
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校の図書室は、本館棟３階の東端にあります。空気の澄んだ晴れた日には御嶽山を望む

ことが出来る見晴らしの良い明るく広い図書室です。    

生徒は、学科の調べ学習や好きな読書を楽しむために活用しています。また、ちょっと疲れ

た心身をリセットする場所としても利用しています。 

蔵書数は、約１６，０００冊。農業や家庭科に関する専門的な本が多くあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐屋高校図書室案内 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書委員会では、６月と１０月を読

書月間として、図書案内ポスターを作

成して校内に掲示したり、「ビブリオ

バトル」を開催するなどの PR 活動を

行っています。 

 

 

 

また１１月の文化発表会では、毎年

テーマを決めて楽しい展示発表を行

っています。図書室内の写真にそのな

ごりを見ることができます。昨年のテ

ーマは「ジブリ」でした。 

【図書委員会の活動】 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ビブリオバトル 

今年で、４年目となる「ビブ

リオバトルが６月に行われまし

た。  

当初は積極的に発表することに

慣れておらず、盛り上がりに欠

けていました。しかし、４年目

ともなり、３年生を中心に楽し

いバトルが展開されて「今年中

にもう一度やりたいね」という

声がきかれるようになってきま

した。 

 

『神様の御用人』 浅葉なつ 著   

（３年生図書委員） 

この物語の主人公は、良彦というフリーターの

青年です。ケガをして野球をやれなくなった良彦

は何に対しても投げやりな気持ちで過ごしてい

ました。しかし、祖父から神様の御用人を引き継

ぎ、神様達と出会って問題を解決していく中で、

彼の素直さや、優しさを取り戻し成長していきま

す。 

 良彦が神様達に振り回されている姿に、クスッ

と笑えます。彼の言葉で神様達が救われる場面で

は心がほっこりします。神様達の悩みや、キャラ

の濃さはとっても人間的で身近に感じられます。

そんな風にどんどんと物語の世界観に引き込ま

れていきます。この本を読んだ後には、良彦の気

持ちと寄り添う事で充実感や感動で胸がジーン

となります。 

 この本は、先生に薦めてもらって読んだ本で

す。 

ビブリオバトルも皆で集まって、イチオシの本を

紹介し合うというゲームです。 

私は、今回で３回目のビブリオバトルとなりまし

た。３年間でたくさんの本の紹介を聞くことがで

き、読んでみたいと思う本にもたくさん出会えま

した。 

 

『失われた文明の大百科』 

（１年生図書委員） 

 ぼくは、初めて体験した「ビブリオバトル」で

この本を紹介した。    

 地球は今、危機に陥っているといわれている。

環境破壊、地球温暖化、地震などの天変地異。こ

れらは、現代文明が築きあげてきたものを壊して

しまうかもしれない。ぼくたちの文明に未来はあ

るのかと考えさせられる。 

 この本は、古代の文明が残した「オーパーツ」

という、その時代では製作不可能と考えられる高

度な技術による加工品が、ぼくたちの未来に大き

な意味を持っていると教えてくれている。 

それを読んで、失われた文明を探ることは、ぼく

たちの行く末を予測し、よりよい方向へ軌道修正

するために必要なことではないかと強く感じた。 

そんな思いを伝えたくて、ビブリオバトルでは熱

く語ってしまった。それが功を奏したのかチャン

プ本に選ばれた。 

この本には、不思議なことがたくさん書いてあっ

てとてもおもしろいので、ぜひ皆さんにも読んで

もらいたいと思う。 



【文化発表会・図書室展示】 
今年のテーマは“戦争と平和を考える”。そこで、守りたい人のためにひとりで戦った 

魔法使いハウルの世界を作り上げ、明治以降に日本が関わった戦争についての展示発表を行

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同時に一年生の夏休み課題「ブックトークの旗」を街並みの中に展示ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  今年の新着図書を紹介します(^O^)／ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『劇場』又吉直樹著 『鴨川アンティーク』白川紺子著 『ツバキ文具店』小川糸著 

などが人気図書となっています。 

 

２９年度 新着図書一覧 

分類 書名 著者名 出版社 

645 ハリネズミ完全飼育 飼育、生態、接し方、健康管理、

病気のことがよくわかる 

大野 瑞絵 誠文堂新光社 

789 弓道 基本と上達法 福呂 淳 実業之日本社 

913 お茶が運ばれてくるまでに 時雨沢 恵一 アスキー・メディアワークス 

913 夜が運ばれてくるまでに 時雨沢 恵一 アスキー・メディアワークス 

913 答えが運ばれてくるまでに 時雨沢 恵一 アスキー・メディアワークス 

913 座敷童の代理人１ 仁科 裕喜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 座敷童の代理人２ 仁科 裕喜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 座敷童の代理人３ 仁科 裕喜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 座敷童の代理人４ 仁科 裕喜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 座敷童の代理人５ 仁科 裕喜 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

【新着図書】 

★図書委員による新着本紹介 

 

『か「」く「」し「」ご「」と「 」   住野よる 著 

（３年図書委員） 

 この作品の大きな見所は、メインキャラ５人が心を読み取るテレパス能力がある所です。その能力

は、人の感情を記号として目にすることが出来ることです。目にすることのできる記号は５人それぞ

れ違います。トランプのマークが見える子・ビックリマークや、クエスチョンマークの子もいます。

さらに、５人共テレパス能力を黙っているのでこの能力は自分だけに与えられている、と思い込んで

いるところも特徴の１つです。 

 作品の舞台は高校です。５人は同じクラスで、男子２人女子３人の構成となっています。また、各

章で視点が切り替わり、ストーリーを５人それぞれの視点で楽しむことができます。それを利用した

伏線回収や思いのすれ違いなど、違う視点だからこそ楽しんで読むことができます。 

また、起伏の激しい十代の感情が優しく表現されていて、暗い場面でもどんよりとした気分になるこ

となく読み進められる爽やかな青春ストーリーとなっています。 

 ５人の将来や、その後の話が非常に気になる終わり方となっており、最後の最後まで楽しめる作品

です。 



913 神様の御用人 7 浅葉 なつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 恥知らずのパープルヘイズ 上遠野 浩平 集英社 

913 恋する寄生虫 三秋 縋 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 ある日爆弾が落ちてきても 古橋 秀之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 ちょっと今から仕事やめてくる 北川 恵海 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 宵山万華鏡 森見 登美彦 集英社 

913 太陽の塔 森見 登美彦 新潮社 

913 しゃばけ 畠中 恵 新潮社 

913 ぬしさまへ 畠中 恵 新潮社 

913 ねこのばば 畠中 恵 新潮社 

913 おまけのこ 畠中 恵 新潮社 

913 うそうそ 畠中 恵 新潮社 

913 ちんぷんかん 畠中 恵 新潮社 

913 いっちばん 畠中 恵 新潮社 

913 ころころろ 畠中 恵 新潮社 

913 ゆんでめて 畠中 恵 新潮社 

913 やなりいなり 畠中 恵 新潮社 

913 ひなこまち 畠中 恵 新潮社 

913 たぶんねこ 畠中 恵 新潮社 

913 すえずえ 畠中 恵 新潮社 

913 なりたい 畠中 恵 新潮社 

913 バスケの神様 もめない部活のはじめ方 木崎 菜菜恵 集英社 

913 氷菓 米澤 穂信 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 恋虫 白土 夏実 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 やり残した、さよならの宿題 小川 晴央 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

913 鎌倉香房メモリーズ１ 阿部 暁子 集英社 

913 鎌倉香房メモリーズ２ 阿部 暁子 集英社 

913 鎌倉香房メモリーズ３ 阿部 暁子 集英社 

913 鎌倉香房メモリーズ４ 阿部 暁子 集英社 

913 鎌倉香房メモリーズ５ 阿部 暁子 集英社 

916 かなわない 植本 一子 タバブックス 

933 日のなごり カズオ イシグロ 早川書房 

933 わたしを離さないで カズオ イシグロ 早川書房 

 

『神様の御用人⑦』は、待っていた人が多く人気の図書です。『しゃばけ』シリーズや森見登美彦

の本は、生徒のリクエストによるものです。 

 

 



分類 書名 著者名 出版社 

021 正しいコピペのすすめ 模倣、創造、著作権と私たち 宮武 久佳 岩波書店 

141 カラーコーディネーターのための色彩心理入門 近江 源太郎 日本色研事業 

186 ときめく御仏図鑑 門賀 美央子 山と渓谷社 

291 ちゃんと歩ける 東海道五十三次 東 日本橋～袋

井宿 

八木 牧夫 山と渓谷社 

291 ちゃんと歩ける 東海道五十三次 西 袋井宿～京

三条大橋 

八木 牧夫 山と渓谷社 

369 発達障害の子のための「すごい道具」 使ってみたら

「できる」が増えた 

阿部 博志 小学館 

374 子どもたちを食の主人公に 地産地消の食文化で生

きる力を育む 

新村 洋史 青木書店 

375 看護学部・保健医療学部 松井 大助 ぺりかん社 

375 歯科衛生士・歯科技工士になるには 宇田川 廣美 ぺりかん社 

375 魅了する科学実験 早稲田大学本庄高

等学院実験開発班 

すばる社 

376 ちょこっと遊び BEST70 築地製作所 小学館 

376 作って遊べるカンタンおもちゃ ３・４・５歳児の制作遊

びネタ 

竹井 史 ひかりのくに 

378 みんなであそべる手話ゲームブック だれかにあった

らこんにちは 

新沢 としひこ 鈴木出版 

378 発達障害の子の脳を育てる運動遊び 柳沢運動プロ

グラムを活用して 

柳沢 弘樹 講談社 

440 宇宙戦艦ヤマト 2199 でわかる天文学 半田 利弘 誠文堂新光社 

442 デジタルカメラによる天体写真の写し方 中西 昭雄 誠文堂新光社 

443 天文学の図鑑 池田 圭一 技術評論社 

491 かみかみおもしろだ液学 だ液は健康を守る“魔法の

水” 

岡崎 好秀 少年写真新聞社 

492 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 

493 介護する人のための誤嚥性肺炎 こうすれば防げ

る！助かる！ 

稲川 利光 主婦の友社 

493 アスピーガールの心と体を守る性のルール デビ ブラウン 東洋館出版社 

497 新人歯科衛生士・デンタルスタッフポケットマニュアル 江澤 庸博 医歯薬出版 

497 お母さんたちに伝えたい！歯並びのよい子に育てよ

う 

井上 裕子 クインテッセンス社 

498 みんな欲しかった！介護福祉士の教科書 2017 年 TAC 介護福祉受験

対策研究会 

ＴＡＣ出版出版 



498 在宅介護の「食」に困ったら読む本 ベースボールマガジ

ン社 

ベースボールマガ

ジン社 

498 あなたにもできる医療事務のおしごと超入門 水口 錠二 ぱる出版 

499 植物はなぜ薬を作るのか 齊藤 和季 文藝春秋 

507 ティンカリングをはじめよう アート、サイエンス、テク

ノロジーの交差点で作って遊ぶ 

カレン ウィルキン

ソン 

オライリージャパン 

593 25ans ウエディングドレス 2017 春夏 ハースト婦人画報社 ハースト婦人画報社 

593 誌上・パターン塾 Vol.２ スカート編 文化出版局編 文化出版局 

593 誌上・パターン塾 Vol.３ パンツ編 文化出版局編 文化出版局 

594 犬ポンポン 毛糸を巻いてつくる表情ゆたかな動物 黒田 翼 誠文堂新光社 

594 minne で人気の手作りアクセサリー かわいいのにか

んたんすぎ 

主婦と生活社 主婦と生活社 

596 やさいの焼き菓子 米油を使ったレシピがいっぱい 高吉 洋江 文化出版局 

596 糖質オフのやせぐせべんとう２２２ 主婦の友社 主婦の友社生活 

596 日本料理店のお弁当 平井 和光 柴田書店 

596 はじめてのお菓子作り 主婦の友社 主婦の友社 

596 ぼくのおやつ おうちにあるもの作れるパンとお菓子 ぼく ワニブックス 

596 ハロウィーンレシピ 木村 幸子 主婦の友社 

596 本当に旨いたまご料理の作り方 ホテルニューオータ

ニ 

イカロス出版 

597 テレンス コンナン インテリアの色使い テレンス コンナン エクスナレッジ 

597 超図解で全部わかる インテリアデザイン入門 Ａｉｐｒａｈ エクスナレッジ 

597 なぞっておぼえる遠近法スケッチパース インテリア

編 

宮後 浩 秀和システム 

597 最高に楽しい「間取り」の図鑑 本間 至 エクスナレッジ 

597 Seria で作るプチリメイク雑貨＆インテリア 峰川 あゆみ KADOKAWA メディ

アファクトリー 

597 lovelyzakka の 100 円グッズでかわいい収納アイデア 瀧本 真奈美 扶桑社 

597 Serira・３COINS・NATURAL KITCHEN でおしゃれかわい

い！インテリアと収納 

ナチュラルライフ編

集部 

学研マーケティング 

597 100 均グッズでおしゃれカフェ風アイデア 暮らしニスタ 主婦の友社 

599 ０～５歳 子どもの味覚の育て方 とけいじ 千絵 日本書院本社 

613 鶏糞を使いこなす 村上 圭一 農山漁村文化協会 

614 農家が教える 便利な農具・道具たち 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 

614 トラクタ名人になる 耕転・代かき・メンテの技 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 

614 農家直伝ヒモ＆ロープの結び方 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 

614 手づくり農具アイデア集 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 



615 農家が教える マルチ＆トンネル  農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 

615 農家が教える ラクラク草刈り・草取り術 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 

615 農家が教える 自然農法 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 

615 モミガラを使いこなす 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 

626 これならできる！自家採種コツのコツ 自然農法国際研究

開発センター 

農山漁村文化協会 

626 メロンの作業便利帳 瀬古 龍雄 農山漁村文化協会 

626 スイカの作業便利帳 中山 淳 農山漁村文化協会 

626 トマトの作業便利帳 白木 己歳 農山漁村文化協会 

626 農家が教える トマトつくり 農山漁村文化協会 農山漁村文化協会 

626 新版 夏秋トマト栽培マニュアル 後藤 敏美 農山漁村文化協会 

626 トマトつくり極意 若梅 健司 農山漁村文化協会 

626 新版 野菜の作業便利帳 川崎 重治 農山漁村文化協会 

626 青木流 野菜のシンプル栽培 青木 恒男 農山漁村文化協会 

627 鹿沼土だけで楽しむ洋ラン・ミニ観葉 宮原 俊一 農山漁村文化協会 

645 モモンガ飼いになる モモンガ好き編集部 誠文堂新光社 

645 猫との暮らしが変わる遊びのレシピ 楽しく仲良く役

に立つ！科学トレーニング 

坂崎 清歌 誠文堂新光社 

645 チンチラ完全飼育 飼育管理の基本からコミュニケー

ションの工夫まで 

鈴木 理恵 誠文堂新光社 

645 フクロウ完全飼育 飼育、品種、接し方のことがよくわ

かる 

藤井 智之 誠文堂新光社 

645 日本の家畜・家禽 小宮 輝之 学習研究社 

673 すぐわかるスーパーマーケット総菜の仕事ハンドブック 「食品商業」編集部

編 

商業界 

723 アルフォンス ミュシャの世界 ２つのおとぎの国への

旅 

海野 弘 パイインターナショ

ナル 

726 SSイラストメイキングブック アナログ画材 MIX 

vol.01 

スモールエス編集部 復刻ドットコム 

750 メディア工作ワークブック パンタグラフ グラフィック社 

754 つくって楽しむ わら工芸 瀧本 広子 農山漁村文化協会 

757 カラーコーディネーターのための配色入門 川崎 秀昭 日本色研事業 

779 どろんこおばけ ひろかわ さえこ 堂心社 

779 くれよんさんのけんか 八木田 宜子 堂心社 

779 モモちゃんのおみせやさん 松谷 みよ子 堂心社 

779 あひるのおうさま 堀尾 青史 堂心社 

779 なんにもせんにん 巌谷 小波 堂心社 



796 将棋から学んできたこと これからの道を歩く君へ 羽生 善治 朝日新聞出版 

816 マジ文章が書けないんだけど 朝日新聞校閲記者が

教える一生モノの文章術 

前田 安正 大和書房 

913 櫻子さん足下には死体が埋まっている  太田 紫織 角川書店 

913 櫻子さん足下には死体が埋まっている 骨と石榴夏

休み 

太田 紫織 角川書店 

913 櫻子さん足下には死体が埋まっている 雨と九月と

君の嘘 

太田 紫織 角川書店 

913 櫻子さん足下には死体が埋まっている 蝉は十一月

に消えた 

太田 紫織 角川書店 

913 櫻子さん足下には死体が埋まっている 冬の記憶と

時の地図 

太田 紫織 角川書店 

913 騎士団長殺し 第１部 顕れるイデア編 村上 春樹 角川書店 

913 騎士団長殺し 第２部 遷ろうメタファー編 村上 春樹 角川書店 

913 私のサイクロプス 山白 朝子 角川書店 

913 The Book jojo’s bizarre adventure 4th another day 乙一 集英社 

913 Ａｎｏｔｈｅｒ 上 綾辻 行人 角川書店 

913 Ａｎｏｔｈｅｒ 下 綾辻 行人 角川書店 

913 Ａｎｏｔｈｅｒ エピソードＳ 綾辻 行人 角川書店 

913 劇場 又吉 直樹 新潮社 

913 猫と幽霊と日曜日の革命 河野 裕 角川書店 

913 魔女と思い出と赤い目をした女の子 河野 裕 角川書店 

913 機械仕掛けの選択 河野 裕 角川書店 

913 さよならがまだ喉につかえていた 河野 裕 角川書店 

913 片手の楽園 河野 裕 角川書店 

913 少女と少年と、 河野 裕 角川書店 

913 異人館画廊 贋作師とまぼろしの絵 谷 瑞恵 集英社 

913 異人館画廊 幻想庭園と罠のある風景 谷 瑞恵 集英社 

913 異人館画廊 当世風結婚のすすめ 谷 瑞恵 集英社 

913 Fate/strange Fake (1)  成田 良悟 アスキー・メディアワ

ークス 

913 Fate/strange Fake (2) 成田 良悟 アスキー・メディアワ

ークス 

913 Fate/strange Fake (3)  成田 良悟 アスキー・メディアワ

ークス 

913 Fate/strange Fake (4) 成田 良悟 アスキー・メディアワ

ークス 



913 リバース 湊 かなえ 講談社 

913 か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる 講談社 

913 竜宮ホテル 村山 早紀 徳間書店 

913 竜宮ホテル 魔法の夜 村山 早紀 徳間書店 

913 竜宮ホテル 水仙の夢 村山 早紀 徳間書店 

913 心霊探偵八雲 10 神永 学 角川書店 

913 下鴨アンティーク 曉の恋 白川 紺子 集英社 

913 つばき文具店 小川 糸 幻冬舎 

914 国境のない生き方 私をつくった本と旅 ヤマザキ マリ 小学館 

 


