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0類（総記・図書館・出版）
どの本を読もうか迷います。

そんな時おすすめの本は？

→『きっとあなたは、あの本が好き。連想でつながる

読書ガイド』都甲幸治他著 立東舎 2016は表紙がか

わいい読書ガイド。伊坂幸太郎(『重力ピエロ』『グ

ラスホッパー』等の作者)を含む8人の作者が好きな人

におすすめする本が紹介されています。映像化作品は

原作と物語が異なることがあるので、比べてみては？

当館では、映像化作品をまとめたコーナーもあります！

1類（哲学・宗教）
ルールはどうして守らなくちゃいけないの？

→電車内でのマナーや校則など様々なルールがあります

ね。『こころのふしぎなぜ？どうして？』村山哲哉監修

高橋書店 2014ではその疑問に答えてくれ

ます。その他にも「心ってどこにあるの？」

「おまじないって、本当にかなうの？」な

どの疑問にも答えてくれます。どこからで

も読み始めることができる本です。

2類（歴史・地理）
映画「ビリギャル」で話題になった世界史の漫画は？

→『集英社版・学習漫画 世界の歴史』本村凌二他監

修 集英社 2002 シリーズ全20巻です。世界史の他

にも日本史や図書館、子育てなどに関する漫画を所蔵

しています。そしてもちろん「ビリギャル」の原作本

『学年ビリのギャルが1年で偏

差値を40上げて慶應大学に現役

合格した話』坪田信貴著KADOKA

WA 2013もあります！

3類（社会科学）
日本のお正月の行事について調べたいのですが、

いい本ありますか。

→『「和」の行事えほん2 秋と冬の巻』髙野紀子著

あすなろ書房 2007は、どうでしょう？

お正月の飾りや鏡餅、初詣に書き

初め、七草粥、そしておせち料理

など、細かくかわいい絵で説明し

てくれているのでとっても楽しく

学べます。

4類（自然科学）
流れ星ってどうやったら見られるかなぁ？

→『テーマ別ではじめる天体観察 見てみたい天

体観察58テーマ』えびなみつる著 誠文堂新光社

2011 流れ星が見られる時期や、

流れ星の名前、流れ星を見るの

に、適した場所や方法が載って

いますよ。

6類（産業）
ウサギを飼いたいと思っています。ウサギの飼い方を知りたいのですが、

参考になる本はありますか？

→『小動物の飼い方図鑑』（ワイド版・動物図鑑シリーズ）河野朝

城監修 日東書院 2011では、ウサギなどの哺乳類

のほか、鳥類、両生類、爬虫類といった、小動物

の飼い方が解説されています。ワンポイントアド

バイスもありますよ。

8類（ことば）
外国人の友達と一緒に折り紙をしようと思っています。

でも英語で折り紙を説明するのは難しそう。

→『日本を伝える！英語で折り紙』山口真著 立

石浩一訳 ナツメ社 2005では、年中行事や伝統文

化に関連する折り紙など、日本を知ってもらえる折り紙の折り方が

英語と日本語の両方で解説されています。

9類（文学）
本当に怖い小説、いいのある？

→『残穢』小野不由美著 新潮社 2012 は映画化も
ざ ん え

されているし、底冷えのする寒気が感じられます。ほ

かにもクラスメイトに死者が紛れ込んでいる

『Another』綾辻行人著 角川文庫 2011、呪いのビデオは海外でも
ｱﾅｻﾞｰ

話題だった『リング』鈴木光司著 角川ホラー文庫 199 3。

『MAZE』恩田陸著 双葉文庫 2003、『リカ』五十嵐貴久著 幻冬
メ イ ズ

舎文庫 2003 それから学校図書館では大人気の山田悠介の本も

『その時までサヨナラ』文芸社文庫 2012 ほかたくさんあります。

7類（芸術）
最近、宝塚歌劇のファンになりました。宝塚歌劇につい

て、もっといろいろ知りたいのですが。

→『タカラヅカ100年100問100答』中本千晶著 東京

堂出版 2014をどうぞ。トップスターに関する疑問、

男役・娘役に関する疑問など、宝塚歌劇に関するさ

まざまな疑問に答えてくれる1冊です。

質問特集
図書館は疑問を解決する場所です！

5類（技術・家庭）
お弁当に、いつもよりちょっと変わったかわいいおにぎり

を持っていきたいなぁ。

→『おにぎらずとおにぎりの本 おべんとうに大活

躍！』星野奈々子著 枻出版社 2015 は

どうでしょう？ 切り口がとってもカラフルで、ご

はんと具材をのりで包むたのしいおにぎらず。おに

ぎらずの切り方やいろんな具材でつくったおにぎら

ずのレシピがたくさん載っています！

松蔭の図書館にはごはんやお菓子の

レシピの本がたくさんありますよ！



2015年度ベスト貸出DVD
順位 書名 出演者等 出版者名 回

1 図書館戦争 岡田准一 主演 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 19
2 テルマエ・ロマエ 阿部寛 主演 ﾌｼﾞﾃﾚﾋ゙ ｼﾞｮﾝ 6

西の魔女が死んだ 梨木香歩 原作 ｱｽﾐｯｸ･ｴー ｽ ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 6
4 スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス ｼﾞｮ ｼーﾞ･ﾙ ｶーｽ 製作 20世紀ﾌｫｯｸｽ 5

プラダを着た悪魔 アン・ハサウェイ 主演 20世紀ﾌｫｯｸｽ 5
レ・ミゼラブル ヒュー・ジャックマン 主演 ｼ゙ｪﾈｵﾝ・ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 5
図書館戦争 Ｂｏｏｋ ｏｆ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ 岡田准一 主演 ＴＢＳ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ 5

8 アラジン スペシャル・エディション ウォルトディズニーピクチャーズ 制作ウォルトディズニースタジオ ホームエンタ4
コクリコ坂から （ジブリがいっぱいコレクション） 宮崎駿 企画・脚本 スタジオジブリ 4
チャーリーとチョコレート工場 ジョニー・デップ 主演 ﾜー ﾅー ･ﾎｰﾑ･ﾋﾞﾃﾞｵ 4
魔法にかけられて （Walt Disney Pictures Presents） ｳｫﾙﾄ ﾃ゙ ｨｽﾞﾆー  ｽﾀｼﾞｵ ﾎｰﾑ ｴﾝﾀー ﾃｲﾒﾝﾄ4

12 スター・ウォーズ エピソード 2 クローンの攻撃 ｼﾞｮ ｼーﾞ･ﾙ ｶーｽ 製作 20世紀ﾌｫｯｸｽ 3
スタンド・バイ・ミー Stand by Me ｽﾃｨー ｳﾞﾝ･ｷﾝｸﾞ 原作 ｿﾆー ･ﾋ゚ｸﾁｬ ｽーﾞ 3
ファインディング ニモ Finding Nemo ｼﾞｮﾝ･ﾗｾﾀー  製作総指揮 ﾌ゙ｴﾅ ﾋ゙ ｽﾀ ﾎｰﾑ ｴﾝﾀー ﾃｲﾒﾝﾄ 3
もののけ姫 （ジブリがいっぱいコレクション） 宮崎駿 監督 スタジオジブリ 3
源氏物語 千年の謎 生田斗真 主演 東宝株式会社 3
風の谷のナウシカ （ジブリがいっぱいCollection） 宮崎駿 原作･脚本･監督 ﾌ゙ｴﾅ ﾋ゙ ｽﾀ ﾎｰﾑ ｴﾝﾀー ﾃｲﾒﾝﾄ 3
魔女の宅急便 （ジブリがいっぱいCollection） 角野栄子 原作 ﾌ゙ｴﾅ ﾋ゙ ｽﾀ ﾎｰﾑ ｴﾝﾀー ﾃｲﾒﾝﾄ 3

他にも【かいじゅうたちのいるところ】【サラの鍵】【スター・ウォーズ】シリーズが人気でした。

2015年度ベスト貸出CD
順位 書名 著者名 出版者名 回

1 My First Disney   Original Soundtrack Best ﾏｲ･ﾌｧｰｽﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆー    英語版 Walt Disney  Records 3
Nodame Cantabile Special Best のだめ カンタービレ 新春 スペシャル ｿﾆー ･ﾐｭー ｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 3

3 ﾓﾙﾀ゙ｳ 管弦楽名曲集 ﾛﾝﾄﾞﾝ 2
ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ:ﾋﾟｱﾉ協奏曲 第3番 ﾆ短調 ﾍﾞﾙﾅﾙﾄ･ﾊｲﾃｨﾝｸ  指揮 ﾛﾝﾄﾞﾝ 2
ﾗﾌﾏﾆﾉﾌ:交響曲 第2番 ﾎ短調 作品27(1:05:11) ｱﾝﾄ゙ ﾚ･ﾌﾟﾚｳﾞｨﾝ  指揮 東芝EMI 2
交響曲 第21番 ｲ長調 K.134(20:03)  他 交響曲 ﾈｳﾞｨﾙ･ﾏﾘﾅ-  指揮 小学館 2
交響曲 第26番 変ﾎ長調 K.184(161a)(8:15)  他 ﾈｳﾞｨﾙ･ﾏﾘﾅ-  指揮 小学館 2
交響曲 第30番 ﾆ長調 K.202(186b)(18:02)  他 ﾈｳﾞｨﾙ･ﾏﾘﾅ-  指揮 小学館 2

ほかにも【アナと雪の女王　サウンドトラック】やビートルズ、いきものがかりなどが人気でした。
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松蔭中学生・高校生は
神戸松蔭女子学院大学
図書館を利用すること
ができます。30万冊の蔵書、DVD
を借りることができ、雑誌は閲覧できます。

大学図書館の利用を希望する

人は中高図書館で申込書を書

いてください。申込み後、約

10日程度で利用カードが届き

ます。（一年更新制です）

4月から3月までの間に50冊以上借り

た人はゴールドカードになって、
賞状とオリジナルの賞品がもらえま

す。ゴールドカードを持っていて、

高校になってさらに50冊借りたらプ
ラチナカードになって賞状・賞品
と、いつでも10冊借りられる特典が

つきます。（高校３年生は2学期までの
算出になります）

新しい学年になりました。

Gold or Platinum、チャ
レンジしてみませんか？

現在、読書会の課題図書投票受付中です。

山田悠介『キリン』が一歩リード、クリスティ

『そして誰もいなくなった』、神永学『怪盗

探偵 山猫』が追いかけている状態です。課

題図書を読んで関連のお菓子

を作って一緒に読書会を楽し

みませんか？投票、お待ちし

ております。


