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本からたくさんのことを学ぼう！

竹 中 聖 教諭（数学科）

私は幼少期から身体を動かして遊ぶことが好きだったので、読書にたくさんの時間を費やしてきたわけではありませ
ん。じっとしていることが苦手だったので、本を延々と読むということにすごく抵抗がありました。
そんな私ですが、あることをきっかけに読書習慣を身に付けることができました。教員となって部活動の顧問を任さ
れた頃のことです。顧問をしているチームがなかなか勝つことができない時期が続き、すごく悩んでいました。そういっ
た中でふと目に入った、ある先生の机の上にあった「最強チーム勝利の方程式
わら

能代工バスケ部物語」という本が読ん

すが

でみたくなりました。たまたま図書館に同じ本があったので、藁にも縋る思いで借りて読むことにしました。「自分が
悩んでいることの答えが書いてあるのではないか。」「『もっとこういう風にしたほうがいい』などの部活指導の手がか
りが見つかるのではないか。
」と思ったのです。今までだったら、一冊の本を集中して読むことができませんでしたが、
自分では珍しく熱中して本を読んでいました。その本の中に、自分が悩んでいることに対しての答えが書いてあったわ
けではありませんでしたが、先人たちの経験、組織作り、指導法に触れることができたので、すごく勉強になりました。
それ以来、もっとたくさんのことを勉強したいと思うようになり、今では履正社高校野球部監督の本「教えすぎない教
え」や帝京大学ラグビー部監督の本「常勝集団のプリンシプル」といった、様々なジャンルの指導者の指導法などの本
を自ら買って、本を読むことが増えました。そういった本を読むことで、部活指導、組織作りや雰囲気づくりなど、今
まで自分にはなかった考えや、成功した指導者が指導するにあたって大事にしている部分などたくさんのことを学ぶこ
とができました。
本を読むのに抵抗を感じるという人でも、何気ない悩みやたまたま読んだ本がきっかけで、私みたいに本を読むこと
に抵抗がなくなるかもしれません。中学生や高校生のときに、私もよく周りの人に「本を読みなさい。
」と言われてき
ました。
「なぜ読まないといけないのか。
」
「読む必要なんてないじゃないか。」と考えてきましたが、本を読むようになっ
て、自分の見識が広がったように感じています。このような経験から皆さんにも自分の考え、知識、見識を広げるため
に本を読むことをおすすめします。コロナ禍の今は、なかなか出かけることもできないと思います。これを機に図書館
に行って、どんな本でもいいので手に取ってみましょう。きっと今までとは違った考えや物の見方ができるようになる
と思います。

素敵 な 本 との 出会 い 方
みなさんは最近どんな本と出会いましたか？ 図書館には、毎月100 冊ほどの新着図書が入ります。楽しめる小説やために
なる学習の本など、バリエーションも豊富です。図書館で素敵な本と出会って“おうち時間”を充実させてみませんか？

読みたい本を

探そう

OPAC の使い方

図書館で本を選ぶには、どうしたらよいのでしょうか？ 直接本棚を見て、ピンと来た本を借りてみると
いうのもひとつの方法ですが、読みたい本の書名や著者名が分かっているときや、キーワードで本を探した
オーパック

いときには、蔵書検索システム OPAC を使って検索することをおすすめします。本校図書館の OPAC は、

図書館ホームページにありますので、ぜひ使ってみてください。図書館ホームページへは、学校ホームページ
のバナーから、または “名古屋女子大学中学校・高等学校図書館” で検索してアクセスできます。

教科書に載っていた
夏目漱石の「こころ」が
読みたいな…。

❷ 候 補を絞り込みたいときは、
「検索条件を表示する」を
クリックしてください。

候補が
650 件も！

図書館ホームページ https://lib.meijodai.ed.jp

❷

図書館へ
探しに行こう！

❺ 検索結果をメモします。
● 書名
● 配架場所
● 請求記号
・分類記号1・2
・副本記号

❺

詳細情報を
表示する

著者が「夏目漱石」と分かって
いるので、著者名を追加する

書名の「こころ」を入力

❶

12 件に
絞り込めた！
…この本にしよう
かな？

❸

❶
「フリーワードで探す」の検索窓に探したい
本のタイトルやキーワードなどを入力し、検
索ボタンを押します。

検索のコツ

❸検索条件の他の項目に追加情報を入力し、検索ボタ
ンを押します。

❹

候補の中から、目当ての
本のタイトルをクリック

自分の探している本に早くたどり着くためには、検索の仕方を工夫する必要があります。

一つのキーワードだけでは、候補が多すぎる場合、二つ以上の
キーワードを入力して検索すると、自分が求めている本に近づけ
る可能性が高まります。

書名や著者名を入力するときは、漢字変換にも注意が必要です。
誤った漢字を入力していると所蔵していてもヒットしません。また、
漢字表記の部分と仮名表記の部分が混在している書名などで検索す
る場合、その通りに入力しないとヒットしません。どの部分が漢字
かわからないときは、すべて仮名で入力するとヒットします。

キーワードとキーワードの間にはスペースを入力します。

「こころ」と「夏目漱石」の二つ
のキーワードを入れて検索した結
果、漱石の
「こころ」
そのものだけ
でなく、解釈本や
「こころ」が登
場する別の小説、
「こころ」につい
て語ったエッセイなど、
「こころ」
にまつわる様々な本が出てきまし
た。このように複数のキーワード
で検索すると候補が絞られるだけ
でなく、
思わぬ結果が得られて、初
めの目的とは別の本との出会いと
なることもあります！
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例

吉野源三郎著『君たちはどう生きるか』を所蔵しているか
OPAC で検索してみます。
君たちはどう生きるか

書名の通りの入力なのでヒットします。

きみたちはどう生きるか

仮名表記ではない部分が仮名になって
いるので、ヒットしません。

君達はどう生きるか

漢字表記ではない部分が漢字になって
いるので、ヒットしません。

きみたちはどういきるか

すべて仮名入力なので、ヒットします。

検索のコツをつかんで、手早く読みたい本を探せるようになると、
よりたくさんの本を読むことが出来るようになります。家庭のパソ
コンやスマートフォンからもアクセスできますので、気になる本が
あるときには OPAC で検索する習慣をつけてくださいね。

図 書 委 員・ 図 書 当 番 の

おすすめ本との出会い

図書委員おすすめコーナー

図書委員・図書当番がおすすめの本を手作りの POP で紹介しています。

図書委員選書

図書委員選書は、現在 243 点を所蔵しています。読みや

令和３年度前期は５点の紹介がありました。毎回、様々な本が紹介されて

すい小説やエッセイ、勉強の参考になる本など様々な本があ

いますので、きっと気になる一冊に出会うことができますよ！

りますので、ぜひ借りて読んでみてください！ 令和３年度

羅生門 蜘蛛の糸 杜子春

後宮の烏

外十八篇

白川紺子
（集英社）

芥川龍之介
（文藝春秋）

９
Ａ

勉強が楽しくなっちゃう本

QuizKnock 著（朝日新聞出版）

❾文字のレイアウトで魅せる広告デザイン

パイ インターナショナル 著（PIE International／2018 年）
選書理由▶目をひくようなレイアウトの仕方が300以
上収録されており、デザインについてとても参考になる
内容の本だったから。

913
Ｕ

川端康成（新潮社）

９
Ｋ

読みたい本が図書館にないというときは……

リクエスト制度を活用しよう！

リクエスト用紙は
図書館カウンター
にあります

図書館に希望する本がない場合は、
「リク
エスト制度」を利用してみましょう。リクエスト
用紙に必要事項を記入して提出してください。
審査を通り図書館に入った本は、リクエスト
した人が一番に借りることができます！

請求記号
書名（著者名）
9/F
時給三〇〇円の死神（藤まる）
9/H
聖女の救済（東野圭吾）
9/H
沈黙のパレード（東野圭吾）
9/I
いま、会いにゆきます（市川拓司）
9/R
西部戦線異状なし（レマルク）
9/T
あらくれ（徳田秋声）
319/U
アウシュヴィッツのコーヒー（臼井隆一郎）
ツッコミたくなるおさかな図鑑
487/S
（さかなのおにいさん かわちゃん）
❾ 文字のレイアウトで魅せる広告デザイン
674/P
（パイ インターナショナル）
❿ 迷子の星たちのメリーゴーラウンド（日向理恵子）913/H
913/S
⓫ キャプテンマークと銭湯と（佐藤いつ子）
⓬ マハーバーラタ 上・中・下
929/R/1〜3
（C. ラージャーゴーパーラーチャリ）
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽

調べ学習や進路を考えるときに……

お役立ち本に注目！

調べ学習に
図書館には、調べ学習に役立つ借りられる本が多くあります。
調べの課題が出たときには、インターネットで調べるだけでな
く、図書館の本を借りて、じっくりと調べることをおすすめし
ます。本は、多くの人が情報を精査して作られているため、イ
ンターネットよりも正確な情報が得られる可能性が高いです。

令和３年度前期リクエスト制度で入った図書

世界の国々について調べるなら

エリア・スタディーズシリーズ（明石書店）

一般
開架

302
Ａ
１〜

世界各国の概要を様々な面から
調べることができるシリーズで
す。 本 校 の 図 書 館 は、200冊
以上所蔵しています。知りたい
国の一冊をぜひ手にとってみて
ください。

文庫

進路を考えるときに
一般開架

請求記号
書 名（著者名）
9/A
また君と出会う未来のために（阿部暁子）
9/A
毒 ポイズン（赤川次郎）
9/F
平成くん、さようなら（古市憲寿）
9/K
ドロシイ殺し（小林泰三）
9/K
「レ・ミゼラブル」百六景（鹿島 茂）
もしも高校四年生があったら、英語を話せるようになるか（金沢 優）9/K
9/K
心霊探偵八雲 SECRET FILES 絆（神永 学）
9/S/1
マイ・ディア・ポリスマン（小路幸也）
159/K
伝えよう心にのこる偉人たちの名言（国土社編集部 編）
よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ図鑑（大野萌子）361/O
726/I/2021
イラストレーション 2021（平泉康児 編）
913/A
死にたがりの君に贈る物語（綾崎 隼）
913/A
赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。
（青柳碧人）
913/A/2
invert 城塚翡翠倒叙集（相沢沙呼）
913/G
5 秒後に意外な結末 アポロンの黄色い太陽（桃戸ハル）
913/M/3
神さまのいる書店 想い巡りあう秋（三萩せんや）
913/O
母影（尾崎世界観）
913/Y
泡沫少女とイデアの少年（yukkedoluce）

世紀の小説
『レ・ミゼラブル』の誕生（デイヴィッド・ベロス）

令和３年度前期図書委員選書一覧

54字の物語 氏田雄介（PHP 研究所）

雪国

❹いま、会いにゆきます

市川拓司 著（小学館／2007年）
選書理由▶すでに亡くなっている妻がある日突然現れ、
残された父子と過ごす不思議な数週間の物語。失って気
づく大切なものの描写が素敵だから。

９
Ｓ
１

379
Q

前期の図書委員選書から２冊紹介します。

953/B

よく
「リクエスト制度」を利用している生徒からひと言！
読みたい本が入れてもらえて、とても便利な制度だと思います。
みなさんにも利用をおすすめします！ ［一貫２年生 Ｙさん］
リクエストした人が読み終えて返却された本は、
「新着図書コーナー」に並び
ますので、みなさんもぜひ読んでくださいね！

みなさんは進路に悩んだとき、どうしていますか？ 図書館
には、将来について考えるときに役立つ本がたくさんあります。
自分の好きなことから職業を見つけられる本、なりたい職業が
決まっている人には、職業別のなり方ガイドや実際にその職業
の現場の様子を知ることができる本など、種類も豊富です。図
書館の本を見ているうちに自分に適した将来の進路が見つかる
かもしれませんよ！
好きなモノから
見つけるお仕事
1～4

藤田晃之 監修 366
学研プラス
Ｆ
（2018年）
1~ 4

受験・検定資料

もっとやりたい
仕事がある !
池上 彰 著・監修
小学館
（2017年）

366
Ｉ

受験・検定資料
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図書 委員だより

令和３年度前期の図書委員・図書当番は、広報、展示・館内装飾、イベント企画、選書の４つの活動に各自が任意で参加し、複数
の仕事に携わりました。コロナ禍での感染症対策を行いながら、一冊でも多くの本をみなさんに届けようと活動しました。
夏休み前に行った図書館イベント『図書館ひらめきクイズ』も大盛況で、たくさんの人に楽しんでもらうことができました。

広報 

●

「新着図書案内 2021

イベント企画 

夏号」と「図書館ひらめ

するために必要な様々なことを相談して決めました！ 企画だけでなく、開催

きクイズのポスター」を

期間中は、たくさんクイズを考えました。

作成し、クラスや学校内
の掲示板で公開しまし

図書委員の ・なぞなぞ（イベント用のクイズ）

声

た。新しい号やイベント
開催期間中には図書館の

を考えるのが難しかったです。

・イベントを企画したときに意外
と時間が短くて、もっと時間が
あったらいいなぁと思いました。

HP でも見ることができるので、ぜひチェックして

みてくださいね♪
図書委員の

・新しい本
（新着）
の紹介文を考えることがとても楽しかったです。

声

・自分でおすすめの本を選んだりして楽しかったです。
●

図書館にある本の中で、みなさんにおすすめしたい本を一人１冊選び、

POP を作成しました。全部で５点作ることができました。それぞれ選ぶ本
こ こん

に個性が出ていて、古 今 色々な本を選ぶことができたと思います。週に一
回の活動で、ひと月以上かけて作った作品ばかりです。詳細は中面で紹介し
ているので、ぜひ見てください。
図書委員の ・どれもやりがいがあって楽しそうだったので、最初に決めるときはす
ごく悩みました。POP 作りはうまく作れたので楽しかったです。

・展示の POP を作るのがとても楽しかったのですが、時間が少なく完
成に時間がかかってしまって……でも、無事完成できたので満足です。
・今まで以上に自分の好きな本について考え直す機会ができて、もう一度
読んでみようと思いました。今までより読書時間が増えて良かったです。

選書 

イベント「図書館ひらめきクイズ」開催
内容

図書委員の ・初めて選書の仕事をしましたが、時間が物足りなく感じました。
・選書で、どのような本を選ぶべきか考えることができて楽しかったです。
・イベントを考えたり、図書館に入れる本を選んだりしたけど、どちらの
活動もすごく楽しくできました。

令和３年度

調べ学習支援

イベント企画の際に決めたこと
名称・内容・ルール・クイズの内容・
景品の交換点数 などなど

５P
３P
１P

2021 年 7 月 5 日㊊〜 19 日㊊
クイズの答えとなる本を借りるとポイントがもら

え、ためたポイントと景品を交換できます。クイズは簡単
な問題から、図書館の本を調べないと分からない難しい問
題まで、難易度別に３種類用意しました。難易度によって

クイズはポイント別にコルク
ボードにピンでとめました！

ポイント数が変わります。１日１回しか参加できません。
正解数

開催期間中 11 日間の正解数は 152 問！ 平日は

毎日平均 14 人がクイズに挑戦しました。
中には、難しい問題を解くのを毎日楽しみ
にしていた参加者もいたそうです。
景品

映画のポスターや雑誌の付録、文具

類。
最終日には、
文具などがすべてなくなっ
毎日参加してポイントを全部貯めた人も！

てしまいました！

参加者の

・とても面白かった！毎日挑戦していました。３ポイント問題は、ひら
めいて正解が分かるととてもたのしかったです。
［一貫２年生 Ｙさん］

声

・５ポイント問題は、調べる問題が多くて難しかったけど、解けたとき
に達成感がありました！
［一貫２年生 Ｍさん］

●

名女のみなさんにぜひ読んでもらいたい本を選びました！ ほとんどの人
が他の役割も担っている中での選書でしたが、限られた時間の中で 12 点選
ぶことができました。詳細は中面で紹介しています。

声

＼がんばって企画したイベントです！／
期間

展示・館内装飾 

声

●

イベントの発案から、期間やルールなどの具体的な内容まで、イベントを実行

一日当たりの生徒貸出冊数と入館者数（前年度同月比 )
生徒貸出冊数

83％UP !

入館者数

73％UP !

後期図書館イベント

「しりとり読書」開催予定

前年度の 7 月と比べて生徒貸出冊数、
入館者数ともに大幅に増加しました！
実施時期：2022 年 1/12 ㊌～2/4 ㊎
詳細は 12 月にイベントポスターで紹介します。
楽しみにしていてくださいね♪

図書館で調べ学習を行った学年のなかで、館内にて掲示した成果物について紹介します。

一貫１年 ● 学園の歴史 

一貫２年 ● 歴史新聞をつくろう！ 

総合

社会

一貫１年生は「学園の歴史」について調べた結果を模造

一貫２年生は夏休みの課題として、歴史上の人物または出来事を取り上げて

紙にまとめました。閲覧室にある越原研修資料で、学園の

歴史新聞を作る課題に取り組みました。図書館では選んだ歴史上の人物などの

歴史や創立者である越原春子先生について調べました。展
示物は折り紙や切り紙で飾り付けをしたものや、クイズ形
式にしたものなど、それぞれの班の

越原研修資料
コーナー

資料を探したり、借りたりしました。紫式部や弁慶、徳川家康など、幅広い人
物が取り上げられていて、それぞれ個性が光る歴史新聞となっています。

工夫などを見ることができました。

高校3年 ● ドイツとポーランドの比較 

地理Ｂ

高校３年生の地理Ｂの授業では、図書館でドイツとポーラ
ンドについて調べ、比較した結果を模
造紙にまとめました。食や民族・文化
など様々な観点からわかりやすくまと
められた資料は、他の学年の生徒から
も好評で、総合の調べ学習で資料を作
成するときに参考のために見に来る生
徒がいたほどです。

こんな立体的な工夫もありました！
ポケットから弁慶の七つ道具がずら～り

図書館では、他にも探究学習や
授業での調べ学習の支援を行って
います。
一貫 1 年生 ● まち探検事前学習

一貫 2 年生
● 環境調べ学習
● NPO 団体訪問の事前学習
一貫 4 年・高校 1 年生
● 大学調べ

一貫 4・5 年生、高校 1・2年生
● 高大連携体験授業事前学習

今号では、『素敵
な本との出会い方』
をテーマに図書館に
あるさまざまな資料
の紹介と出会い方（探し方）を紹介しました。
また、残念ながらお目当ての本が無かった場合
にはリクエストをすることもできます。図書館
では皆さんの図書との素敵な出会いをお手伝い
していますので先ずは図書館に足を運んでみて
ください。
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