
       

第７号 令和２（2020）年 １２月発行 
 人々の記憶に強く刻まれることになった２０２０年、早いもの

であとひと月になりました。新型コロナウイルス感染者が急増し、

明るいニュースがなかなか聞かれませんが、１２月はやはりクリ

スマス。街のイルミネーションを見るだけで、心躍りますね。 

 期末考査が始まります。２学期の集大成、体調管理をしっかり行

いながら、計画的に勉強を進め、持ち前の力を発揮してください。 

図書館への来館も待っています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 開室時間 行事予定 日 曜 開室時間 行事予定

1 火 8：30～16：30 1 金 元旦

2 水 8：30～16：30 2 土

3 木 8：30～15：00 期末考査① 3 日

4 金 8：30～15：00 期末考査② 4 月 閉館

5 土 5 火 閉館

6 日 6 水 閉館

7 月 8：30～15：00 期末考査③ 7 木 8：30～15：00 始業式

8 火 8：30～15：00 期末考査④ 8 金 8：30～16：30 課題考査

9 水 8：30～15：00 期末考査⑤ 9 土

10 木 8：30～16：30 10 日

11 金 8：30～15：00 短縮授業開始 11 月 成人の日

12 土 12 火 8：30～16：30

13 日 13 水 8：30～16：30 ２年修学旅行（～15日）

14 月 8：30～15：00 球技大会①（半日） 14 木 8：30～16：30

15 火 8：30～15：00 球技大会②（半日） 15 金 8：30～16：30

16 水 8：30～15：00 16 土 大学入学共通テスト

17 木 8：30～15：00 三者懇談（～23日） 17 日 大学入学共通テスト

18 金 8：30～15：00 18 月 8：30～16：30

19 土 19 火 8：30～16：30

20 日 20 水 8：30～16：30 木版刷り（15:30～16:30）

21 月 8：30～15：00 21 木 8：30～16：30 卒業考査①

22 火 8：30～15：00 22 金 8：30～16：30 卒業考査②

23 水 8：30～15：00 23 土

24 木 8：30～15：00 終業式 24 日

25 金 閉館 25 月 8：30～16：30 卒業考査③

26 土 26 火 8：30～16：30 卒業考査④

27 日 27 水 8：30～16：30 卒業考査⑤

28 月 閉館 28 木 8：30～16：30 卒業考査再試験①

29 火 閉館 29 金 8：30～16：30 卒業考査再試験②

30 水 閉館 30 土 大学入学共通テスト

31 木 閉館 31 日 大学入学共通テスト

令和２年度　１２月１月図書館開館スケジュール
１２月 １月

琴丘高校 図書館だより   

 

 

 



１ 図書館企画「名所図会に親しむ」 が行われました！  
 

１１月１２日（木）放課後、一般参加生徒

８名を迎え、『播州名所巡覧図絵』の中から５

つの場面を図書部生徒が解説、その後、好き

な場面を選び、アクリル絵の具を使って塗り

絵を楽しみました。短時間でしたが、新聞社

２社の取材もあり、江戸時代の名所図会に触

れるという貴重な体験ができました。 

後日、図書部作成の図書だよりや HP で詳

細を報告する予定です。          図書館の書庫には実はこんな貴重なお宝が眠っているのです☝ 

２ 図書館企画第２弾！ 「木版刷り体験」   江戸時代から伝わる印刷文化を体験しよう！ 

江戸時代の版木（印刷のために文字や絵画などを反転させて刻した板）を使って、美濃和紙

に版刷りしてみませんか？ コロナ禍で様々なイベントや体験が制限される中ですが、なんと

琴丘高校で伝統文化に触れることができるんです！ 海外渡航や交流が難しい今だからこそ、日

本文化の神髄を知ろう！参加申し込みは、後日お知らせします。 
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日 時：１月２0日（水）１５：３０～１６：３０  場 所：図書館    

定 員：１２名    持ち物：日本文化への探究心・好奇心、楽しむ気持ち♪ 

 

書名 著者・編集者名 出版社

人工知能　仕事編　面接官も芸術家も、ぜんぶAI！社会に進出するAIの仕事が

わかる！！
松原仁 ニュートンプレス

U18世の中ガイドブック　ネットとSNSを安全に使いこなす方法 ルーイ・ストウェル 東京書籍

学校図書館　ひらめきアイデアノート 竹内純子 少年写真新聞社

多様なニーズによりそう学校図書館 野口武悟他 少年写真新聞社

現代哲学の最前線（NHK出版新書） 仲正昌樹 NHK出版

大和魂のゆくえ（インターナショナル新書） 島田裕巳 集英社

１は赤い。そして世界は緑と青でできている。―「文字に色が見える」共感覚

のはなし
望月 菜南子 飛鳥新社

「これから」の時代を生きる君たちへ　イタリア・ミラノの校長先生からの

メッセージ
ドメニコ・スキラーチェ 世界文化社

きちんと生きてる人がやっぱり強い：胸を張って愚直に歩いてゆく（KAWADE

夢新書）
内海実 河出書房新社

歴史のＩＦ（もしも）（扶桑社新書） 本郷 和人 扶桑社

くらべる時代　昭和と平成 おかべたかし 東京書籍

古代メソポタミア全史―シュメル、バビロニアからサーサーン朝ペルシアまで

（中公新書）
小林 登志子 中央公論新社

超約ヨーロッパの歴史 ジョン・ハースト 東京書籍

ペルソナ―脳に潜む闇（講談社現代新書） 中野 信子 講談社

くらべる京都 おかべたかし 東京書籍

０類　総記

１類　哲学

２類　歴史



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書名 著者・編集者名 出版社

未来を見る力－人口減少に負けない思考法（PHP新書） 河合雅司 PHP研究所

沖縄から貧困がなくならない本当の理由（光文社新書） 樋口 耕太郎 光文社

コロナ後の世界（文春新書） 大野和基 文藝春秋

データでわかる２０３０年地球のすがた（日経プレミアシリーズ） 夫馬憲治 日経BP

変質する世界：ウィズコロナの経済と社会（PHP新書） Voice編集部 PHP研究所

２１Lessons　２１世紀の人類のための２１の思考 ユヴァル・ノア・ハラリ 東京書籍

緊急提言　パンデミック－寄稿とインタビュー ユヴァル・ノア・ハラリ 河出書房新社

文藝春秋オピニオン　２０２１年の論点１００ 文春ムック 文藝春秋

民主主義とは何か（講談社現代新書） 宇野 重規 講談社

最新図解　いちばんやさしい地政学の本―激動の時代にもっとも必

要な学問
沢辺 有司 彩図社

アメリカの政党政治―建国から２５０年の軌跡（中公新書） 岡山 裕 中央公論新社

政治家の覚悟（文春新書） 菅 義偉 文藝春秋

アメリカ大統領選（岩波新書） 久保文明他 岩波書店

簡単解説今さら聞けないアメリカ大統領選のしくみ 文響社編集部 文響社

公務員という仕事（ちくまプリマー新書） 村木 厚子 筑摩書房

歴史の教訓：「失敗の本質」と国家戦略（新潮新書） 兼原信克 新潮社

私たちはどんな世界を生きているか（講談社現代新書） 西谷 修 講談社

国民を守れない日本の法律―感染症、自然災害、ミサイル、侵略行為（扶桑社

新書）
田上 嘉一 扶桑社

SDGｓ（持続可能な開発目標）（中公新書） 蟹江憲史 中央公論新社

高校生からの経済入門 中央大学経済学部 中央大学出版部

貧乏国ニッポン：ますます転落する国でどう生きるか（幻冬舎新書）加谷珪一 幻冬舎

日本の少子化対策はなぜ失敗したのか？：結婚・出産が回避される本当の原因

（光文社新書）
山田昌弘 光文社

Ｔｈｉｎｋ　ＣＩＶＩＬＩＴＹ―「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である クリスティーン・ポラス 東洋経済新報社

すごい準備 栗原甚 アスコム

くらべる値段 おかべたかし 東京書籍

アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書 アンドリュー・O・スミス SBクリエイティブ

社会を知るためには（ちくまプリマー新書） 筒井 淳也 筑摩書房

くらべる日本東西南北 おかべたかし 東京書籍

くらべる世界 おかべたかし 東京書籍

くらべる東西 おかべたかし 東京書籍

同調圧力―日本社会はなぜ息苦しいのか（講談社現代新書） 鴻上尚史 講談社

人は見た目！と言うけれど（岩波ジュニア新書） 外川浩子 岩波書店

男性の育休―家族・企業・経済はこう変わる（PHP新書） 小室 淑恵他 PHP研究所

「母と息子」の日本論 品田知美 亜紀書房

「男女格差後進国」の衝撃―無意識のジェンダー・バイアスを克服する（小学

館新書）
治部 れんげ 小学館

女子力革命 萱野稔人 東京書籍

娘のトリセツ（小学館新書） 黒川 伊保子 小学館

子どもを守る仕事（ちくまプリマー新書） 佐藤 優他 筑摩書房

書き方のコツがよくわかる理系小論文－頻出テーマ１５ 高橋廣敏 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

大学大倒産時代―都会で消える大学、地方で伸びる大学（朝日新書） 木村 誠 朝日新聞出版

マンガでわかる境界知能とグレーゾーンの子どもたち 宮口 幸治 扶桑社

息子のトリセツ（扶桑社新書） 黒川 伊保子 扶桑社

隣のアボリジニ―小さな町に暮らす先住民（ちくま文庫） 上橋 菜穂子 筑摩書房

忘れられた日本人（岩波文庫） 宮本常一 岩波書店

学校制服とは何か―その歴史と思想（朝日新書） 小林 哲夫 朝日新聞出版

fashion 世界服飾大図鑑コンパクト版 深井晃子 河出書房新社

辺境メシ―ヤバそうだから食べてみた（文春文庫） 高野秀行 文藝春秋

幻のアフリカ納豆を追え！そして現れた“サピエンス納豆” 高野 秀行 新潮社

３類　社会科学（政治・法律・経済・社会・教育）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球４６億年：地球が凍る！生物が大量絶滅する！地球４６億年が、１冊です

べてわかる！！
川上紳一 ニュートンプレス

顕微鏡のすべて （新装版） 井上 勤 地人書館

はずれ者が進化をつくる：生き物をめぐる個性の秘密（ちくまプリマ―新書） 稲垣栄洋 筑摩書房

珪藻美術館 - ちいさな・ちいさな・ガラスの世界（たくさんのふしぎ傑作集） 奥修 福音館書店

ips細胞の研究室 京都大学ips細胞研究所 東京書籍

薬に頼らず家庭で治せる発達障害とのつき合い方 ロバート・メリロ クロスメディア・パブリッシング

U18世の中ガイドブック　じぶんのこころとうまく付き合う方法 アリス・ジェームズ他 東京書籍

私は殺していません：無実の訴え１２年　滋賀・呼吸器事件 中日新聞編集局 中日新聞社

１キロ１００万円の塩をつくる―常識を超えて「おいしい」を生み出す１０人

（ポプラ新書）
川内 イオ ポプラ社

U18世の中ガイドブック　お金のしくみを知りかしこく扱う方法 ジェーン・ビンハム 東京書籍

素手のふるまい 鷲田清一 朝日文庫

町まちの文字　完全版 蓜島 庸二 グラフィック社

空は、 ＨＡＢＵ パイインターナショナル

歌舞伎　家と血と藝（講談社現代新書） 中川 右介 講談社

ヒラメキや考える力が身につくマッチ棒クイズ 栗田常雄 実業之日本社

目でみる漢字 おかべたかし 東京書籍

似ていることば おかべたかし 東京書籍

読むだけ小論文　法・政治・経済・人文・情報系編　パワーアップ版 樋口裕一 学研プラス

読むだけ小論文　基礎編　パワーアップ版 樋口裕一 学研プラス

大阪ことば学（岩波現代文庫） 尾上圭介 岩波書店

似ている英語 おかべたかし 東京書籍

本を読むときに何が起きているのか―ことばとビジュアルの間、目と頭の間 ピーター・メンデルサンド フィルムアート社

いまこそ「小松左京」を読み直す（NHK出版新書） 宮崎哲弥 NHK出版

うたの動物記（朝日文庫） 小池光 朝日新聞出版

あん ドリアン助川 ポプラ社

ルカの方舟（講談社文庫） 伊与原 新 講談社

活版印刷三日月堂（ポプラ文庫）全６巻 ほしさなえ ポプラ社

死者と言葉を交わすなかれ（講談社タイガ） 森川 智喜 講談社

さざなみのよる 木皿泉 河出書房新社

妻は忘れない（新潮文庫） 矢樹 純 新潮社

昨日星を探した言い訳 河野裕 KADOKAWA

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人 双葉社

Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活（MF文庫）１８～２２巻 長月 達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

向日葵を手折る 彩坂 美月 実業之日本社

笑え、シャイロック（角川文庫） 中山 七里 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

ムシカ　鎮虫譜 井上真偽 実業之日本社

後悔病棟（小学館文庫） 垣谷美雨 小学館

希望病棟（小学館文庫） 垣谷美雨 小学館

冬虫夏草（新潮文庫） 梨木 香歩 新潮社

わたし、定時で帰ります。（新潮文庫） 朱野 帰子 新潮社

手長姫　英霊の声　1938-1966（新潮文庫） 三島由紀夫 新潮社

彗星物語（文春文庫） 宮本 輝 文藝春秋

風待ちのひと（ポプラ文庫） 伊吹有喜 ポプラ社

とわの庭 小川糸 新潮社

徒然草をよみなおす（ちくまプリマ―新書） 小川 剛生 筑摩書房

図書室で暮らしたい（講談社文庫） 辻村　深月 講談社

文字に美はありや。（文春文庫） 伊集院静 文藝春秋

たのしい知識（朝日新書） 高橋源一郎 朝日新聞出版

「終戦日記」を読む（中公文庫） 野坂 昭如 中央公論新社

７類　芸術（諸芸・マンガ）

８類　言語

９類　文学

４類　自然科学（数学・医学）

５類　技術（工学）


