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 ２学期が始まりました。今年の夏はコロナと猛暑の影響で例年通りにはいかないものの、今しか

できない体験ができたでしょうか。夏の図書館は自習や閲覧の生徒でいつも満員御礼、３密が気に

なりながらも嬉しい限りでした。マスク着用での入館のご協力に感謝します。 

 夏休み中に、「世界遺産姫路城の障子紙を漉
す

いて張る」活動として、生徒有志による原料（コウゾ・

ガンピ）採取に始まり、熟練の技を持つ職人さんたちからマンツーマン指導を受けながら紙漉き、障

子張りまで行われました。（詳細は本校ＨＰで紹介しているので、ぜひご覧ください！） 

参加した生徒の中から「昔からなじんできたお城に自分たちの漉いた紙があるのは誇りです」と

いう言葉が聞かれました。世界遺産に自分の功績を残す、この経験は誇りであり財産です。１学期就

業通告の中で田靡校長がくださったメッセージ「琴丘プライド」、まさしくそれです。２学期も琴丘

でしかできない授業、行事に、全身全霊で取り組み、楽しみ、充実した高校生活を送りましょう。 

 

《特集》紙に関する本 ― 探究活動のテーマにいかが？ ― 

 私たち日本人が幼いころから親しんできた「和紙」。日本の気候や文化に沿って作られ、繊細だけ

ど「千年以上もつ」と言われるほど優れた保存性があり、文化財の修復に広く使われています。 

 図書館に「紙に関する本」コーナーを、カウンター向かいに設置してあります。ぜひ手に取って

「紙」の奥深さに触れてみてください。 

 

☜『おもしろサイエンス 匠の技の科学 材料編・動作編』 

 京都工芸繊維大学伝統みらい教育研究センター編 

                    ／日刊工業新聞社 

近代以前から蓄積されてきた「匠の技」は、日本のものづくりのバック

ボーンであり、伝統産業だけでなく、機械化された現代工業にも応用

できるヒントを秘め、今なお重要な役割を果たしています。 

☺おしらせ☺     ～図書館のタブレットの貸出について～ 

 図書館のタブレットを、調べ学習やレポート作成などにぜひ活用してください。 

教員の監督下であれば、館外への持ち出しや使用時間の延長も可能です。利用を希望す

る際は、図書館の教員に声をかけてください。なお、利用の際には個人の Google アカウ

ント（メールアドレスとパスワード）が必要になります。 

今後、皆さんが使いやすいように、館内のタブレットの半分は職員室で借りられるよう

にする予定です。 



☜『和紙の里探訪記－全国三百ヵ所を歩く』菊地正浩著／草思社 

 日本は紙の国である。伝統文化を守り、懐かしい風景を残す手漉き和紙の 

里は、もはや消えゆくのか。 

 

『ブックデザイナー・名久井直子が訪ねる紙ものづくりの現場から』 ☞ 
グラフィック社 

本という物質ができあがるまでの行程だけでも、実にいろんな職種のプロフェッショ 

ナルの方々が活躍してくれています。紙をつくる人、印刷をする人、製本をする人 

…どの作業が抜けても本は形になることができません。 

☜『もうすぐ絶滅するという紙の書物について』 

エーコ・ウンベルト他著／工藤妙子訳 

／CCC メディアハウス 

この対談は、「グーテンベルクの銀河系」と呼ばれる書物の宇宙への温かい賛辞であり、本を読み、愛

玩するすべての人を魅了するでしょう。すでに電子書籍を愛用している人だって、本書を読んで紙の本が

恋しくならないともかぎりません。（ジャン＝フィリップ・ド・トナック） 

 

 

《特集Ⅰ》第１６３回 芥川賞・直木賞受賞作発表！ 

 ２０２０年７月１５日に選考会が行われました。 

〈芥川賞〉高山羽根子『首里の馬』（新潮社） 

     遠野遥『破局』（河出書房新社） 

〈直木賞〉馳星周『少年と犬』（文藝春秋） 

 併せて、要望のあった２０２０年本屋大賞 

「翻訳小説部門」１位になった 

ソン・ウォンピョン『アーモンド』（祥伝社） 

 も新しく図書館に入っています。とりあえず長いものに巻かれてみませんか？ 

 

《特集Ⅱ》小論文なんてこわくない！ 

 ２学期になり、小論文対策コーナーの本を借りていったり、文章の下書きを書いていたりする生

徒がしばしば見られるようになりました。今年度の入試は、コロナ禍で例年通りいかない状況もあ

るかと思いますが、持ち前の力を十分発揮できるよう準備をしっかりしておくとよいと思います。 

 小論文対策に役に立つ本が新しく入っていますので、ぜひ活用してください。 

☆『２０２１新小論文ノート』代々木ゼミナール編／代々木ライブラリー 

☆『時事から学ぶ小論文〈第２号〉科学編・〈第３号〉医療編』朝日新聞社教育総合本部編／朝日新聞出版 

☆『小論文これだけ！模範解答 経済・経営編/医学・看護・医療編/教育深掘り編』樋口雄一他著／東洋経済新報社 

☆『自分だけの物語で逆転合格する 総合・推薦入試 志望理由書＆面接』竹内麦村著／学研プラス 

新着図書紹介 

 

紙の本は、電子書籍に 

駆逐されてしまうのか？ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名 著者・編集者名 出版社

一人で思う、二人で語る、みんなで考える　実践！ロジコミ・メソッド 追手門学院大学成熟社会研究所 岩波書店

学生・研究者のための使える！PowerPointスライドデザイン　伝わるプレゼン　１つの原理と３つの技術 宮野公樹 化学同人

哲学用語図鑑 田中正人 プレジデント社

続・哲学用語図鑑　中国・日本・英米（分析哲学）編 田中正人 プレジデント社

図解　心理学用語大全―人物と用語でたどる心の学問 齊藤勇 誠文堂新光社

やり抜く人の９つの習慣~コロンビア大学の成功の科学 ハルバーソン他 ディスカバー・トゥエンティワン

自分を操る超集中力 DaiGo かんき出版

英語で学ぶカーネギー「人の動かし方」 木村和美 講談社

異端のすすめ―強みを武器にする生き方 橋下 徹 ＳＢクリエイティブ

世界の神様解剖図鑑~神話の世界がマルわかり 平藤喜久子 エクスナレッジ

反応しない練習~あらゆる悩みが消えていくブッダの超・合理的な「考え方」 草薙龍瞬 KADOKAWA

宿無し弘文~スティーブ・ジョブズの禅僧 柳田由紀子 集英社インターナショナル

青木裕司世界史B講義の実況中継①～④ 青木裕司 語学春秋社

関関同立大世界史（河合塾シリーズ） 植村光雄他 河合出版

関関同立大日本史（河合塾シリーズ） 青木和子他 河合出版

石川晶康日本史B講義の実況中継①～④ 石川晶康 語学春秋社

京大芸人式日本史 菅広文 幻冬舎

京都異界紀行 西川照子 講談社

女帝小池百合子 石井妙子 文芸春秋

人物叢書　新装版　藤原冬嗣 虎尾達哉 吉川弘文館

平将門と天慶の乱 乃至政彦 講談社

人物叢書　新装版　上杉謙信 山田邦明 吉川弘文館

東海道新幹線の車窓はこんなに面白い！ 栗原景 東洋経済新報社

『大和名所図会』のおもしろさ 森田恭二 和泉書院

図典「大和名所図会」を読むー奈良名所むかし案内 本渡章 創元社

ワイルドサイドをほっつき歩け ブレイディみかこ 筑摩書房

不快な表現をやめさせたい！？―こわれゆく「思想の自由市場」 紙屋高雪 かもがわ出版

街場の日韓論 内田樹 晶文社

世界経済図説　第四版 宮崎勇他 岩波書店

ブエノス・ディアス、ニッポン―外国人が生きる「もうひとつのニッポン」 ななころび やおき ラティーナ

経営学を楽しく学ぶ　Ver.４ 齊藤毅憲 中央経済社

ゼロ秒思考~頭がよくなる世界一シンプルなトレーニング 赤羽雄二 ダイヤモンド社

９９％の人が知らない数字に強くなる裏ワザ３０－パパッと計算、サクッと考える仕事術 深沢真太郎 ダイヤモンド社

コミック版　さおだけ屋はなぜ潰れないのか？ 山田真哉 KADOKAWA

数学女子智香が教える　仕事で数字を使うって、こういうことです。 深沢真太郎 日本経済新聞出版社

高校生のための税金入門 小塚真啓 三省堂

近代家族の成立と終焉（新版） 上野千鶴子 岩波書店

人と上手に「うちとける」ヒント~心がほっとする「つき合い方」 潮凪 洋介 三笠書房

働き方の哲学~３６０度の視点で仕事を考える 村山昇 ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ･ﾄｩｴﾝﾃｨﾜﾝ

資格取り方選び方全ガイド〈２０２２年版〉 高橋書店編集部 高橋書店

できちゃいました！フツーの学校 富士晴英とゆかいな仲間たち 岩波書店

２２世紀を見る君たちへ~これからを生きるための「練習問題」 平田オリザ 講談社

教科書をハックする―２１世紀の学びを実現する授業のつくり方 レント・リリア・コセット 新評論

２０２０入試対策　医学部面接ノート ＳＡＰＩＸ　ＹＯＺＥＭＩ　ＧＲＯＵＰ 代々木ライブラリー

大学教授が、「研究だけ」していると思ったら、大間違いだ！~「不人気学科教授」奮闘記 斎藤恭一 イースト・プレス

世界一わかりやすい　業界と職種がわかる＆選ぶ本〈’２１〉 イノウ ソシム

９２歳の現役保育士が伝えたい親子で幸せになる子育て 大川繁子 実務教育出版

世界一やさしい！微生物図鑑 鈴木智順 新星出版社

病魔という悪の物語~チフスのメアリー 金森修 筑摩書房

３類　社会科学（政治・法律・経済・社会・教育）

４類　自然科学（数学・医学）

０類　総記

１類　哲学

２類　歴史
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書名 著者・編集者名 出版社

はじめてのバイク スタジオタッククリエイティブ

ありえない！町工場~２０年で売上１０倍！見学希望者殺到！ 久保 寛一 あさ出版

５G－次世代移動通信規格の可能性 森川博之 岩波書店

リンネル特別編集　簡単、おしゃれなマスクの作り方 今井綾子他 宝島社

決定版！ラクラク作れて、男子も女子も喜ぶ！中高生の大満足弁当３００ 上島亜紀 ナツメ社

不思議なお菓子レシピ　サイエンススイーツ 太田さちか マイルスタッフ

うちのトイプーがアイドルすぎる。１，２巻 道雪 葵 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

新幹線お掃除の天使たちー「世界一の現場力」はどう生まれたか？ 遠藤功 あさ出版

現代アートをたのしむ~人生を豊かに変える５つの扉 原田マハ他 祥伝社

歌川国芳~遊戯と反骨の奇才絵師 歌川国芳 河出書房新社

カメラはじめます！ こいし ゆうか サンクチュアリ出版

配色アイデア手帖　世界を彩る色と文化―めくって旅する新しいデザインの本　完全保存版 桜井 輝子 ＳＢクリエイティブ

松竹と東宝－興業をビジネスにした男たち 中川右介 光文社

アニメ「オーバーロード」ⅡⅢ完全設定資料集 ホビー書籍編集部 KADOKAWA

あっ！命の授業 ゴルゴ松本 廣済堂出版

新世界 西野亮廣 KADOKAWA

スペイン流２大テクニック運ぶドリブル＆抜くドリブルをマスターする本　新版 川島和彦他 マイナビ出版

流れを引き寄せる！バレーボールサーブ　必勝のポイント５０ オーカバレーボールクラブ 三松堂

スペイン人はなぜ小さいのにサッカーが強いのかー日本がワールドカップで勝つためのヒント 村松尚登 ソフトバンククリエイティブ

マルチアングル戦術図解バレーボールの戦い方－攻守に有効なプレーの選択肢を広げる 高橋宏文 ベースボール・マガジン社

１００％ムックシリーズ　完全ガイドシリーズ　ＭＯＮＯＱＬＯ特　山登り完全ガイド 晋遊舎

忍者大図鑑 - 人物・忍具・忍術 山田 雄司 金の星社

大学入学共通テスト国語［現代文］の点数が面白いほどとれる本 浦貴邑他 KADOKAWA

歌でおぼえる古典文法・文学史 鈴木一雄 河合出版

迷った時にすぐ引ける勘違い敬語の辞典 西谷裕子 東京堂出版

中高生からの論文入門 小笠原喜康他 講談社

最新版大学生のためのレポート・論文術 小笠原喜康 講談社

大学入学共通テスト英語［リーディング］の点数が面白いほどとれる本 竹岡広信 KADOKAWA

同時通訳者の頭の中~あなたの英語勉強法がガラリと変わる 関谷英里子 祥伝社

みんなのぶっちゃけ！英会話 英会話イーオン/読売中高生新聞編集室 かんき出版

ＴＨＥ　ＨＡＰＰＹ　ＰＲＩＮＣＥの原文を書き手の話し手の心で読む 田村 和子 東京図書出版

夏井いつきの俳句ことはじめ―俳句をはじめる前に聞きたい４０のこと 夏井いつき ナツメ社

これは経費では落ちません！~経理部の森若さん　７巻 青木祐子 集英社

逆ソクラテス 伊坂幸太郎 集英社

明るい夜に出かけて 佐藤 多佳子 新潮社

一人称単数 村上春樹 文藝春秋

破局 遠野遥 河出書房新社

Ｒ帝国 中村文則 中公文庫

でーれーガールズ 原田マハ 祥伝社

まほろ駅前多田便利軒 三浦しをん 文芸春秋

白の皇国物語１７～２０巻 白沢戌亥 アルファポリス

謹訳源氏物語 二 林望 祥伝社

月までの三キロ 伊予原新 新潮社

日本の美徳 瀬戸内寂聴他 中央公論新社

ドナルド・キーンの東京下町日記 ドナルド・キーン 中日新聞東京本社

旅のつばくろ 沢木耕太郎 新潮社

黄犬交遊抄 ドナルドキーン 岩波書店

明日は、いずこの空の下 上橋菜穂子 講談社

アーヤと魔女 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ 徳間書店

イエスの学校時代 J・M・クッツェー 早川書房

８類　言語

９類　文学

５類　技術（工学）

６類　産業（商業）

７類　芸術（諸芸・マンガ）
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