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私の読書幸福論
金 田  南  先生（国語科）

　大学生の頃、バイト代もそこそこで厳しい生活を送っていたときでした。定期代や携帯代でなくなりかけていたお

小遣いをはたいて全巻ハードカバーで揃えた本があります。それは『図書館戦争』シリーズ（有川浩著、メディアワー

クス）です。今ではアニメ化や映画化もされ、かなり多くの人が目にしたことがあるのではないでしょうか。手に取っ

たときは、単純に内容が面白そうだったということと「図書館」という言葉に惹かれただけだったのですが、それが

今ではこの場で紹介したいくらい大好きな本となっているわけです。

　図書館は小学生の頃からお気に入りでした。物静かで紙独特のにおいがする温かい空間とでも言いますか、とにか

く私にとって落ち着ける場所だったのです。『図書館戦争』でも、もちろんそんな図書館の風景は出てきますが、落

ち着く温かい場所でありながら危険な場所でもあるという二面性を持っています。最初読んだときの素直な感想は「あ

り得ない。」でした。普段からミステリーや SF を好んで読むためフィクションはフィクションと割り切っているつ

もりでしたが、図書館が身近な存在だった分受け入れられずにいました。そんなとき、同じようにこの本を手にして

いた友人から言われた一言があります。

　「私たちは、自由に本が読める世界に生まれて来られて良かったね。」

　その言葉を聞いたとき、そんな風に考えて読むこともできるのかと目から鱗でした。また、自分の読みたい本が読

めなかったり、好きな本が突然なくなってしまったりしては確かに困ると納得してしまったのです。それからは、こ

の『図書館戦争』を今までとは違った視点で楽しむことができるようになったと思います。それと同時に「自分の好

きな本を読めること」が素晴らしいことなのだとも考えるようになりました。

　さて、友人の言葉を借りて言うのであれば、自由に本を読むことができる世界に生きているなんて、私たちは幸せ

ですね。自分の興味ある本を、物語、評論、エッセイ、何であろうと手に取ることができるのですから。読書が苦手

な人はこのことを実感できないかもしれません。それでもきっと様々な本に触れるうちに「面白い」「楽しい」と思

える作品に出会って、このことが分かるはずですよ。まずは、図書館におもむいて気になる本を読んでみましょう。

これが本当に大切です。それでは、ここまで原稿を書いていたら何だか読書したい気分になってきたのでこの辺りで

失礼いたします。一足お先に、本を読めることの幸せをかみしめてきますね。
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活 　平成27年度前期の図書委員（一貫 1～
３年生）が記事のアイデアを出すところか
ら始め、調べものをしたり、先生方へ取材
に行ったりして、一枚の新聞を作り上げま
した。「人気の本ランキング」あり、「先生
のおすすめ本インタビュー」あり、「クロ
スワード」や「間違い探し」といったお楽
しみコーナーありと、とてもにぎやかな新
聞となりました。

　平成 27 年度より、高校生、一貫４～
６年生の備品委員が“図書当番”とし
て活躍しています。中学の図書委員と
同様にカウンター業務や本棚の整理、
「図書委員おすすめコーナー」の展示な
どの活動を行いました。また、活動の
ひとつとして図書館に新たに入れる本
を選ぶ作業をしました。「学校図書館に
ふさわしく、たくさんの生徒に読んで
もらいたいもの」を熟考し、選んだ本
はこちらの７冊です。図書館にありま
すので、ぜひ読んでみてくださいね。

　また、新聞に登場した本を集めて「図書
委員おすすめコーナー」に展示しました。
図書委員が採り上げた本なので、大変人気
がありました。

図書委員・図書当番のしごと
Rカウンター業務
　貸出・返却の処理、カウンター内で行え
る図書関連の作業。

R展示
　「図書委員おすすめ」コーナーでおすす
めの本を一冊紹介するためＰＯＰを作成。

R館内装飾
　季節に合わせた館内装飾を施す。

R書架整理
　返却された本を本棚に戻しながら、本棚
のみだれを直す。

R図書館通信
　「図書館通信」の原稿を書く。クラスで
配布する。

R図書委員新聞
　読書・図書館関連のテーマを設け、記事
を作成し、一枚の新聞を作成する。

R選書
　図書館に入れる本を選ぶ。

書館NEWS　2015年 11月

「　書委員新聞」を
発行しました。

　図書委員や図書当番は、日々の

活動で、“図書館の使い方”に詳

しくなっています。本のことや図

書館のことで聞きたいことがある

ときはクラスの図書委員や図書当

番に聞いてみてくださいね。

図書委員大活躍！ 図書館入口のガラス、閲覧室のガラスに
掲示しています。ぜひ見てください。

用

図書当番
大活躍！
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購入実績� 配架場所：（文）文庫  （開）一般開架  （資）受験・検定資料  （大）大型本

書名（著者名） 請求記号（配架場所）
新選組 100 話（鈴木亨） 2/S （文）
流れ星が消えないうちに（橋本紡） 9/H （文）
イソップ株式会社（井上ひさし） 9/I （文）
山賊のむすめローニャ（A・リンドグレーン） 9/L （文）
少女（湊かなえ） 9/M （文）
ソロモンの偽証（宮部みゆき） 9/M/1 （文）
魔女の友達になりませんか？［風の丘のルルー］（村山早紀） 9/M/1 ～ 4 （文）
山霧（永井路子） 9/N/1,2 （文）
引き出しのなかのラブレター（新堂冬樹） 9/S （文）
軍師竹中半兵衛（笹沢左保） 9/S/1,2 （文）
天使のナイフ（薬丸岳） 9/Y （文）
ポジティブの教科書（武田双雲） 159/T （開）
ダイヤモンドより平和がほしい（後藤健二） 302/G （開）
もしも学校に行けたら（後藤健二） 302/G （開）
フランス人は 10 着しか服を持たない（J・Ｌ・スコット） 590/S （開）
５分後に意外な結末 913/G/1 ～ 5 （開）
ラプラスの魔女（東野圭吾） 913/H （開）
壊れた自転車でぼくはゆく（市川拓司） 913/I （開）
億男（川村元気） 913/K （開）
火花（又吉直樹） 913/M （開）
悲嘆の門（宮部みゆき） 913/M/1,2 （開）
竹中半兵衛　小説集（末国善己） 913/S （開）
満願（米沢穂信） 913/Y （開）
友罪（薬丸岳） 913/Y （開）
あぁ一兵卒（木村盛武） 916/K （開）
よくわかる化学基礎＋化学（富田功） 430/T （資）
読むだけ小論文　基礎編・応用編（樋口裕一） 816/H （資）
世界で一番美しい猫の図鑑（T・ピッケラル） 645/P （大）
猫のプシュケ（竹沢汀） 726/T （大）

＊図書館にふさわしくないもの〔マンガ・雑誌・ライトノベル系・ケータイ小説〕は原則として購入しません。

予約用紙はカウンターにあります

予約の本が図書館に戻ってきたら、ここに予約
した人の名前を貼り出します。自分の名前が
あったら、カウンターに借りに来て下さい。

本が図書館に入ったら、リクエストした人
の名前をここに掲示します。自分の名前が
ここに出たらカウンターへ来て下さい

本のタイトルと
審査結果を貼り
出します

新聞・雑誌コーナーを活用しよう！
　新聞・雑誌コーナーには、「中日新聞」「日本経済新聞」「The 
Japan Times ST」「読売中高生新聞」の４紙と、購入している
雑誌が10誌、さらに寄贈される
雑誌が数誌あります。いずれも最
新号の貸出はできませんが、バッ
クナンバーであれば貸出すことも
可能です。もちろん、最新号も
図書館の中であれば、自由に読む
ことができます。受験対策に新聞
や雑誌を読むことはとても有効で
すし、ちょっと一息入れたいとき
に読むために最適な雑誌もありま
す。ぜひ、活用してください。

視聴覚資料を活用しよう！
　本校の図書館には約500タイトルの視聴覚資料（DVD、ブ
ルーレイ）の所蔵があります。
　メディアブースにて、どのタイトルも視聴することが可能で
す。ディズニーのアニメやアメリカンホームドラマなどの中高
生に人気のタイトルも多数所蔵しています。メディアブースで、
ひとつのタイトルを同時に
３人まで見ることができま
す。時間のある放課後や気
分転換をしたいときにぜひ
利用してください。視聴覚
資料も本と同様にリクエス
トを受け付けています。活
用してくださいね。

　読みたいなと思った本や、課題の本がなかった時、または
みんなにもぜひ読んでほしい大好きな本があるけど、図書館
に置いてなかったというときには、購入希望（リクエスト）

を出すことができます！
　図書館カウンターにある
リクエスト用紙に必要事項
を記入してカウンターへ提
出してください！
　購入の可否は受付月の翌
月初めに掲示板でお知らせ
します。

　図書館前掲示板のリクエスト回答結果のコーナーを見て
くださいね。購入決定からすこし待つと、〔リクエストの本
が入りました〕のコーナーにリクエストした人の名前だけ
を貼り出します。自分の名前をみたらカウンターに借りに来
てくださいね。

　今年度、皆さんからのリクエストで購入した本の一覧です。
　小説、問題集や絵本など、さまざまなジャンルの本のリクエスト
をしてくれました。

　たまたま図書館で気になって手にとったその本は、実は誰
かがリクエストしてくれたから図書館にあったのかもしれま
せん。自分のリクエストが誰かのお気に入りになるかもと
思ったらワクワクしませんか？　
　また、話題の本を誰よりも先に読むこともできます。
　いいことずくめのリクエスト、ぜひ利用してみてくださいね。

　ほかに、《予約制度》もあります。
　図書館にある本で読みたい本が貸し出し中
だったとき、予約をすることが出来ます。同じ
く申込用紙をカウンターに提出してください。
　予約した本が戻ってきたら、予約した人の名
前を掲示板の〔予約の本が戻りました〕コーナー
に貼り出します。

購入希望（リクエスト）・予約制度を活用しよう！

予約制度

購入希望（リクエスト）制度
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　今回の特集は「図書館活用」です。授業課題で調べ学習をした成果や、図書委員活動を中心に特集しました。昨

年から活動を開始した図書委員は図書館と皆さんのパイプ役としてますます活躍をしています。今年度前期は委員

が力を合わせて壁新聞を作りました。そのほか、図書委員が皆さんに読んでもらいたい本を選びました。秋も深まっ

て読書の季節到来、壁新聞や図書委員の選んだ本は図書館で掲示・展示していますのでぜひ見にきてください。

図書館で調べ学習をしました

文
化
祭
発
表

　一貫1・2年生、高校１年生・一貫４年生
は学年で決めたテーマについて、総合的な
学習の時間に図書館の資料を使って調べた
ことをまとめ、文化祭で発表しました。
　一貫１年生は、創立100年を迎えた本学
園の創立者越原春子先生について、また創
立者のふるさと東白川村について各グルー
プで調べ、さまざまな形で発表しました。 　一貫２年生は「日本の今に気づこう」というテーマを

掲げ、日本の課題について自分が関心を持ったことを調
べ、個人でレポートを作成し、その後グループごとにそ
れらを「風刺絵本」にし朗読発表しました。
　一貫４年生・高校１年生は「フロアまるごと100年間」
と題し、このフロアをまわれば学園の歴史とともにこの
100年を時代ごとに体験できるよう、各クラスで分担し
各年代を調べました。写真入のレポート展示や昔の制服
の展示をしたり、学園クイズ、戦時中のくらし体験など
もできるおもしろい展示発表になりました。

平成27年6月放送部展示 文化祭放送部展示 平成27年８月 修学旅行報告展示

　前期は６月に放送部が展示
をしてくれました。活動紹介
と手づくりの POP も添えて
活動にかかわる本の展示を
し、好評を博しました。
　また、夏には修学旅行委員
会による修学旅行報告の展示
も展開され、多くの生徒が足
を止めて見入っていました。

部活動・就学旅行の展示紹介

一貫１年
海外旅行パンフレット資料リスト

一貫１年
海外旅行パンフレット調べ方

一貫２年
歴史人物新聞

一貫３年
新聞記事切り抜き新聞

　文化祭で一貫1～3年社会科の夏の課題展示発表
がありました。図書館で調べ方の手引きや資料リス
トを作成し配布、みんな夏休みの長期貸出を利用し
て資料を借りて調べ、その成果を発表しました。

文化祭で夏休みの課題発表

一貫
2年生

高校
1年生

一貫
4年生

一貫
1年生


