
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより vol.３ 

   

 １ 夏休み特別貸出 

 以下の日程、内容で夏休み特別貸出を行います。なお夏休み中の開館日、開館時間に

ついては後ほど連絡します。 

実施期間：７月 11日（月）～７月 29 日（金） 

貸出冊数：無制限 

最終返却日：８月 26日（金） 

 

 

 

2022年 7月田辺高校図書館発行 

（作成：司書 香山） 

３ 今年度図書委員長、副図書委員長に聞いてみた 

 今年度は   くんが委員長を、  くんが副委員長を務めます。挨拶に代えて、２人に図

書館からの質問に答えてもらいました。 

 
以下、  くんのコメントが「Y」、  くんのコメントが「M」です。 

Q1 田辺高校図書館の好きなところは？ 

・ジャンルを問わす、マンガも小説も揃っているところ（Y） 

・皆が図書館を静かに使ってくれるところや、本を大切に使ってくれる！色々なジャンルがある。（M） 

 

Q2 田辺高校図書館にある本で、１冊オススメするとしたら？ 

・春場ねぎさんの「五等分の花嫁」。（Y） 

・米澤穂信さんの「氷菓」。高校生たちの普通の日常のようなものを描いてあり、謎解きや色々なこと

にヒロインとともに巻き込まれる物語！（M） 

 

Q３ 委員長、副委員長としての抱負など 

・委員長としての責任をしっかり自覚して、恥じない行動を心得ます。（Y） 

・私は図書館が静かな場所、皆が落ち着いて読書や勉強等が行える場所にしたいと思います。あと

学校の生徒の意見も取り入れ、皆が読みたい本などを用意できるようにしたいと思っています。（M） 

２ 図書委員会選書班の活動報告 

 ６月 10 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。今回は司書が事前にピックアップした「貸出の多いマンガ＆ライトノベル」

の中から、どの続巻を買うかを選びました。結果は以下の通りです。すでに図書館に入

っていて、貸出も始めています。 

・SPY×FAMILY８巻／遠藤達哉著 

・ワールドトリガー24 巻／葦原大介著 

・とある科学の超電磁砲 17 巻／鎌池和馬原作、冬川基作画 

・恋と嘘 12 巻 莉々奈編、美咲編／ムサヲ著 

・ブラッククローバー32 巻／田畠裕基著 

・Re:ゼロから始める異世界生活 28、29 巻／長月達平著 

・ソードアート・オンラインプログレッシブ 7、８巻／川原礫著 

・夏目友人帳 24～28 巻／緑川ゆき著 

・ゴールデンカムイ 21～30 巻／野田サトル著 

 

 

４ 新聞データベースを利用できるようになりました！ 

 田辺高校の PTAからご支援を頂き、今年度から新聞データベース（朝日新聞社の「朝日け

んさくくん」）を導入しました。生徒の皆さんも課題や、進路に関する調べ物等に利用するこ

とができます。利用に必要な ID、PW を知りたい人は司書・香山
か や ま

に申し出てください。 

 

■こんなことができます 

・新聞や雑誌の記事を調べて、読むことができます（プリントアウトも可能。一部例外あり）。 

・漢字や時事問題のドリル学習、小論文対策コンテンツが利用できます。 

・自宅からでも利用できます。 



  

 

 

 

 

 

 

  

・僕が愛したすべての君へ／乙野四方字著 

・君を愛したひとりの僕へ／乙野四方字著 

２冊セットで読むことを強くオススメし

たい、パラレルワールドを舞台にした恋

愛小説。「僕が～」から読むと切ない話に、

「君を～」から読むと幸せな話になるよ

うに緻密に計算されています。 

＊眺めて楽しい本 

・サロンバスライフ 

・平成デコトラグラフィティ 

・新日本の絶景＆秘境１５０ 

・世界を魅了する美しい宝石図鑑 

／ジュディス・クロエ著 

＊マンガ、色々 

・戦争は女の顔をしていない１～３

巻／小梅けいと著 

第二次世界大戦中、ロシアでは

男性のみならず女性も従軍し、

戦時下を戦いました。そんな彼

女たちに作家のアレクシエーヴ

ィチ・スヴェトラーナ氏が行っ

たインタビューを、漫画化した

作品です。 

・ヤンキー君と白杖ガール８巻 

／うおやま著 

ドラマ化もされた人気マンガがつ

いに完結！２人の恋の行方は！？ 

＊図書館ではこんなサービス、資料も提供しています。 

①電子書籍 

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 

→使ってみたい人は図書館のカウンターで申込を。 

②カーリル 

ネット上で田辺高校図書館の本を検索できます。 

 

 

・グッバイ宣言 

／Ｃｈｉｎｏｚｏ原作・監修、三月みどり著 

・シェーマ 

／Ｃｈｉｎｏｚｏ原作・監修、三月みどり著 

「もしも『グッバイ宣言』の世界が、小説

になったら･･･」をボカロ P の Chinozo さ

んが想像して作り上げた青春小説。「シェ

ーマ」は４年後の世界を描いた続編です。 

＊進路＆資格関する本 

・声優になるには／山本健翔著 

・介護福祉士になるには／渡辺裕美編著 

・物流業界のしくみとビジネスがこれ１

冊でしっかりわかる教科書 

／ロジ・ソリューション株式会社著 

・音楽で生きる方法／相澤真一ほか著 

・陸上自衛隊ますらお日記 

／ぱやぱやくん著 

・電験三種のギモン・お悩み解決します

／カフェジカ、電験アカデミア共著 

・書くべきネタが思いつく看護医療系小

論文頻出テーマ１５／神尾雄一郎著 

６０分でわかる！メタバース超入門 

／武井勇樹著 

近年注目を集める“メタバー

ス”。「そもそもそれって何？」から

メタバースが変えつつある様々な

業界の今、そして未来予想図まで

をコンパクトにまとめた１冊。 

るるぶゆるキャン△キャンプＢＯＯＫ 

人気マンガのキャラクターと一緒に

キャンプの基本を学ぼう！キャンプ

用具のこと、キャンプに行くまでに考

えるべきことなどを紹介。 

＊その他、小説色々 

・四畳半タイムマシンブルース／森見登美彦著 

・線は、僕を描く／砥上裕將著 

・手のひらの楽園／宮木あや子著 

・夏へのトンネル、さよならの出口／八目迷著 

・わたしは告白ができない。／櫻いいよ著 

・ペッパーズ・ゴースト／伊坂幸太郎著 

・マイクロスパイ・アンサンブル／伊坂幸太郎著 

・クジラアタマの王様／伊坂幸太郎著 

 

 

５ 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。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより vol.４ 

   

 １ 夏休みの開館日について 

７月下旬以降、図書館は下記の予定で開館します。読書や勉強に活用してください。

変更がある場合には図書館前に掲示します。 

 

2022年 7月田辺高校図書館発行 

（作成：司書 香山） 

２ 夏休み特別貸出、実施中 

いつもより長い期間、たくさんの本が借りられます。暑くて外に出たくない時は、 

家の中で読書をして過ごしませんか？  

実施期間：７月 11日（月）～７月 29 日（金） 

貸出冊数：無制限 

最終返却日：８月 26日（金） 

 

３ 図書館の利用方法を復習しよう 

初めての利用や、久しぶりの利用も図書館は大歓迎です。以下、図書館の利用方法を記載し

ますので参考にしてください。分からないことがあれば、遠慮なく聞いてくださいね。 

 

◆本の貸出から返却まで 

①借り方 

コンピュータによる個人バーコード式の貸出しです。図書館に１～３年生全員のバーコード 

を保管してあるので、何も持ってこなくても本を借りることができます。 

カウンターで「学年・組・生徒番号・名前」を言ってください。 

 

②何が借りられるの？ 

・図書と雑誌のバックナンバー（最新号以外の雑誌）が借りられます。 

・電子書籍（School e-Library）や、新聞データベース（朝日新聞社の「朝日けんさくくん」）

も利用できます。どちらも利用には ID、PW が必要です。利用したい人はカウンターで申し出

てください。 

・ＤＶＤやビデオ、新聞は館内利用のみ。貸出不可です。 

 

③返し方 

通常はカウンターの返却箱へ。閉館時には図書館前の返却ポストへ返してください。 

 

④予約サービス 

読みたい本が貸出中の場合には「予約」ができます。「予約」をしておくと、本が返却された

時に優先的に借りられます。希望者はカウンターで申し出てください。 

 

◇本の探し方 

・蔵書検索用コンピュータで検索する。  ・図書館担当の教員や司書に訊く。 

・カーリルの蔵書検索を利用する。   

 

※所蔵状況の確認のみ可。貸出状況については図書館で尋ねてください。 

※校内でのスマホの利用は学校のルールに従うこと。 

開館時間 開館時間

7月20日 水 終業式／8:40～12:30 8月22日 月 CLOSED

7月21日 木 9:00～12:00 8月23日 火 9:00～12:00

7月22日 金 9:00～12:00 8月24日 水 CLOSED

7月23日 土 CLOSED 8月25日 木 始業式／8:40～12:30

7月24日 日 CLOSED 8月26日 金 8:40～17:00

7月25日 月 CLOSED 8月27日 土 CLOSED

7月26日 火 CLOSED 8月28日 日 CLOSED

7月27日 水 9:00～12:00 8月29日 月 8:40～17:00

7月28日 木 9:00～12:00 8月30日 火 8:40～17:00

7月29日 金 9:00～12:00 8月31日 水 8:40～17:00

7/30～8/21　CLOSED



 ４ 本にまつわるコンテストの紹介 

現在、本や読書に関する様々なコンテストが開催されています。興味がある人はぜひ 

チャレンジしてみてください。「学校を通して応募するコンテスト」については田辺高校

図書館が応募の窓口になります。興味がある人は詳しい説明を行いますので、７月末ま

でに司書・香山のところまで来てください。校内応募締め切りは８月 25 日（木）です。 

 

【学校を通して応募するコンテスト】 

①第 11 回子ども読書本のしおりコンテスト（京都府教育委員会・京都府図書館等連絡

協議会主催） 

■内容：読んで面白かった本や感動した本について、文と絵で表現してください。最優

秀作品は“しおり”として配布されるほか、入賞作品は府内各地の図書館で巡回展示も。 

■規定：サイズは約９～10 センチ×約 25～27 センチ。画材は自由。 

 

②令和４年度「本のポップカードコンテスト」（京都府山城教育局主催） 

■内容：読んだ本の魅力・特長などを家族や友人に紹介するための「ポップカード」を

作成してください。入賞作は山城教育局 HP に掲載されます。 

■規定：サイズは A5 判～B5 判。画材は自由。そのほか細かい規定があるので、知りた

い人は聞きに来てください。 

 

【個人で応募するコンテスト】 

※学校を通す必要はありません。下記の QRコードからそれぞれの公式サイトへアクセス

できます。なお校内でのスマホの利用は学校のルールに従うこと。 

 

①第 10 回新潮文庫第９回中高生のためのワタシの一行大賞 

■内容：対象図書の中から、あなたの心に深く残った「一行」を選び、なぜその一行を

選んだのかを書いてください。2022 年「中学生に読んでほしい 30 冊」「高校生に読ん

でほしい 50 冊」選定作品、「新潮文庫の 100 冊」の各冊子に載っているものを対象図

書とします。 

■規定：「一文」を選んだ理由を 100～400 字で書いてください。 

 

②名古屋学院大学商学部主催 【ＰＯＰコンテスト】 

■内容：課題図書から１冊を選び、その本を紹介するＰＯＰを制作します。 

■規定：【総合部門】Ａ６サイズの用紙にＰＯＰを作成します。 

【キャッチコピー部門】キャッチコピーを 25 文字以内（句読点、記号含む）で作成し、 

Ａ６サイズの用紙に横書きで記入。 

※課題図書は「予告された殺人の記録」（G.ガルシア=マルケス著）、「極北の動物誌」（ウィ

リアム・プルーイット著）、「良い値決め 悪い値決め」（田中靖浩著）、「ねこは るすばん」（町

田尚子作）です。 

 

③カクヨム甲子園２０２2 

■内容：高校生限定の文学コンテストです。募集ジャンルは、現代ドラマ、 

エッセイ・ノンフィクション、恋愛、ラブコメ、ミステリー 、ホラー、SF、異世界ファンタ

ジー、現代ファンタジー、歴史・時代・伝奇・詩・童話・その他です。 

■規定：【ロングストーリー部門】6,000 文字以上、20,000 文字以下の作品を募集します 

【ショートストーリー部門】：4,000 文字以下の作品を募集します。 

 

④第３回高校生のための小説甲子園 

■内容：高校生を対象とした文学コンテストです。予選を勝ち抜いた代表者 

７名を、湊かなえ先生が待つ本戦会場（東京の集英社）へ招待します。本戦の課題は当日発

表されます。 

■規定（予選）：400 字詰め原稿用紙 15～30 枚、または 6000～12000 字の短編小説（ジ

ャンルは不問）を執筆してください。作品はオリジナル作品に限ります。 

 

⑤第 13 回高校生絵本翻訳コンテスト 

■内容：英語で書かれた課題絵本をあなたの言葉で翻訳してください。 

■規程：①個人、②全員が同一校に所属する３人以下のグループのいずれかで応募ができま

す。またこのコンクールに応募した人は、神戸女学院大学文学部英文学科総合型選抜の受験

資格が得られます。 

 

① 

② 

③ 

④ ④ 

⑤ 


