怪談を扱うシリーズです。 

“夢と魔法の王国”で働く！ 

・東京ディズニーリゾートキャスト

の仕事／講談社編 

・ディズニーキャストざわざわ日記

／笠原一郎著 

大手企業を早期退職後、筆者が選ん

だのはディズニーランドでカストー

ディアル（清掃）キャストとして働

くこと。キャストとして勤めた約８

年の経験を赤裸々
せ き ら ら

に語る。 

工学関係の本、色々入りました 

・発明と技術の百科図鑑／ＤＫ社編著 

・今と未来がわかる工場／多田夏代著 

・自動車のしくみパーフェクト事典 

／古川修監修 

・パワーエレクトロニクス／赤津観監修 

・めっちゃ使える！設計目線で見る「部品加

工の基礎知識」 ／藤崎淳子ほか著 

・よくわかる最新シーケンス制御と回路図

の基本／武永行正著 

・よくわかる電気 

／佐々木一平、磯谷祥之共著 

・図解まるわかりＷｅｂ技術のしくみ 

／西村泰洋著 

・よくわかる最新情報セキュリティの技術と

対策／若狭直道著 

プラモはじめます！／香坂きの著 

綺麗に塗装するコツから、リアルな

汚し方、上手な撮影方法まで。「プ

ラモのハードルを下げること」をモ

ットーに、気軽に、そして安く、プ

ラモを楽しむ方法を伝授する。 

＊教職員向けの本 

・スマホで薬物を買う子どもたち 

／瀬戸晴海著 

・心理的安全性のつくりかた 

／石井遼介著 

 

時事的なトピックスを本で学ぶ 

・最新いまさら聞けないビットコインと

ブロックチェーン／大塚雄介著 

・図解でよくわかるスマート農業のき

ほん／野口伸監修 

・図解よくわかるフードテック入門 

／三輪泰史編著 

・感染症時代の新教養「ウイルス」入

門／川口寧監修 
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2022年 10月田辺高校図書館発行 

（作成：司書 香山） 

・ブラッククローバー 31、32巻／田畠裕基著 

・Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 30、31巻／長月達平著 

・ワールドトリガー 25巻／葦原大介著 

・ノーゲームノーライフ 11巻／榎宮祐著 

・ロクでなし魔術講師と禁忌教典９～11巻／羊太郎 著 

・探偵はもう、死んでいる。 ３～５巻／二語十 著 

・文豪ストレイドッグス １３～15巻／朝霧カフカ 原作、春河 35 漫画 

・七つの大罪 11～13巻／鈴木央 著 

・くまクマ熊ベアー４～６巻／せるげい 漫画、くまなの 原作 

 

３ 京都府立図書館の電子書籍等サービスの利用について 

 今年の４月から京都府立図書館で電子書籍、オーディオブックのサービスの提供が始まり

ました。本来であれば、このサービスを受けるためには自分で京都府立図書館で手続きを行

う必要があります。しかし府立学校生徒は、学校の図書館が窓口となり、上記の手続きを代行

し、利用ができるようになりました。利用を希望する生徒には、サービスの利用に必要な ID、

PW を付与します。希望者は司書・香山（かやま）に申し出てください。 

 

＊サービス概要チラシ 

http://www.library.pref.kyoto.jp/contents/wp-content/uploads/2022/04/Flyer.pdf 

 

＊提供される資料 

①電子書籍（約 3,000 冊） 

今のところエンタメ系の資料はなし。探究学習で使うような学術的な本が主です。 

詳細は右記の QR コードから確認できます。 

 

②オーディオブック（約 5,500 冊） 

趣味、実用書が中心です。詳しくは右記の QR コードからリンク先に飛んだ後、 

「所蔵館」を「オーディオブック」に、資料の種類を「オーディオブック」を 

含むもの（すべて、ビジネスなど）に変更し、「集計」ボタンを押してください。 

 

１ 読書週間が始まります 

 食欲、スポーツ、芸術と“秋”に付く枕詞はたくさんありますが、図書館が推したいのはもちろ

ん“読書の秋”です。田辺高校では 11/７（月）～11（金）を 2022 年度の「読書週間」とし、以

下のイベントを行います・ 

 

イベント１ 古雑誌リユース 

①実施予定日：11/７（月）、９（水）、11（金）の放課後 

②リユース対象の雑誌：アニメージュ、声優グランプリ、non・no、ナンバー、スクリーン、イングリッシ

ュジャーナルのうち保存期間の過ぎたもの（概ね１年以上前のバックナンバー） 

③開催方法：開催日に上記６タイトルを毎日少しずつ放出します。もらえる雑誌は１日１人２点まで

（アニメージュと声優グランプリは、１日１人１点まで）。ただし最終日の 11 日は無制限とします。

「この雑誌をもらいます」とカウンターで許可をもらってから、持ち帰ってください。 

 

イベント２ 書厨 2022の配布 

先生方と図書委員のオススメ本を集めた冊子「書厨 2022」を配布します。また、「書厨 2022」

に掲載された本の展示も行います（貸出も可能です）。 

 

２ 図書委員会選書班の活動報告 

 10 月 17 日に図書委員会の選書班で会議を開き、購入するマンガ＆ライトノベルを決定

しました。結果は以下の通りです。貸出の準備ができ次第、「新しく入った本」コーナーに

置いていきます。 

・ＳＰＹ×ＦＡＭＩＬＹ 10 巻／遠藤達哉著 

・ヘタリアＷｏｒｌｄ★Ｓｔａｒｓ ６巻／日丸屋秀和著 

・只野工業高校の日常 ７巻／小賀ちさと著 

・這いよれ！ニャル子さん 12 巻／逢空万太著 

http://www.library.pref.kyoto.jp/contents/wp-content/uploads/2022/04/Flyer.pdf


  

 

 

 

 

 

 

 

    

税金で買った本／ずいの原作 系山冏漫画 

地元の公共図書館を 10 数年ぶりに訪れたヤ

ンキーの石平くん。延滞図書の弁償を求められ

た後、色々あって図書館でアルバイトをすること

になるのだが・・・。公共図書館を舞台にしたお

仕事マンガ。 

田辺高校図書館の本は、以下のカーリルのサイト 

から探すことができます。（QR コードからも飛べます） 

https://private.calil.jp/gk-2003435-f42u4/ 

※校内でのスマホの使用に関しては、学校のルールに従うこと。 

 ４ 新着図書案内 

 図書館に新しく入った本、これから入る本の一部を紹介します。

紹介した本は図書館の「新しく入った本」コーナーに置いています。 

 

自由研究には向かない殺人 

／ホリー・ジャクソン著 

イギリスのある町で起きた少女失踪事件。交際

相手の少年が犯人だとされ、彼はほどなく自ら

命を絶った。それから５年後。同じ町に住む高校

生のピップは、「真犯人は別にいる」と考え、自

由研究の題材として事件の再調査を開始する。

そうしてピップがたどり着いた結末とは！？続編

の「優等生は探偵に向かない」（所蔵ありま

す）もポッドキャストなど最新ツールを駆使した

捜査が面白い。 

続巻＆映画化作品 

・ゴールデンカムイ 31巻 

／野田サトル著 

・久遠の檻 天久鷹央の事件カルテ 

・生命の略奪者 天久鷹央の事件カル

テ／知念実希人著 

・すずめの戸締まり／新海誠著 

・ラーゲリより愛を込めて 

／辺見じゅん原作 

ファミリーランド／澤村伊智著 

テクノロジーの進化は、私たちに幸せな未来を

もたらしてくれるのか？タブレット端末を介した

嫁姑戦争、技術革が可能にした革新的な介護

方法 etc･･･。「こうなったら嫌だなあ」をこれで

もかと詰めこんだ、後味最悪な SF短編集。 

来年から一人暮らしをするあなたに 

・リュウジ式至高のレシピ 

／リュウジ著 

・はじめてのひとり暮らし安心ガイド 

／造事務所編 

部屋探しのコツから引っ越しの段

取り、生活の基礎知識まで。初め

て一人暮らしをする前に知りたい

ことをまとめた１冊。 

語学の天才まで１億光年／高野秀行著 

未知なる生物や国、食べ物などを追

って世界各国を取材する著者。その

取材に欠かせなかったのが“言語”

でした。教科書や文法書すら無いよ

うなものも含め、様々な国や地域、

部族の言語をどうやって学び、習得

してきたのか？その裏側を初公開。 

工業関係の本 

・ドローンのつくり方・飛ばし方 

／野波健蔵ほか共著 

・現場で役立つ旋盤加工の基本と実技 

／石田正治著 

・ギャル電とつくる！バイブステンアゲサ

イバーパンク光り物電子工作 

／ギャル電著 

 

eスポーツの科学／磯貝浩久ほか著 

近年多くの大会が開催され。世界中

で注目されている e スポーツの世

界。ゲーム上達のコツ、健康への影

響、ゲームのポジティブな面とネガ

ティブな面など、e スポーツの様々

な側面を科学的視点から考える。 

マンガで知る、戦争 

・ペリリュー－外伝－ １巻 

／武田一義著 

・総員玉砕せよ！／水木しげる著 

「ゲゲゲの鬼太郎」などで知られ

るマンガ家・水木しげるさんが実

体験を元に、戦地での過酷かつ悲

惨な様子を描いたマンガです。 

https://private.calil.jp/gk-2003435-f42u4/

