
　今年度は対昨年度では貸出冊数は減少していますが、生徒一人当たりの貸出冊数はほぼ横ばいでした。
　コーナー別でみると文庫の貸出比率が高いのは、軽いため通学途中などに気軽に読めること、人気の小説が充実してきたことによると思われます。
また、授業などで新書を取り上げられることも多くなり、新書の貸出率も上がっています。
　新しく設置した「叢書コーナー」は、放課後の自習で利用の多い閲覧室にあるため、目に留まりやすく、興味を持って借りた生徒も多かったようです。
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2015年、新たな「出会い」を
山手弘子  先生（社会科）

　2015年、新校舎が完成し新入生を迎えて、本校は新たな出会いで活気づいています。

　この原稿を書いているのは少し前の時期なのですが、今読んでいるのは伊坂幸太郎著『アイネクライネナハトムジー

ク』（幻冬舎）という本です。「アイネクライネナハトムジーク（Eine�kleine�Nachtmusik）」はドイツ語で、直訳

すれば「小さな夜の曲」となります。このタイトルは、モーツァルトの作品でおなじみの方も多いのではないでしょ

うか。伊坂さんの作品といえば、『死神の精度』『チルドレン』『終末のフール』など短編集では文章のテンポがよく、

読後感が爽やかなのでたびたび読んでは読み返しています。それぞれ異なる短編が読み進めるうちにリンクし始め

て、「さっき出た人、ここの場面でこうきたか」という予想外の展開が突然来るので、その点が大変面白いと思います。

伊坂さんの作品では、短編同士の小さなつながりが長編の１つの大きな世界を創り出していて、その世界に存在する

人たちの、個々の目線が短編として構成されているという感じです。

　私たちのリアルな世界もこれに似ていて、個々の人生が「短編」になっていて、その「短編」同士のリンクがあち

こちにあり、それがまた次の何かへとつながって、１つの大きなまとまりを創り出していくのかも知れません。ただ、

小説と違うのは、その先の展開や結末をまだ誰も知らないというところでしょうか。

　『アイネクライネナハトムジーク』に話を戻しますと、この本ができたきっかけは、伊坂さんがアーティストの斉

藤和義さんの新曲のために、短編を書き下ろしたことだそうです。斉藤さんのファンである伊坂さんが本当は作詞を

頼まれたものの、「詞は書けないけど、小説なら」ということで短編を書いたそうです（といってもなかなかできる

ことではありませんが）。この小説を原案として完成した曲が『ベリーベリーストロング～アイネクライネ～』。あの

短編が曲になると、どんな感じになるのでしょうか。早速、聴いてみようと思っています。これもまた、私と斉藤和

義さんとの新しい出会いにつながっていきそうです。

　ある１冊の本を通じて、新たな出会いが生まれます。図書館にある数々の本から、どれだけの出会いが生まれるの

でしょうか。2015年春、図書館に一歩踏み出してみて下さい。たくさんの本たちが新たな「出会い」を準備して、

私たちを待っています。
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2 図書館ニュースNo.88

　図書委員は、1週間に3日、昼放課の12時45分か
ら1時5分までの間に仕事をします。主にカウンター作
業や、おすすめの本を展示しています。
　他にも、季節ごとにイベントを開いたり、様々な活
動をしています。
　私たち図書委員は一人でも多くの人に本を好きに
なってもらうために月に一度、みんなで集まって話し合
いをし、自分たちの改善点を探したり、［図書館通信］
でクラスに伝えたいことをまとめています。
　本はたくさんのことを教えてくれるとともに、自分
が実際に体験しているかのように思うことができます。
　自分の興味のある分野や、たまたま手に取った本で
も読んでみると新しい発見があるかもしれません。最初
は簡単な本からでもいいので是非図書館に足を運んで
みて下さい。� （図書委員長 田中亜実）

図書館では、図書委員がさまざまな活動をしています。

　平成26年度後期の図書委員は以下の

5つの活動を行いました。

①お昼休みのカウンター当番
②「図書委員おすすめコーナー」の展示
③「図書館通信」の配布
④本棚の整理・整頓
⑤自分のクラスの人気本アンケート
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3図書館ニュースNo.88

演劇部　平成26年12月展示
茶道部　平成27年3月展示

　図書館では、部活動との連携を行っています。
　昨年度は、文芸部と歴史研究部、今年度は、文
芸部、J.R.C. 部、放送部、演劇部、茶道部に継
続的に部活動展示を行ってもらいました。
　友人による展示なので足を止めて熱心に見入る
生徒も多く、なかには展示されている部に興味を
持ち、部に加入した生徒もいました。

　使いこなせば、あなたの図書館ライフが何倍も充実
します。
　まずは基本的なことから……OPAC（蔵書検索）
とは、図書館で本を探すためのシステムです。
　OPAC（蔵書検索）で本を検索するには“検索キー
ワード”が必要です。
　先生から配られたプリントに書いてあったテーマを
そのまま入力してもヒットしません。
　なぜなら、これは図書館の本を探すための蔵書検索
だからです。書名のキーワードで検索しないとうまく
見つけられません。では、どうすればいいでしょうか。

�

　探したい本のテーマのキーワードを考え、みつけ、
キーワードで検索しましょう�
●�“の”、“と”などの代わりに□（スペース）を入れ
ます。

●�“～について”など余計な言葉は取り除きましょう。
●�漢字を間違えたりするとヒットしません。自信がな
い時や、あるはずなのにヒットしない場合は、すべ
てひらがなかカタカナで検索しましょう。

�

　たとえば「女性が働くことについて」調べたい時、
キーワードは“女性”“労働”（＝「働く」を言い換え
る）です。
　「女性□労働」で検索してみましょう。キーワード
の組み合わせで検索すると、自分の求めている本によ
り効率よく近づけます。キーワード
が多すぎたら減らしたり、少なすぎ
たら足したり、言葉を換えてみたり
して、工夫して検索しましょう。

　「名女の素100のレシピ」は、朝読書
や、普段の読書、教科の勉強のきっかけ
になる本など、さまざまなジャンルの本
が載っています。すべての本を先生方が
選んでくれました。
　「名女の素100のレシピ」と図書館を活用してたくさんの本に触れてみま
しょう。

図書館では、資料の提供だけではなく、
さまざまな試みをしています。
　ここで一部を紹介します。

OPAC（蔵書検索）を知ろう
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4 図書館ニュースNo.88

あしたをつかめ平成若者仕事図鑑DVD30巻
　あらゆる職種の先輩たちが、実際
に働く現場を見ることができるの
で、将来就きたい職業を探す参考と
なるDVDです。
　行きたい大学を決めるのも、就き
たい仕事探しがしっかりとできてい
るかにかかっています。ぜひ、活用
してください。

世界の美術館DVD全20巻
　名作として評価を得ている絵
画、美術史を展望する上で欠かせ
ない作品を厳選し収録。登場画家
数は276名、ヨーロッパを代表
する18美術館の絵画1058点に
のぼる圧倒的なボリュームの美術
全集。絵画の全体映像はもちろんのこと、こ
れまで捉えることが難しかった絵画の細部を
も見事に捉えた、最高クオリティーの鮮明画
像で見ることができます。

　平成26年度も高校３年生が“国語表現”の
授業で、古典文学を週刊誌の記事風に紹介する
というレポートを作成しました。中高図書館の
資料だけでなく、大学図書館からも資料を取寄
せ、題材選びから物語の把握、さらには物語の
背景まで調べて作成されたレポートは、大変面

白い仕上が
りとなりま
した。

コレクション日本歌人選全60巻
　柿本人麻呂から寺山修司、塚本邦雄まで、日
本の代表的歌人の秀歌そのものを、堪能できる
ように編んだ、初めてのアンソロジー、全60冊。
各歌には現代語訳、ふりがな、丁寧な解説
つきで中学生から大人まで幅広い年代に読
める内容となっています。

叢書コーナーを設置しました
　閲覧室東側の書架に“叢書コーナー”を設置
しました。「叢書」とは、あるひとつのテーマ
に沿って編集されたシリーズ本のことです。お
気に入りのシリーズ本を探すときには、“叢書
コーナー”を利用してください。

　今回は、図書委員の活動を中心に、クラブの紹介展示や朝読コーナーなど、図書館のさまざまなサービスを

紹介しました。図書委員が作成した本の紹介コーナーやクラスの人気本アンケートなど、皆さんもう見てもら

えたでしょうか？　4月から新しい校舎ができて図書館が一層近くになりました。新学期、新入生の皆さんは

もちろん、在学生のみなさんも大いに活用してください。

モノから見えるグローバル経済� �
DVD12巻

　世界の経済はいま、どんな状況にある
のか？　あらゆる“モノ”を通してみえ
てくる世界経済の現状を映像で学習する
ことができます。世界経済を学ぶことで、
グローバルな視野を身に着けましょう。

昨年度、高校を卒業した先輩よりたくさんの贈り物を頂きましたので、紹介します。平成26年度卒業記念寄贈品紹介

授業の成果発表 図書館よりお知らせ

最新号は
コチラ

バックナンバー
（過去1カ月分）
はコチラ

新聞・雑誌コーナーに仲間入りしました
　国内外のニュースをわかりやすく解説する
記事、スポーツ、ファッションの最新事情は
もちろん、英語などの学習面や将来の就職に
つながる知識まで、中高生に役立つ情報満載
の“読売中高生新聞”が新聞・雑誌コーナーに
仲間入りしました。ぜひ活用してください！

出来上がった
レポートは図書館
で展示しました DOJIN選書

岩波科学ライブラリー
よりみちパン！セ
河出ブックス　など


