
　平成28年度の貸出冊数はほぼ前年度と同数でした。生徒数は減少しましたが、生徒一人当たりの貸出冊数も昨年度と変わらず4冊でした。
ただ、学年・クラスによって偏りがありますので、そこを是正していくことがこれからの課題だと思います。

平成28年度利用状況
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私が本を読むとき
　河上静夏  教諭（理科）

　みなさんは、どんなときにどのような本を読んでいますか？

　私は、新しい知識を増やしたいときやもう少し詳しく知りたいなと思ったときに、それらに関連した本を読むこと

が多いです。自分が探し求めていた情報や誰かに話したくなるようなトリビアが載っていそうな本を発見したときの

瞬間が好きで、私にとっては本選びも大切な時間です。最近は、中学校３年生の理科の授業が『生命の連続性』とい

う単元に入ったので、生き物についてのワクワクするようなネタを求めに本屋へ繰り出しました。今回は、そのとき

に出会った本をみなさんにご紹介します。

　福岡伸一著『遺伝子はダメなあなたを愛している』（朝日文庫）という本です。著者の福岡先生は、青山学院大学

で教授もされている生物学者です。タイトルに遺伝子が入っているし、学者が書いた本はなんだか難しそうと思った

方もいるかもしれません。安心してください。この本は、「コラーゲンは結局、美容にいいの？」、「キノコは野菜な

の？」「ゴキブリなんて絶滅してほしいと思うのは間違い？」というような誰しもが一度は考えてみたことがありそ

うな、ささやかな疑問。「片付けられない女はダメでしょうか。」、「花粉症がつらいです。」というような日常生活で

遭遇する、さまざまな悩み。そんな身近な疑問やお悩みを福岡先生が、生物学の知識を織り交ぜながら、わかりやす

くクスクス笑える要素たっぷりに答えていきます。でも実は悩みに答えているようで、あんまり解決につながってい

ないというのもポイント。解決はしませんが、生物学者ならではの世界観にはなるほどと驚かされます。

　さて、始めの話題に戻りますが、みなさんはどんなときにどのような本を読んでいるのでしょうか。息抜きや趣味

に小説やエッセイなど好きなジャンルの本を読むのも素敵ですね。でも、たまには見聞を広げるために本を読んでみ

てはいかがでしょうか。今は、インターネットでも簡単に知りたい情報にたどり着きます。本で情報を得ることは手

間がかかることのように思うかもしれません。しかし、本だと調べている間に色々な情報を目にすることになります。

一見関係ない部分も自分の視野を広げ、異なる分野に興味を持つきっかけになると思うのです。恵まれたことに、名

女の図書館には専門的な本も豊富に取り揃えてあります。授業で興味を持った内容に関する本を探してみませんか。

きっと知識が増えたり、新たな発見をしたりするはずですよ。
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　文庫コーナーは、小説が多く
あります。
　小さくて持ち運びに便利です。
登下校のお供にぜひどうぞ。

　図書館にあるのは、小説や調べもののための本だけ
じゃない !　悩みに応えてくれる本も、とことん興味
を追求したいあなたにも、合う本がきっとあります。

　ある分野に関連した書物を一定の形式
によって編集・刊行したもの。シリーズ
ともいいます。
　「14歳の世渡り術」など、中高生の皆
さんにフィットした本が置いてあります。
　普段は気づきにくいけれど、ココにも
面白い本がたくさんありますよ！

　みんなが持っている読書
ノートで紹介されている本
はここにあります。
　先生の似顔絵にも注目！ 
とっても似てます！

　新聞・雑誌、新着図書コーナーのなら
びに「図書委員おすすめコーナー」があ
ります。皆さんのクラスの図書委員が選
んだおすすめの本が並んでいます。

　今春、図書館は模様替えをしました。みなさんがより図書館に入りやすく、親しみを持って来てもらえるように
すこしずつ変化していっています。今回は、あらためて館内を紹介してみたいと思います。

Library
Tour

　社会問題から生き方など幅広い分野を、それ
ぞれの専門家がわかりやすく解説してくれる入
門書です。
　中高生向けの「岩波ジュニア新書」や「ちく
まプリマー新書」、理数系のちょっとした疑問
を解決してくれたり、犬猫の飼い方などもわか
る「サイエンスアイ新書」「ブルーバックス」
などがあります。

　中日新聞・日経新聞・読売中高生新聞・
The Japan Times ST の各誌があります。中高生
新聞だけでも読んでおくときっと役に立ちます。
　雑誌は、ダ・ヴィンチやSCREENなど楽しんで
読めるものも多いですよ。

　３人まで同じDVDを見られ
るので、お友達同士で楽しんで
くださいね。

なにかあったらここへ。

話題の作品を
友達と

穴場です

あなたに
ピッタリの本に
出会える

疑問解決！
似顔絵は
必見！

最新流行
Check！

Start !

手作りの
POPに
注目！

お手軽さ
 No.1！＼Welcome／

朝読
Asadoku corner

メディア
Media corner

新聞・雑誌
Shinbun & Zasshi corner

図書委員おすすめ
Toshoiin Osusume corner

カウンター
Counter

文庫
Bunko corner

新書
Shinsyo corner

誌上 ツアー

一般開架
Ippankaika corner

叢書
Sousyo corner

そう しょ
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❶カウンター係  
貸出・返却手続き
ラウンジ文庫の用意（番号シール貼り・リストの作成）

❷広報係  
「新着図書案内」の記事作成
イベントの告知放送原稿の作成

❸展示・館内装飾係  
季節ごとの館内装飾
１階ラウンジ文庫の案内板作成、飾り付け、設置

❹イベント係  
“クリスマスサプライズ貸出”の用意・開催
“第２回名女読書会”の用意・開催

❺選書係  
本校図書館にふさわしい本の選定

ラウンジ内なら読書自由 !
ノートの記入で貸出ＯＫ !

●本の番号
●借りる人の名前
●借りた日、返した日

　図書委員・図書当番は、５つの係に分かれて活動しています。
平成28年度後期には以下のような活動をしました。

　選書係は今回12点の本とDVD を本校図書館のために選びました。名女のみんなに
ぜひ楽しんでもらいたいものばかりです。選書係のコメントとともに一部紹介します。

選 書 係 が 選 ん だ 本 で す !

名女読書会

最後の秘境 東京藝大
天才たちのカオスな日常
二宮敦人著
入試倍率は東大の3倍 !?
音楽科＝キレイ
芸術科＝動物園 !?　常識で
は考えられない世界！　
とにかくおもしろいです !!

さよならを待つ
ふたりのために
ジョン・グリーン著
がん患者のサポートグループ
で出会った二人の生き方、考
え方がそれぞれに興味深く、
感動させられます！

第1位 第2位

7わたしの中のあなた 上・下
選んだ理由●家族の中での自分のあり
かたや、他人にとって自分はどのよう
な存在かを考えさせられる
ような深い作品だと思った
から。

⓾星を追う子ども
選んだ理由●話題となった

「君の名は。」の新海監督が
つくった作品 !

⓬ 冷たい校舎の時は止まる 
上・下

選んだ理由●私はこれを高校生のうち
に読めて良かったと心から
思ったし、仲間の大切さに
気づける良い本だから。

ラウ
ンジ文庫

ノート
記入事項

図書委員・図書当番活動報告

　2017年３月８日、イベント係が中心となり、 “第２回名女読書
会”を開催しました。今回は、自分の好きな本を持ち寄って紹介し
合い、一番読んでみたいと思った本に投票するという形式でしたが、
どの紹介もその本の魅力が伝わってきて、ぜひ読んでみたい！ と
思わされ、大変楽しく充実した会となりました。

平成28年度後期

　東館３階ラウンジから始まった
ラウンジ文庫が１階のラウンジに
も拡大されました。３階とは違っ
た本が入っていますので、どちら
も利用してくださいね !　おもし
ろい本がいっぱいありますよ !!

933
G

9
P
1・2

9
T
1・2

図書委員会主催│第2回│

図書委員と図書当番が準備をしました

タイトル 著者 請求記号
★ Another 綾辻行人 9/A
★ 檸檬 梶井基次郎 9/K

GOTH 乙一 　　
ドロップ 品川ヒロシ 　　

★ バッテリー 1～6 あさのあつこ 9/A/1
★ 珈琲店タレーランの事件簿 岡崎琢磨 9/O
★ 水族館ガール 木宮条太郎 9/M/1

★マークのついた本は図書館にあります。ぜひ、読んでみてください！

その他に紹介された本

読んでもらいたい本

手作りの
参加者募集
ポスター

9名の参加がありました

タイトル 著者
1 見てる、知ってる、考えてる 中島芭旺

2 二重生活 小池真理子
3 太陽 前川知大
4 ひるね姫 神山健治
5 あの人が同窓会に来ない理由 はらだみずき
6 死神の浮力 伊坂幸太郎
7 私の中のあなた 上・下 ジョディ・ピコー
8 ハリー・ポッターと呪いの子

第一部・第二部 J.K. ローリング他

9 ミヤマ物語 第一部～第三部 あさのあつこ
⓾ 星を追う子ども 新海誠
⓫ ミス・ペレグリンと

奇妙なこどもたち 上・下 ランサム・リグズ

⓬ 冷たい校舎の時は止まる 上・下 辻村深月

読

んで
みたい本

読

んで
みたい本

377
N

DVD
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　新学期を迎え今年度の図書館オリエンテーションでは中学校、高校の新1年のみなさんには館内を
ウォークラリーしながら図書館の施設や資料に触れてもらいました。
　図書館では、みなさんの読書を応援する本や授業の参考図書など、常に新しい資料を備えています。
今回は「誌上図書館ツアー」と題して館内の案内を特集しました。新着資料のほか、図書委員や先生方
が選書した本なども増えています。新学期、是非図書館に足を運んでみてください。

平成28年度 卒業記念寄贈品紹介

平成28年度 展示 紹 介

ポプラディアプラス人物事典 全 5 巻
　収録人物 4200 人以上。その 7 割以上の人
物の肖像画や写真が掲載されています。
　特に重要な人物は 1 ～ 2 ページの特大項目
として関連する写真や図表、地図、年表などを
用いてビジュアル豊富に紹介しています。
　また、掲載人物を
32 の ジャンル に わ
け、マークで表示し
ているので、どの分
野で活躍した人物か
一目でわかり、とても
使いやすい事典です。

もっと知りたい日本の美術 全 35 巻
　画家や流派について、その生涯と作品を
オールカラーで紹介しています。
　作品の魅力と本質に迫る美術全集。

冒険の森へ  傑作小説大全 全 20 巻
　“ジャンルを越え、小説の面白さをとことんまで追求した画期的アンソロジー ”
　そうそうたる顔ぶれの編集委員たちが、2000 年以前に発売された小説の中 
から「本当に読んでもらいたい小説」を、ジャンル、出版元を問わず選んだ、
全 254 作品を収録しています。

図書閲覧用スツール 3 個
　新聞・雑誌コーナーに 2 個、一般
開架コーナーに 1 個の計 3 個をいた
だきました。雑誌や本を選んだり、
すこしの時間読みたいときに利用し
てもらえる小さ目のスツールです。

　昨年度、高校を卒業した先輩より卒業記念として図書と図書館用品を寄贈されましたので、紹介します。

　平成28年度も家庭科で絵本の課題に取
り組みました。
　一貫1年生が、それぞれ好きな絵本、思
い出の絵本を選び、印象的な一場面を模写、
コメントを書くという課題です。
　年齢が上がってから読み直すと、また
違った読み方ができ、改めて感動する生徒
もいるようです。
　取り上げた絵本を展示していると手に
取る他学年の生徒も多く、毎年好評の企画
です。

調 べ 学 習

美術部

部 活 動 展 示

課 題 作 品

　一貫１・２年生が平成29年1月28日、土曜
講座で NGO／NPO 法人を訪問しました。事
前学習を図書館資料を使って行い、訪問後は各
グループで協力しレポートをまとめました。

　英語多読資料の「マクミランリーダーズを
読み、本屋さんの POP を作ろう！」コンテス
トに一貫２年生が応募しました。冬休みの課
題として全員で取り組み、応募した結果、優
秀賞に１作品が選ばれました。優秀作品は都
内書店で実際に POP として展示されまし
た。応募作品は図書館にすべて展示
してあります。
　図書館では課題の対象と
した level 1の作品をす
べて購入し、教科と
連携しました。

一貫２年 冬休み英語課題

一貫１年 家庭科絵本課題


