
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、西から伊吹山、

白山、乗鞍、御嶽、中央アルプス、恵那山を一望する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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佐屋高校図書室へようこそ(^^)/ 



★佐屋高校図書室の特徴 

 過去２０年間の購入した図書、約５,０００冊のうち、農業（自然科学含む）に関する図

書、約９００冊（１８％）。家庭科に関する図書、約１,０００冊（２０％）と他の図書館に

くらべると圧倒的に農業、家庭に関する図書の比率が大きい図書室です。 

 

★授業との連携 

 家庭科の課題研究の授業では、学校図書を利用した調べ学習を年間とおして行っています。

また、今年度より、生活情報科が“ライフコーディネート科”に改変され、保育関係の授業

でも利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「紙しばい」や「絵本」を

使ったグループワークを

行っています(^_^)v 



★図書委員会活動 

読書月間の取り組み 

６月は本校の「読書月間」です。図書委員会では“本の紹介ポスター”を作成して校内に

掲示しました！下図のようなポスターにて３０冊の本を紹介しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビブリオバトル 

  ６月 13日（水）の授業後、図書室にて「ビブリオバトル」を開催しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年で５回目となるビブリオバトル、８名×３グループに分かれて全員が発表し、グルー

プ内で投票するスタイルで行いました。さすがに３回目となる３年生は、１年生のホローを

しながらも楽しいブックトークを聞かせてくれました。今回、票が分散してしまいました。

しかしそれは、今までのようにひとりだけが旨く発表でき、そこに票が集まってしまうので

はなく、読んでみたいと思わせるトークが多かった結果だと思います。「やってみると案外

楽しいビブリオバトル。」これは、参加者の感想です。なんとか年２回開催できないかと画

策中です。 



ビブリオバトル チャンプ本 

グループ A 『Ａｎｏｔｈｅｒ』 綾辻行人 （KADOKAWA） 

主人公は、榊原恒一。夜見山中学校に転校して感じた教室内の違和感、それは妙な緊張感。 

気になる女子、見崎鳴。しかしクラスメイトは「そんな子は知らない」という。何故？見崎は幽霊なの

か？何かおかしい。誰もが本当のことを隠している。彼女がいう「３年３組は死に近いところにある」「そ

のうちわかる」いったい何なんだ。 

３年３組に起こる死の連鎖。２６年前から続く呪いとは。深まる謎、机に残された落書き。 

・・・・・〈死者〉は、誰？・・・・・ 

 私が紹介した本は、綾辻行人「Ａｎｏｔｈｅｒ」です。 

この小説は「呪い」が無差別な死を招くホラー小説ですが、主人公が謎の〈正体〉を追いかけていく推

理小説でもあります。彼とともに何故？どうして？誰が？と謎にはまり込んでいきます。そして舞台は

学校です。「臨場感、半端ないって～！」という感じです。 

初めてのビブリオバトル、この本のおもしろさをちゃんと伝えられるのかと不安でした。しかし、語り

出したら皆にも読んでもらいたいという気持ちがあふれてきて時間が足りなくなるくらい楽しむことが

できました。                               （２年生 女子） 

 

 グループ B 『ノーゲーム ノーライフ』 榎宮 祐 （KADOKAWA/メディアファクトリー） 

 グループ C 『しゃばけ』 畠中 恵 （新潮社） 

 

ビブリオバトルで紹介された本 

★『日本の給料 職業図鑑』 宝島社 （宝島社） 

★『ＳＬＭＵ ＤＵＮＫ』 井上 雄彦  （集英社） 

★『神様の願いごと』 沖田 円  （スターツ出版）      

★『風と共にゆとりぬ』 朝井 リョウ  （文藝春秋） 

★『きみたちにおくるうた』 バラク オバマ  （明石書店） 

★『ニーチェが京都にやってきて１７歳のわたしに哲学のことを教えてくれた』 原田 まりる（ダイヤモンド社） 

★『かのこちゃんとマドレーヌ夫人』 万城目 学  （角川書店） 

★『ソフロニア嬢 空賊の秘宝を探る』 ゲイル キャリガー  （早川書房） 

★『ちょっと今から仕事やめてくる』 北川 恵海（KADOKAWA/アスキー・メディアワークス） 

★『まことの華姫』 畠中 恵  （KADOKAWA） 

★『掟上今日子の備忘録』 西尾 維新  （講談社） 

★『船を編む』 三浦 しおん  （光文社） 

★『Ｆａｔｅ Ｐｒｏｔｏｔｙｐｅ』  （KADOKAWA/角川書店） 

★『メサイア』 高殿 円  （講談社） 

                                      など 

 



★一年生 夏休み図書課題 

～ブックトークの葉っぱコンクール～ 作品例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



★新着図書 

著者名 書名 出版社 分類記号 

橋口 佐紀子 遊園地・テーマパークで働く人たち ペリカン社 375.00 

浅野 恵子 百貨店・ショッピングセンターで働く人たち ペリカン社 375.00 

中谷 真弓 わくわくエプロンシアター チャイルド本社 376.00 

ａｍｉｃｏ 保育で使える！わくわく手袋シアター ナツメ社 376.00 

阿部 直美 ３・４・５歳児の運動会 げんきっきたいそう 世界文化社 376.00 

景山 聖子 子どもが夢中になる絵本の読み聞かせ方 廣済堂出版 376.00 

ナツメ社 かんたんかわいい！壁面＆部屋かざり１２

か月 

ナツメ社 376.00 

景山 聖子 今日から使える読み聞かせテクニック ヤマハミュージックメディ

ア 

376.00 

横山 洋子 発達にあわせた 保育の環境づくりアイデ

アＢＯＯＫ 

ナツメ社 376.00 

中野 悠人 先輩が教えてくれる！新人保育士のきほ

ん 

翔泳社 376.00 

岩城 眞佐子 ３・４・５歳児のごっこ遊び ひかりのくに 376.00 

永井 裕美 子どもとつくろう！わくわく劇あそび ひかりのくに 376.00 

小川 美智子 給食室の仕事 基本のき 安全でおいしい

保育園の食事作りのために 

芽ばえ社 376.00 

永井 裕美 年中行事のペープサートシアター ひかりのくに 376.00 

ナツメ社 子供と作る わくわく！楽しい壁面１２か月 ナツメ社 376.00 

ケロポンズ ケロポンズの出し物 シアターおまかせブッ

ク 

ひかりのくに 376.00 

フランス ドゥ ヴァール 動物のかしこさがわかるほど人間は賢いの

か 

紀伊國屋書店 481.00 

斎藤 博久 Ｑ＆Ａでよくわかるアレルギーのしくみ アト

ピー性皮膚炎、食物アレルギー、花粉症、

気管支ぜんそくの最新科学 

技術評論社 493.00 

橋口 新一郎 実践に繋がる インテリアデザインの基本 学芸出版社 529.00 

辰巳出版 Ｒｏｍａｎｔｉｃ Ｄｒｅｓｓ Ｓｔｙｌｅ ロマンティック・

ドレススタイル 

辰巳出版 593.00 

まるやま はるみ 誌上 パターン塾 vol.4 ワンピース編 文化出版局 593.00 



ハースト婦人画報社 ２５ans ウエディングドレス 2017秋冬 ハースト婦人画報社 593.00 

藁谷 真生 エプロンとエプロンみたいなワンピース 文化出版局 593.00 

長崎 清美 フラワーケーキ 軽いバタークリームで作る 文化出版局 596.00 

川口 友万 ラーメンを科学する おいしい「麺」「だし」

「うまみ」の正体 

カンセン 596.00 

門脇 俊哉 季節を彩る お通しと前菜 ナツメ社 596.00 

カンタ シェルク パスタと麺の歴史 原書房 596.00 

三國 清三 おうちフレンチ 一流に教わる基本のレシピ ナツメ社 596.00 

高良 康之 「銀座レカン」高良康之シェフが教えるフレ

ンチの基本 

世界文化社 596.00 

学校法人伊東学園 飾る・贈る・楽しむ 花屋さんの花事典 ナツメ社 627.00 

山田 幸子 四季の花便利帳 主婦の友社 627.00 

岩崎 沙織 「好き」と「似合う」がかなう色の組み合わせ 池田書店 757.00 

ローレン ウェイジャー 配色スタイル ハンドブック ピー・エヌ・エヌ新社 757.00 

渡會 公治 種目別にみる スポーツ外傷・障害とリハビ

リテーション 

医師薬出版 780.00 

長井 睦美 いちからはじめるプリザードフラワーの作り

方 

誠文堂新光社 793.00 

柳川 昌子 色鮮やかに押し花づくり NHK出版 793.00 

森見 登美彦 ペンギン・ハイウェイ 角川書店 913.00 

蒼月 海里 幽落町おばけ駄菓子屋  角川書店 913.00 

蒼月 海里 幽落町おばけ駄菓子屋 思い出めぐりの

幻灯機 

角川書店 913.00 

蒼月 海里 幽落町おばけ駄菓子屋 たそがれの紙芝

居屋さん 

角川書店 913.00 

蒼月 海里 幽落町おばけ駄菓子屋 晴天に舞う鯉の

ぼり 

角川書店 913.00 

蒼月 海里 幽落町おばけ駄菓子屋 星月夜の彼岸花 角川書店 913.00 

蒼月 海里 幽落町おばけ駄菓子屋 春風吹く水無月

堂 

角川書店 913.00 

蒼月 海里 幽落町おばけ駄菓子屋 異話 夢四夜 角川書店 913.00 

江戸川 乱歩 Ｄ坂の殺人事件・幽霊・黒手組・心理試験・

屋根裏の散歩者 

集英社 913.00 



江戸川 乱歩 一寸法師・何者 集英社 913.00 

江戸川 乱歩 蜘蛛男 集英社 913.00 

江戸川 乱歩 猟奇の果 集英社 913.00 

江戸川 乱歩 魔術師 集英社 913.00 

江戸川 乱歩 黄金仮面 集英社 913.00 

江戸川 乱歩 吸血鬼 集英社 913.00 

江戸川 乱歩 人間豹 集英社 913.00 

江戸川 乱歩 大金塊・怪人二十面相 集英社 913.00 

江戸川 乱歩 少年探偵団・黒蜥蜴 集英社 913.00 

江戸川 乱歩 妖怪博士・暗黒星 集英社 913.00 

江戸川 乱歩 悪魔の紋章・地獄の道化師 集英社 913.00 

谷 瑞惠 異人館画廊 失われた絵と学園の秘密 集英社 913.00 

白鳥 士朗 のうりん 13 ＳＢクリエイティブ 913.00 

辻村 深月 鏡の孤城 ポプラ社 913.00 

知念 実希彦 優しい死神の飼い方 光文社 913.00 

結城 光流 その冥がりに、華の咲く 陰陽師 安倍晴

明 

角川書店 913.00 

結城 光流 白き面に、囚わるる 陰陽師 安倍晴明 角川書店 913.00 

結城 光流 いまひとたびと、なく鵺に 陰陽師 安倍晴

明 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.00 

結城 光流 吾が身をもって、叶えよと 陰陽師 安倍晴

明 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.00 

西尾 維新 掟上今日子の裏表紙 講談社 913.00 

西尾 維新 掟上今日子の色見本 講談社 913.00 

住野 よる 青くて痛くて脆い ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.00 

谷 瑞惠  がらくた屋と月の夜話 幻冬舎 913.00 

中村 ふみ 夜見師 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.00 

中村 ふみ 夜見師２ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.00 

野々宮 ちさ 華族探偵と書生助手１ 黄昏のまぼろし 講談社 913.00 

野々宮 ちさ 華族探偵と書生助手２ 帰らじの宴 講談社 913.00 

野々宮 ちさ 華族探偵と書生助手３ 夜陰の花 講談社 913.00 

野々宮 ちさ 華族探偵と書生助手４ 神戸パルティータ 講談社 913.00 

川原 礫 ソードアート・オンライン 19 ムーンクレイド

ル 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.00 



川原 礫 ソードアート・オンライン 20 ムーンクレイド

ル 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.00 

浅葉 なつ 山が私を呼んでいる！ アスキー・メディアワーク

ス 

913.00 

 


