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 新しい年が始まりました。気持ち新たに、持ち前の力を伸ばしていけると嬉しいですね。 

３年生は琴丘での最後の授業を終え、春からの新生活への階段を登りながら卒業考査に取り組み

ました。先日、ある３年生の女子生徒が本を返しに図書館を訪ねてきました。返却処理を終えると、

彼女が一言。「もうこの図書館で本借りることができないんですね…」と。寂しそうにつぶやいてい

った彼女の言葉が今でも忘れられません。本が持つ力は様々ですが、図書館と生徒たちをつなぐ役

割もあることに気づかされました。まるで「往復切符」のよう。３年生にはもう次の「切符」を渡す

ことは叶いませんが、また別の場所で心の拠り所を見つけてくれることを切に祈っています。 

 ３年生で「復路の切符」を持ったままの人は、早めに図書館まで。 

 

１ 図書館伝統文化活動「木版刷り体験」   江戸時代から伝わる印刷文化を体験しました！ 
１月２０日（水）放課後、講師に前校長

宇那木隆司先生をお招きして、木版刷り

を体験しながら日本古来の印刷文化につ

いて学ぶことができました。緊急事態宣

言発令下で感染予防対策を講じながら、

生徒１９名が参加しました。 

廣峯神社所蔵の「牛頭天王（ごずてんのう）像」と「祈念祭（豊

作を祈る祈穀祭）図」の版木を和紙に刷る体験は、琴丘高校でし

かできない教育活動です。まさしく「琴丘プライド」！ 初めは墨

の粘度や量など具合がわからず、うまく和紙に絵が写らなかった

り、絵や字がつぶれてしまったりしたのですが、宇那木先生や図

書部員のレクチャーにより、細部まで綺麗に写せるようになり、

参加者大満足のイベントでした。       参加生徒作品 ☞ 

 

２ 図書館掲示紹介    
 来館した生徒が興味を持ってくれるよう、テーマを決めて展示しています。 

 

 

 

 

 

 
  

琴丘高校 図書館だより   

 

 

 

阪神淡路大震災関連図書紹介＆ 

大学入学共通テスト問題・解答掲載新聞 
新着図書 

著名作家の作品からラノベまでたくさん届いています！ 

姫路市立美術館から寄贈してい

ただいた貴重な美術展図録 



 図書館外側の掲示板には、朝日新聞（2021 年 1 月 10 日・17 日朝刊）に掲載されていた「受験す

る君へ」の記事を貼っています。特に注目を集めているのは、やはり鈴木光さん。TV「東大王」に

出演し、学力の高さに憧れますね。彼女が東大合格までの様子として、高校３年生の秋には、スマホ

とタブレットを解約したエピソードが綴られていました。きっと十分な学力があったのでしょうが、

合格を手にするための覚悟、「本気になる」ことの大切さを教えてもらいました。受験に限らず、部

活動などにおいても、「本気になる」姿勢で臨めば、たとえどんな結果になったとしても後悔が残ら

ないと思います。自分のやりたいことに「本気になる」。今年は、本気で何かを取り組む年にしてみ

ませんか？  

 
３ 特集 「看護・医療福祉・保育」 
 

看護・医療福祉・保育に関する書籍を購入しました。コロナ禍で、医療の現場は、人々の命を預か

る重要拠点となっています。厳しいけれど、人のために働きたいと考えている人へおススメの本で

す。教育系を志す人もぜひ読んでみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

医師である鎌田實氏や日野原重明氏から発せられる言葉は、

命を預かる者の心得や力強い励ましが含まれています。☟ 

看護系試験に役に立つ！☟ 

☜ 保健室松原先生に教えていただいた本。 

今年度の大学入試の小論文の課題として 

取り上げられたそうです。 
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新着図書

書名 著者・編集者名 出版社 書名 著者・編集者名 出版社

人生を面白くする　本物の教養（幻冬舎新書） 出口 治明 幻冬舎 望月光古典文法講義の実況中継 ①・② 　改訂第３版 望月光 語学春秋社

やばいデジタル”現実”が飲み込まれる日（講談社現代新書） NHKスペシャル取材班 講談社 河合塾ｓｅｒｉｅｓ　歌でおぼえる古典文法・文学史 鈴木 一雄 河合出版

ビッグデータ探偵団（講談社現代新書） 安宅 和人他 講談社 書くための文章読本（インターナショナル新書） 瀬戸 賢一 集英社インターナショナル

サイバー犯罪入門―国もマネーも乗っ取られる衝撃の現実（幻冬舎新書） 足立 照嘉 幻冬舎 書く力―私たちはこうして文章を磨いた（朝日新書） 池上 彰他 朝日新聞出版

読んでいない本について堂々と語る方法（ちくま学芸文庫） ピエール・バイヤール 筑摩書房 文章読本 （改版）（中公文庫） 谷崎 潤一郎 中央公論新社

遠い朝の本たち（ちくま文庫） 須賀 敦子 筑摩書房 「頭がいい」の正体は読解力（幻冬舎新書） 樋口 裕一 幻冬舎

本を読む人だけが手にするもの（ちくま文庫） 藤原 和博 筑摩書房 自分を励ます英語名言101（岩波ジュニア新書） 小池直己他 岩波書店

中古典のすすめ 斎藤 美奈子 紀伊國屋書店

秋里籬島と近世中後期の上方出版界 藤川玲満 勉誠出版 批評家失格―新編初期論考集（新潮文庫） 小林 秀雄 新潮社

おいしいおはなし―子どもの物語とレシピの本 本とごちそう研究室 グラフィック社

バカボンのパパと読む「老子」（角川文庫） ドリアン助川 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 恋愛学で読みとく文豪の恋（光文社新書） 森川 友義 光文社

バカボンのパパと読む「老子」実践編（角川文庫） ドリアン助川 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 文豪の死に様 門賀 美央子 誠文堂新光社

ソークラテースの弁明／クリトーン／パイドーン （改版）（新潮文庫） プラトン 新潮社 子規を「ギャ句゛」る―名句をひねると「ギャ句゛」になりました（光文社新書） 夏井 いつき 光文社

嫉妬の正体（祥伝社新書） 谷沢 永一 祥伝社 詩集　私を支えるもの（角川文庫） 銀色 夏生 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

考える練習をしよう （普及版） マリリン・バーンズ 晶文社 短歌研究ジュニア　はじめて出会う短歌１００ 千葉聡他 短歌研究社

スタンフォードの自分を変える教室（だいわ文庫） ケリー・マクゴニガル 大和書房 新編宮沢賢治詩集 （改版）（新潮文庫） 宮沢賢治 新潮社

もののけの日本史　死霊、幽霊、妖怪の１０００年（中公新書） 小川聡子 中央公論社 寺山修司青春歌集 （〔平成１７年〕改）（角川文庫） 寺山 修司 角川書店

１％の力（河出文庫） 鎌田 實 河出書房新社 イーハトーボの劇列車（新潮文庫） 井上ひさし 新潮社

ポケットに名言を （改版）（角川文庫） 寺山 修司 角川書店 トップナイフ（河出文庫） 林宏司 河出書房新社

武士道的一日一言（朝日新書） 新渡戸 稲造 朝日新聞出版 和菓子のアン（光文社文庫） 坂木 司 光文社

人生は凸凹だからおもしろい―逆境を乗り越えるための「禅」の作法（光文社新書） 枡野 俊明 光文社 アンと青春（光文社文庫） 坂木 司 光文社

木曜日にはココアを（宝島社文庫） 青山 美智子 宝島社

一度読んだら絶対に忘れない世界史の教科書　経済編 - 公立高校教師Ｙｏｕ

Ｔｕｂｅｒが書いた
山﨑圭一 ＳＢクリエイティブ 推し、燃ゆ 宇佐見りん 河出書房新社

ハーバード日本史教室（中公新書ラクレ） 佐藤 智恵 中央公論新社 人間タワー（文春文庫） 朝比奈 あすか 文藝春秋

ノモンハン責任なき戦い（講談社現代新書） 田中雄一 講談社 室町無頼〈上・下〉（新潮文庫） 垣根 涼介 新潮社

絶対に挫折しない日本史（新潮新書） 古市 憲寿 新潮社 君と漕ぐ―ながとろ高校カヌー部〈１～３〉（新潮文庫ｎｅｘ）　 武田 綾乃 新潮社

平成の東京１２の貌（文春新書） 文藝春秋 文藝春秋 けものみち 〈上・下〉（新潮文庫） 松本清張 新潮社

地図と愉しむ　東京歴史散歩　地下の秘密篇（中公新書） 竹内正浩 中央公論社 家守綺譚（新潮文庫） 梨木 香歩 新潮社

黄河の水 - 中国小史 （改訂版）（角川ソフィア文庫） 鳥山喜一 角川書店 美しい星 （改版）（新潮文庫） 三島由紀夫 新潮社

母は枯葉剤を浴びた―ダイオキシンの傷あと （新版）（岩波現代文庫） 中村 梧郎 岩波書店 忍びの国（新潮文庫） 和田 竜 新潮社

井上円了「哲学する心」の軌跡とこれから 講談社 講談社 踊る星座（中公文庫） 青山 七恵 中央公論新社

奇跡の人　ヘレン・ケラー自伝（新潮文庫） ヘレン・ケラー 新潮社 敗れども負けず（新潮文庫） 武内 涼 新潮社

東海道名所図会〈上・中・下〉　新訂日本名所図会集 粕谷宏紀・監修 ぺりかん社 阿弥陀堂だより（文春文庫） 南木 佳士 文藝春秋

令和版　江戸名所図会―江戸の街並みを俯瞰で楽しむ 永井新八朗 日貿出版社 光待つ場所へ（講談社文庫） 辻村 深月 講談社

江戸城が消えていく『江戸名所図会』の到達点 千葉正樹 吉川弘文館 店長がバカすぎて 早見 和真 角川春樹事務所

極北に駆ける （新装版）（文春文庫） 植村 直己 文藝春秋 潮騒 （新版）（新潮文庫） 三島由紀夫 新潮社

道頓堀川（新潮文庫） 宮本輝 新潮社

東京どこに住む？―住所格差と人生格差（朝日新書） 速水 健朗 朝日新聞出版 幻の光（新潮文庫） 宮本輝 新潮社

コロナと生きる（朝日新書） 内田樹他 朝日新聞出版 優駿〈上・下〉 （改版）（新潮文庫） 宮本輝 新潮社

独裁の世界史（ＮＨＫ出版新書） 本村 凌二 ＮＨＫ出版 浅田家！（徳間文庫） 中野 量太 徳間書店

2021年度版　高卒程度公務員　完全攻略問題集 麻生キャリアサポート 実務教育出版 レイクサイド（文春文庫） 東野圭吾 文藝春秋

令和2年度試験完全対応 公務員試験 速攻の時事 資格試験研究会 実務教育出版 デフ・ヴォイス―法廷の手話通訳士（文春文庫） 丸山 正樹 文藝春秋

民事裁判入門　裁判官は何を見ているのか（講談社現代新書） 瀬木比呂志 講談社 サイレンス（文春文庫） 秋吉 理香子 文藝春秋

有斐閣アルマ 民事執行・保全法 （第６版） 上原 敏夫他 有斐閣 氷の仮面（講談社文庫） 塩田 武士 講談社

欲望の経済を終わらせる（インターナショナル新書） 井手 英策 集英社インターナショナル キャプテンサンダーボルト （新装版）（新潮文庫ｎｅｘ） 阿部 和重他 新潮社

理系脳で考える―ＡＩ時代に生き残る人の条件（朝日新書） 成毛 眞 朝日新聞出版 ヒトごろし〈上・下〉（新潮文庫） 京極 夏彦 新潮社

自分のことは話すな―仕事と人間関係を劇的によくする技術（幻冬舎新書） 吉原 珠央 幻冬舎 魔術はささやく （改版）（新潮文庫） 宮部 みゆき 新潮社

東京裏返し　社会学的街歩きガイド（集英社新書） 吉見俊哉 集英社 水車館の殺人〈新装改訂版〉（講談社文庫） 綾辻行人 講談社

「空気」を読んでも従わない―生き苦しさからラクになる（岩波ジュニア新書） 鴻上 尚史 岩波書店 迷路館の殺人〈新装改訂版〉（講談社文庫） 綾辻行人 講談社

地域学をはじめよう（岩波ジュニア新書） 山下祐介 岩波書店 人形館の殺人〈新装改訂版〉（講談社文庫） 綾辻行人 講談社

友だちってなんだろう？ひとりになる勇気、人とつながる力 斉藤孝 誠文堂新光社 時計館の殺人〈上・下〉〈新装改訂版〉（講談社文庫） 綾辻行人 講談社

５分でわかる１０年後の自分　２０３０年のハローワーク 図子慧 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 黒猫館の殺人〈新装改訂版〉（講談社文庫） 綾辻行人 講談社

ぼくが見つけたいじめを克服する方法 - 日本の空気、体質を変える（光文社新書） 岩田健太郎 光文社 暗黒館の殺人〈一～四〉（講談社文庫） 綾辻行人 講談社

命のまもりびと―秋田の自殺を半減させた男（新潮文庫） 中村 智志 新潮社 びっくり館の殺人（講談社文庫） 綾辻行人 講談社

マトリ―厚労省麻薬取締官（新潮新書） 瀬戸 晴海 新潮社 奇面館の殺人〈上・下〉（講談社文庫） 綾辻行人 講談社

ホームレス消滅（幻冬舎新書） 村田 らむ 幻冬舎 狼と香辛料〈１～１０〉　（電脳文庫） 支倉凍砂 アスキー・メディアワークス

孤塁―双葉郡消防士たちの３．１１ 吉田 千亜 岩波書店 家族シアター（講談社文庫） 辻村 深月 講談社

「国境なき医師団」になろう！（講談社現代新書） いとうせいこう 講談社 島はぼくらと（講談社文庫） 辻村 深月 講談社

フィンランド・メソッドの学力革命―その秘訣を授業に生かす３０の方法 田中 博之 明治図書出版 相田家のグッドバイ（幻冬舎文庫） 森 博嗣 幻冬舎

変動する大学入試―資格か選抜かヨーロッパと日本 伊藤 実歩子 大修館書店 富士山頂 （新装版）（文春文庫） 新田 次郎 文藝春秋

子どもの保健 中根 淳子他 ななみ書房 追想五断章（集英社文庫） 米澤 穂信 集英社

実見江戸の暮らし（講談社文庫） 石川英輔 講談社 天皇の料理番 〈上・下〉（集英社文庫） 杉森 久英 集英社

あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。（スターツ出版文庫） 汐見 夏衛 スターツ出版

創元ビジュアル科学シリーズ　フィボナッチの兎 - 偉大な発見でたどる数学の歴史 アダム・ハート・デイヴィス 創元社 塀の中の美容室（双葉文庫） 桜井 美奈 双葉社

デジタル顕微鏡で楽しむ！ミクロワールド美術館 池田 圭一 技術評論社 ある日、君は何をした（小学館文庫） まさき としか 小学館

「池の水」抜くのは誰のため？―暴走する生き物愛（新潮新書） 小坪 遊 新潮社 夏の花／心願の国 （改版）（新潮文庫） 原民喜 新潮社

言葉で治療する 鎌田實 朝日新聞出版 銀の匙（新潮文庫） 中 勘助 新潮社

ナイチンゲールの『看護覚え書』イラスト・図解でよくわかる！ 金井 一薫 西東社 破船 （改版）（新潮文庫） 吉村昭 新潮社

キラリ看護 （新訂） 川島みどり 医学書院 いのちの初夜 （改版）（角川文庫） 北條 民雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

その先の看護を変える気づき: 学びつづけるナースたち 柳田邦男 医学書院 草のうた （改版）（角川文庫） 三浦 綾子 角川書店

骨盤にきく―気持ちよく眠り、集中力を高める整体入門（文春文庫） 片山 洋次郎 文藝春秋 氷点〈上・下〉 （改版）（角川文庫） 三浦 綾子 角川書店

看護白書〈令和２年版〉 日本看護協会 日本看護協会出版会 続・氷点〈上・下〉 （改版）（角川文庫） 三浦 綾子 角川書店

図解ストレス解消大全―科学的に不安・イライラを消すテクニック１００個集めました 堀田 秀吾 ＳＢクリエイティブ スローカーブを、もう一球 （改版）（角川文庫） 山際 淳司 角川書店

いのち咲かせたい 山本 文子 春陽堂書店 新版　古事記物語 （新版）（角川ソフィア文庫） 鈴木 三重吉 角川学芸出版

これからのナースに実践してほしいこと―日野原重明から医療者へのメッセージ 日野原 重明 中山書店 辛酸 - 田中正造と足尾鉱毒事件（角川文庫） 城山三郎 角川書店

ちぐはぐな部品 （改版）（角川文庫） 星 新一 角川書店

沈黙の春 （改版）（新潮文庫） レイチェル・カーソン 新潮社 人魚の嘆き・魔術師（中公文庫） 谷崎潤一郎 中央公論社

ＣＡＳＥ革命―ＭａａＳ時代に生き残るクルマ（日経ビジネス人文庫） 中西 孝樹 日経ＢＰＭ（日本経済新聞出版本部） Ｐ＋Ｄ　ＢＯＯＫＳ　子育てごっこ 三好 京三 小学館

宇宙に行くことは地球を知ること―「宇宙新時代」を生きる（光文社新書） 野口 聡一他 光文社 ヒゲとナプキン 乙武 洋匡 小学館

法廷遊戯 五十嵐 律人 講談社

調理場という戦場―「コート・ドール」斉須政雄の仕事論（幻冬舎文庫） 斉須 政雄 幻冬舎 日本語を、取り戻す。 小田嶋 隆 亜紀書房

移動革命―ＭａａＳ、ＣＡＳＥはいかに巨大市場を生み出すか（ＮＨＫ出版新書） 三菱総合研究所 ＮＨＫ出版 超口語訳　方丈記 濱田浩一 東京書籍

駅名学入門（中公新書ラクレ） 今尾 恵介 中央公論新社 管見妄語　常識は凡人のもの（新潮文庫） 藤原 正彦 新潮社

他力（幻冬舎新書） 五木 寛之 幻冬舎

草間彌生物語　永遠へ サラ・スズキ他 グラフィック社 大阪弁おもしろ草子（中公文庫） 田辺 聖子 中央公論新社

脳から見るミュージアム　アートは人を耕す（講談社現代新書） 中野信子他 講談社 大阪弁ちゃらんぽらん （新装版）（中公文庫） 田辺 聖子 中央公論新社

美術展の不都合な真実（新潮新書） 古賀 太 新潮社 偽善者たちへ（新潮新書） 百田 尚樹 新潮社

「お絵かき」の想像力　子どもの心と豊かな世界 皆本二三江 春秋社 ネオカル日和（講談社文庫） 辻村 深月 講談社

透明なゆりかご 〈８〉 - 産婦人科医院看護師見習い日記（ＫＣ　Ｋｉｓｓ） 沖田×華 講談社 京都はんなり暮し （新装版）（徳間文庫） 澤田 瞳子 徳間書店

路傍の石〈上・下〉（講談社まんが学術文庫） 山本 有三 講談社 三島由紀夫　石原慎太郎　全対話（中公文庫） 三島 由紀夫 中央公論新社

○×式で解説　誰でもかんたん！！構図がわかる本―バランス力アップで漫画・イラス

トが上手くなる！
斉藤 むねお 誠文堂新光社 文章読本 （新装版）（中公文庫） 三島 由紀夫 中央公論新社

消しゴムはんこの仏さま nihhi 日貿出版社 曇り、ときどき輝く 鎌田實 集英社

日本の伝統色を愉しむ―日々の暮らしに和の彩りを 長澤 陽子 飛鳥新社 結愛へ―目黒区虐待死事件　母の獄中手記 船戸 優里 小学館

音楽の危機―『第九』が歌えなくなった日（中公新書） 岡田 暁生 中央公論新社 ああ野麦峠 - ある製糸工女哀史（角川文庫） 山本茂実 角川書店

サッカー上達の科学　いやでも巧くなるトレーニングメソッド 村松尚登 講談社 泣き言はいわない （改版）（新潮文庫） 山本周五郎 新潮社

カズのまま死にたい（新潮新書） 三浦 知良 新潮社 初歩からのシャーロック・ホームズ（中公新書ラクレ） 北原 尚彦 中央公論新社

怒りの葡萄〈上・下〉（新潮文庫） スタインベック 新潮社

小論文これだけ！国際・地域・観光・社会・メディア　超基礎編 樋口裕一 東洋経済新報社 人間ぎらい （改版）（新潮文庫） モリエール 新潮社
小論文これだけ！　書き方経済・経営編 - 短大・推薦入試から難関校受験ま

で
樋口裕一 東洋経済新報社 若草物語（新潮文庫） オルコット 新潮社

小論文これだけ！　模範解答医学・看護・医療編 樋口裕一 東洋経済新報社 ボヴァリー夫人（新潮文庫） フローベール 新潮社

総理通訳の外国語勉強法（講談社現代新書） 中川浩一 講談社 八月の光 （改版）（新潮文庫） フォークナー 新潮社

その言い方は「失礼」です！（幻冬舎新書） 吉原 珠央 幻冬舎 『罪と罰』を読まない（文春文庫） 岸本 佐知子他 文藝春秋

ことばのトリセツ（インターナショナル新書） 黒川 伊保子 集英社インターナショナル

６類　産業（商業）

７類　芸術（諸芸・マンガ）

８類　言語

９類　文学

８類　言語０類　総記

１類　哲学

２類　歴史

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）

５類　技術（工学）


