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本を読もう！2010
年国民読書年本を読もう！2010
年国民読書年

特
集

　「最近、みなさんは本を読んでいますか？」。私は、昨年から読書をする機会が増えました。それは、久しぶりに

小説を読むようになったからです。

　その本は、新田次郎著『孤高の人』です。最近では、マンガの原案にもなっていることから、知っている方もい

るのではないでしょうか。私がこの本に魅かれたのは、「孤高」という言葉の響きに魅力を感じたからです。この

偶然の出会いが、私の生活の一部を変える「きっかけ」になりました。

　この小説は、加藤文太郎という登山家の一生が描かれています。彼は、限られた人々のものであった登山の世界に、

社会人登山家という道を開拓した昭和初期の人物です。私は、この人物の人柄、夢や目標、日々の姿勢に共感しま

した。これまで登山に興味や関心はなく、意識して登山をおこなったことはありませんでした。この本を読み、こ

れまでの自分の人生を振り返ると、富士山の頂上で夏を過ごすなど、少なからず山との関係があったことに気づき

ました。今では、山の魅力に取りつかれ、登山やフリークライミングなどが趣味のひとつになりました。私は、読

書が自分自身を知る「きっかけ」を与えてくれるものだと思います。

　本の語源は、「物事の基本」からきているといわれています。古くは口伝といわれる方法で、情報が伝えられて

いました。しかし、人間社会が発展されるにつれ、伝承する記録が膨大になり、それを記録する媒介が必要となり

ました。エジプトのパピルスなどはその原型です。紙が中国で発明されると、日本にも製紙法が厩戸王（聖徳太子）

の時代に伝わり、現存する最古の本といわれる厩戸王自筆の『法華義疏』が編纂されました。本は、文化・芸術・

科学技術など時代を超えて継承するための役割も持っています。本から人類は、過去の事実を学び、新しい知識や

見解を開いてきました。読書とは、「温故知新」の実践であり、読み手に何かの「きっかけ」を与えてくれるもの

なのです。

　今年は、「国民読書年」です。今年から読書をはじめてみませんか。図書館では、本が持つさまざまな魅力をキャ

プションにより紹介されています。「読みたい本」を読みにいくのではなく、「読みたくなる本」に出会うために図

書館へと足を運んでみてはいかがでしょうか。本がみなさんとの出会いを待っています。よい本との出会いが、新

しい自分を発見させてくれるチャンスが生まれるかもしれません。今年から是非、図書館に足を運んでみてくだ

さい。

読書は、新しい自分の発見の「きっかけ」。
小野田 敬範 先生（社会科）



食堂かたつむり
小川 糸 著
山あいのふるさとに戻った倫子
は、小さな小さな食堂を始める。
一日一組のお客様だけをもてな
す、決まったメニューのない食
堂。
名女生★おすすめコメント
料理を作ること食べることの幸
せがわかる本。映画にもなりました。

　こんにちは！　文芸部です。私たち文芸部は、文化祭

で宮沢賢治について調べたことを発表しました。皆さん

は調べ物をするときにインターネットを使うと思います

が、他にも何か使いますか？　私たち文芸部は、インター

ネットだけでなく図書館も利用しました。

　我が名古屋女子大学中学校高等学校の図書館は、とて

も利用しやすい施設です。まず、本の数が豊富です。自

分に合った本、今すぐ読みたい本がきっとあるはずです。

もしも本が見つからないときには、優しい司書さんに相

談してみましょう。新しく購入してほしい本があれば、

リクエスト用紙に書いて出すこともできます。本を探し

たい時には、司書さんに聞いてみるのもいいですが、使

いやすいパソコンもあります。図書館内のパソコンはイ

ンターネットもできますし、館内の本の現状をすぐ調べ

ることができるシステムがあります。

　借りたい本が、中学校・高等学校の図書館にはないけ

れど、名古屋女子大学の図書館にある場合は、大学で本

を借りることができます。大学図書館で本を選ぶなんて

カッコいいですね。「ちょっと行きにくいな……」「大学

で本を借りるなんて心臓がバクバクしちゃう」という時

には司書さんに相談してみましょう。なんと、私たちが

直接行かなくても大学の本を取り寄せてもらうことがで

一般開架913-O

新参者
東野圭吾 著
立ちはだかるのは、人情という
名の謎。日本橋の片隅で発見さ
れた四十代女性の絞殺死体。「な
ぜ、あんなにいい人が」と周囲
は声を重ねる。
名女生★おすすめコメント
東京下町を舞台にした、サスペ
ンスだけどホッとあったかいお話。加賀刑事シリー
ズです。

一般開架913-H

風が強く吹いている
三浦しをん 著
才能に恵まれ、走ることを愛し
ながら走ることから見放されか
けていた清瀬灰二と蔵原走。奇
跡のような出会いから、二人は
無謀にも陸上とかけ離れていた
者と箱根駅伝に挑む。たった十
人で。それぞれの「頂点」をめ
ざして…。
名女生★おすすめコメント
とにかくおもしろい！　走ることがきらいな私でも
箱根駅伝をみようと思うくらい。

一般開架913-M

夢をかなえるゾウ
水野敬也 著
「お前なぁ、このままやと

2000%成功でけへんで」ダメ
ダメなサラリーマンの前に突
然現れた関西弁を喋るゾウの姿
をした神様 “ガネーシャ”。成
功するために教えられたことは
「靴をみがく」とか「コンビニ
で募金する」とか地味なものば
かりで…。
名女生★おすすめコメント
ダメダメなサラリーマンの前に突然現れた関西弁を
喋るゾウの姿をした神様 “ガネーシャ” がユニーク。

一般開架913-M

日本の歴史 全 48 巻
石ノ森章太郎 著
マンガという最も現代的な表現
手段で歴史を捉えなおす。
石ノ森章太郎が4年の歳月をか
け完成させたのが、この日本の
歴史です。
名女生★おすすめコメント
日本の歴史がよくわかっておも
しろい本です。48巻読破したい！

一般開架910-I

変身
カフカ 著
主人公はある日、職を失い、家
族の信頼を失う。働くべく前の
職場に行っても追い返され、努
力しても新しい職にもつけな
い。やがて家族の中で「こいつ
はうちに居ない」ことにされる。
名女生★おすすめコメント
人間の内面が毒虫に変身するのか、姿が虫にかわる
のか、今読んでもぞっとするお話。

文庫9-K

終末のフール
伊坂幸太郎 著
あと3年で世界が終わるなら、
何をしますか。犯罪がはびこり、
秩序は崩壊した混乱の中、仙台
市北部の団地に住む人々は、いか
にそれぞれの人生を送るのか ?
名女生★おすすめコメント
あと3年で地球が滅亡するとい
う状況の中、人間にとって幸せとは何か？
今日を生きる大切さを知る本です。

一般開架913-I

最後のひと葉
オー・ヘンリー 著
肺炎に冒された少女が窓から見
える古いツタの葉が減って行く
のを見て自分の命の終わりを覚
悟するのでしたが……。最後の
一行に心震える永遠の名作。
名女生★おすすめコメント
すごく悲しいお話ですが、読ん
でいくうちにオー・ヘンリーの世界に引き込まれます。

一般開架933-H

こころ
夏目漱石 著
「自分は寂しい人間だ」「恋は罪
悪だ」。断片的な言葉の羅列にと
まどいながらも、奇妙な友情で
結ばれている「先生」と私。ある
日、先生から私に遺書が届いた。
エゴイズムと罪の意識の狭間で
苦しむ先生の姿が克明に描かれ
た、時代をこえて読み継がれる夏目漱石の最高傑作。
名女生★おすすめコメント
むずかしいかなと思ったけど、“坊ちゃん” や “我
輩は猫である” よりも面白い。
登場人物の気持ちがひしひしとつたわってきます。

文庫9-N

シャーロットのおくりもの
E. B. ホワイト 著
田舎の農場の納屋に暮らす子ブ
タのウィルバーとクモのシャー
ロットの友情の物語。ハムにさ
れそうな、大切な友だちの子ブ
タを助けるために、シャーロッ
トは、自分のクモの糸で「救命
メッセージ」を書く。そして「奇
跡」は起こる。
名女生★おすすめコメント
こぶたとクモの友情の物語。命の大切さがわかり、
感動の涙があふれてきます。

一般開架933-W

地獄変
芥川龍之介 著
愛娘を犠牲にして芸術の完成を
図る老絵師の苦悩と恍惚を描く
王朝物の傑作
名女生★おすすめコメント
おそろしくて、こわいお話です
が、引き込まれて読んでしまい
ます。

文庫9-A

深夜特急
沢木耕太郎 著
インドのデリーからイギリスの
ロンドンまで、乗合いバスで行
く―。ある日そう思い立った
26歳の〈私〉は、仕事をすべ
て投げ出して旅に出た。1年以
上にわたるユーラシア放浪が、
今始まった。いざ、遠路2万キ
ロ彼方のロンドンへ。
名女生★おすすめコメント
作者の行動力、文化の違い、人々とのふれあいなど、
読んでいるだけで勢いがあふれ、力がみなぎる旅行
記です。

文庫9-S

古事記
これだけは読みたい私の古典
天武天皇は、新たに天皇家を中
心とした日本の歴史を編む必要
があると考え、それぞれの豪族
たちの家に伝えられて来ていた
伝承を集めさせそれらをまとめ
て、歴史書を編集するように命
令した。それが古事記です。
名女生★おすすめコメント
古典ってむずかしいイメージだったけど、日本や世
界のはじまりが実は……コントみたいでおもしろ
かった。これをきっかけに他の古典も読んでみたく
なった。

一般開架918-K

ハリー・ポッターシリーズ
J. K. ローリング 著
緑の眼に黒い髪、
そして額に稲妻
型の傷を持つ、魔
法学校1年生のハ
リー・ポッター
が、邪悪な力との
運命の対決に打ち
勝って行く、夢と冒険、友情の物語。
名女生★おすすめコメント
めちゃくちゃおもしろくてはまる！　ぬけだせませ
ん！　ハリーカッコイイ！映画もおもしろいです。

一般開架933-R

はだしのゲン
中沢啓治 著
戦争や原爆の恐ろしさや、また
それにもめげずに生きるゲン
や登場人物たちの純粋なまで
のひたむきさは、読むものの心
に感動と深い問題提起を投げ
かける。
名女生★おすすめコメント
戦争のおそろしさや核兵器のおそろしさがよくわか
ります。

一般開架726-N

図書館では、おすすめ『ほんの木』を置いて、生徒の皆さんにおすすめ本
を葉っぱや花びらに書いてもらい、展示しています。
その中から何冊か生徒の皆さんのコメントを添えて紹介します。
ぜひ、読んでみてくださいね。

この他、図書館ニュースでは
紹介しきれなかった本を

名女生が選んだ
別冊春のおすすめ本45
という冊子にして紹介しています。

ぜひご覧ください。

きるのです。しかも返却の要請があるま

で、本は中高の図書館に置いてもらえま

す。ただしこの場合、借りてきた本は図

書館内でしか利用することができません。

　さらに、私たち文芸部では、調べたい事柄

を司書さんに伝えておいたところ、それに適した本を選

んで、読むとよい箇所に付箋をつけておいて下さったこ

とがありました。大学の本は難しいものが多く、調べる

のに苦労していたので、とても助かりました。これらの

システムのおかげで、中高の図書館だけでは知ることの

できなかった宮沢賢治の素顔に迫ることができました。

　文芸部では、このように文学について調べて文化祭で

発表したり、自分たちで小説や詩を書く活動をしたりし

て、本に触れて楽しんでいます。

　最近では、インターネットや携帯電話、電子辞書など、

便利なものがありますが、本にはこれらの機器では知る

ことができない情報がたくさんあります。目的のキー

ワードにたどり着くまでに新たな発見をすることもある

でしょう。

　皆さんも授業や趣味で調べものをしたい時は、図書館

を利用してみてはいかがですか？　きっと素敵な本にめ

ぐり合えるはずです。

大曾根美紀　　大西清香　　 加藤由衣
 （高校3-7） （高校3-6） （高校3-6）

これからも
おすすめ『ほんの木』は
皆さんのおすすめコメントで
どんどん成長し続けていきます。
おもしろかった本や感動する本、
みんなにすすめたい本があったら、
ぜひ花びらや葉っぱに書いて
木に貼りつけて下さいね。

おすすめ『ほんの木』が名女生の
読書の輪を広げられたら
いいなあと思います。

文芸部
（H21年度）
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Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度

Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度

1-B･1-Ａの貸出利用が、
とても多くありました。
毎日、授業後、図書館で
本を借りたり読んだりして
いましたね。
他のクラスもたくさん借り
てほしいなあと思います。

今年度は、新書の利用が多くありましたので、新書コーナーの貸出利
用ランキングを作成しました。
その結果、理系の新書が多く貸し出されていることがわかりました。

入館者数

H21年度 貸出利用ランキング

新書コーナー貸出ランキング

書庫 0.6% 一般開架 39.8%

越原文庫
0.2%

文庫 42.6%
新書 11.6%

受験・検定4.1%
越原研修資料 0.1%

参考図書 0.0%
大型本 0.5%

校外学習資料 0.4%

中学 冊数 高校 冊数
1位　1-B 805 2-4 397

2位　1-A 763 2-3 205

3位　2-C 311 1-1 189

4位　1-D 258 3-7 166

5位　1-C 229 1-6 152

配架別貸出表

今年度は、入館者数ならびに貸出利用も大幅に伸びました。
その背景には、閲覧室での授業の実施や新書リストの配布、
受入資料が約 1,700 冊（寄贈も含め図書資料 1686 冊・視
聴覚資料 30件）とたくさん入ったためと考えられます。

平成21年度の利用状況について

貸出冊数（月別）

今年度は、新学期から徐々に貸出利用が多くなり、貸出した資料も読み
物系だけでなく、新書や検定コーナーの資料が多く貸出されました。
この結果を踏まえ、Ｈ22年度も新書や理系資料の充実を図り、調べ学
習や各検定のサポートを行いますので、たくさん利用してくださいね。

今年度は、前年に比べ毎月、約 100 人くらい多く利用しています。
９月の利用が少ないのは、新型インフルエンザによる学校閉鎖のた
め開館日が少ないためです。
秋以降、授業にて閲覧室を利用することが多く、また、授業後の自
己学習の場として多く活用されていることから入館者数は、大幅に
伸びました。
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請求記号
080/S/43
080/S/70
080/S/7
081/I95/427
081/I95/614
080/S/25
080/S/99
081/I95/別
080/C/20
080/S/59
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080/S/100
080/S/65
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貸出回数
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書　名
マンガでわかる色のおもしろ心理学 2
マンガでわかる心理学
マンガでわかる色のおもしろ心理学
心理学ってどんなもの
高校生活 100のアドバイス
ネコ好きがきになる 50の疑問
みんなが気になる食の安全 55の疑問
ぼくたちの今
〈いい子〉じゃなきゃいけないの？
その食べ方が死を招く
みんなが知りたい旅客機の疑問 50
マンガでわかる記憶力の鍛え方
うそつきは得をするのか

昨年度、高校を卒業した先輩から後輩
へ個人キャレル机 ･ 椅子2組と調べ学習
に活用できるポプラディア情報館のセッ
ト・新日本古典文学体系　明治編シリー
ズが贈られました。
図書館の個人キャレルは14席になりま
した。
授業後の自己学習の場として大いに活用
してくださいね。

また、「ポプラディア情報館」は、調べ学習をす
る上で、ニーズの高い情報をテーマ別に1冊に
まとめた学習資料のシリーズです。百科辞典や
データベース「ジャパンナレッジ」と組み合わ
せることにより、調べたいテーマをより深く追
求することが出来ます。

「新日本古典文学大系 ･ 明治編」は、明治期の文
豪作品を厳選し、原点と詳密な注釈を掲載した
わかりやすく読める作品集です。
明治という激動の時代背景とともに人々の心を
揺した作品を読んでみませんか。

卒業記念寄贈品・図書 平成21年度
（平成22年3月卒業）

調べ学習ツールがPowerUp!!しました。

� 図書館ニュースNo.78

卒業記念品として先輩から贈られた「ポプラ
ディア情報館シリーズ」や月刊誌「月刊ポプラ
ディア」・検索システム「ナビポ」と調べ学習
の強力なサポートがさらに充実しました。

「ポプラディア情報館」は、知りたい情報をテー
マ別により詳しく紹介した学習資料集です。
総合百科事典「ポプラディア」とあわせて調べ
ることにより、「なるほど !!」の発見が出来ます。
また、新しく月刊誌「ポプラディア」も雑誌コーナーに入りました。毎月、興味や
関心の高い事柄を中心に調べることの楽しさを伝えます。
さらに図書館のホームページに「ナビポ」を開設しましたので、資料と併用して利
用することが出来るようになりました。図書館では、これらのシリーズの充実を図
るとともにより調べ学習へのサポートを強化していますので、たくさん利用してく
ださいね。

2010年は「国民読書年」として、国をあげて、国民の、
特に若い世代の人たちに読書の価値を見直し、読書を
推進していく年と位置づけています。本校図書館でも
昨年設置した「ほんの木」が皆さんの感想で満開の花

を咲かせました。今号では名女生オススメの本や調べ学習の参考資料など図書館
の紹介をしました。図書館では、これからも皆さんに利用してもらえるように様々
な応援をしていきますのでおおいに活用してください。




