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質問特集
0類（総記・図書館・出版）
普段、iphoneやYoutubeで音楽をよく聴

いてるけど、そもそも音楽ってどうやっ
てできたんだろう？最初に音をきいたひ
とは？
→物事のはじまり、「起源」を知りたいなら、

『NewScientist 起源図鑑 ビッグバンからへそ
のゴマまで、ほとんどあらゆることの歴史』
グレアム・ロートン著 ジェニファー・ダニエル
絵 佐藤やえ訳 ディスカヴァー・トゥエンティ
ワン 2017はどうでしょうか？人類や地球、宇
宙のはじまりからトイレッ
トペーパーやへそのゴマな
んていうマニアックな起源
まで、いろんなものごとの
起源がイラストや図ととも
にわかりやすく書いてあり
ますよ！

1類（哲学・宗教）
昨日、死んじゃう夢を見てとっても怖かっ
たんだけど、これって悪いしらせかな？
→怖い夢やいやな夢は、実は意外といいことの

知らせだったりするみたいです♪『開運ブック
ス ルネの夢解き事典』ルネ・ヴァン・ダール・
ワタナベ著 説話社 2001をどうぞ。「死ぬ」夢

はもちろん、人や事柄、シーン
などカテゴリー別に載っている
ので、昨日みた夢はどんな意味
があるのか調べてみよう！（気
にしすぎはだめですよ。）

2類（歴史・地理）
いま放送中のNHK大

河ドラマの『西郷ど
ん』にはまっていま
す。西郷隆盛のこと
を知りたくなっちゃっ
たんだけど…。
→『人生を切り開く！西郷隆盛の言葉100』高橋伸幸著 扶

桑社 2017 なんてどうでしょうか？、ドラマでもやさしく
力強い西郷どんの言葉、そして鹿児島弁はとても印象深い。
この本は、そんな西郷どんの言葉を、西郷隆盛の死後、庄内
藩士たちがまとめたものです。ドラマで登場した言葉やエピ
ソードもあるかも。西郷隆盛の言葉から、彼の人物像やエピ
ソードを知るのも面白いかもしれませんよ！図書館では、ドラマ化、映画化し
た本の展示もしています！西郷どんに関する本、他にもいろいろ展示してある

のでぜひチェックして
みてください！３類（社会科学）

投票に行ってみたいけど、選挙についてよく
分かりません。
→誕生日が４〜12月の場合、高校生のうちから与えら
れる選挙権。いきなり選挙と言われてもなかなかピン
とこないかもしれません。『18歳選挙権
ガイドブック』川上和久著 講談社
2016 では、政治のイロハから、投票す
る前に知っておきたい社会問題まで分か
りやすく解説されています。

４類（自然科学）
お花見に行って、桜のことを知りたくなりま

した。
→日本人にとって、花と言えば桜ですね。「花見」

が桜を見ることを指すのにもそれが現れているように
思います。『カラー版「桜と日本人」ノート』安藤潔
著 文芸社 2004 には、「サクラ」という言葉の語
源から、ニュースでよく耳にする「桜前線」について
の解説など、桜に関する情報が満載です。

５類（技術・家庭）
兵庫県のものづくりについて調べたいです。

→兵庫県では伝統的な地場産業から重工業までたくさ
んのものづくりが行われています。『工場は生きてい
る〜ものづくり探訪〜』加藤正文著 綱本武雄絵 か

もがわ出版 2011 では、様々な
分野の工場がイラストとともに紹
介されています。私たちの生活を
支えるものづくりの現場をのぞい
てみましょう。

７類（芸術）
映画「ハウルの動く城」の舞台のモ

デルとなった場所はありますか？
→『名作アニメの風景50』アマナイメー

ジズ写真 アフロ著 パイインターナショナ
ル 2011 では、写真を見ることができます。
音楽を担当した久石譲氏もこの地でインス
ピレーションを得たのだとか。図書館には
ジブリのDVDもありますよ！

８類（ことば）
コンビニで買ったサンドイッチ

が「シャキシャキレタスサンド」
という商品名でした。
シャキシャキとは具体的にどういっ
た意味ですか。
→『ふわとろ SIZZLE WORD「おいし

い」言葉の使い方』 B･M･FTことばラボ
編 B･M･FT出版部 2016
こちらの本に意味、飲食時の使い方、
食品やお店での使い方が紹介されてい
ます。他にも「コク旨」「とろーり」

「ほくほく」など、
飲食を誘う力をもつ
言葉（=シズルワード）
がたくさん。どこを
読んでも味わい深い
１冊です。

６類（産業）
通学路で珍しい模様のネコを見まし
た。ネコの柄について知りたいので
すが…。
→『美しい柄ネコ図鑑』
小林希著 エクスナレッジ
2016 がおすすめです。
ネコの柄だけでなく、前髪
や目の色、鼻の色といった
パーツごとにも注目。
日本各地、世界各国のネコ
が載っているので、見ているだけでも楽し
めます。

9類（文学）
戦争が終わった昭和

20年代に子どもが読ん
でいた本にはどんなも
のがある？
→『新・こどもの本と読

書の事典』黒澤浩ほか編ポ
プラ社2004 によると昭和
20年代に『ビルマの竪琴』
『チョコレート町１番地』
『八郎』『長い長いお医者
さんの話』『星の王子さま』
『うりこひめとあまんじゃ
く』『ちびくろ・さんぼ』
が発表されて、読まれてい
たようです。



2017年度DVD貸出ベスト９
順位 書名 出演者等 制作 回数

1 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・ビデオ 6
2 図書館戦争 Ｂｏｏｋ ｏｆ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ 岡田准一 主演 ＴＢＳ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ 5
3 Ｂａｃｋ ｔｏ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｔ Ⅱ マイケル・Ｊ・フォックス 主演 NBCﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ・ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ 4

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ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ4
図書館戦争 岡田准一 主演 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 4
日の名残り Remains of the Day ｶｽﾞｵ･ｲｼｸﾞﾛ 原作 ソニーピクチャーズ 4

7 ハウルの動く城 ﾀﾞｲｱﾅ･ｳｨﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 原作 ﾌﾞｴﾅ ﾋﾞｽﾀ ﾎｰﾑ ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ 3
夕凪の街 桜の国 こうの史代 原作 ｱｰﾄﾎﾟｰﾄ 3

9 Ｂａｃｋ ｔｏ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｔ ３ マイケル・Ｊ・フォックス 主演 ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン2
ｇｌｅｅ 踊る合唱部！？Ｖｏｌ．１ マシュー・モリソン 出演 ２０世紀foxｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ 2
ウォーリー WALL・E ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･Pixar 制作 ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ ｽﾀｼﾞｵﾎｰﾑ 2
かいじゅうたちのいるところ スパイク・ジョーンズ 監督・脚本 ワーナー・ホーム・ビデオ 2
ダーウィンが来た！生きもの新伝説２ 桜井洋子 語り NHKエンタープライズ 2
ツレがうつになりまして。 佐々部清 監督 東映ビデオ株式会社 2
テルマエ・ロマエ 阿部寛 主演 ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ 2
ハンナ・アーレント マルガレーテ・フォン・トロッタ 脚本・監督ポニーキャニオン 2
プラダを着た悪魔 アン・ハサウェイ 主演 ２０世紀foxｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ 1
ブレードランナー  最終版 ﾘﾄﾞﾘｰ･ｽｺｯﾄ ワーナーホームビデオ 2
映画 いのちの食べかた ﾆｺﾗｳｽ･ｹﾞｲﾊﾙﾀｰ 監督・撮影・脚本新日本映画社 1
千と千尋の神隠し 宮崎駿 原作・脚本・監督 スタジオジブリ 2
天空の城ラピュタ 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 2
風と共に去りぬ ﾋﾞｸﾀｰ･ﾌﾚﾐﾝｸﾞ ワーナーホームビデオ 2
魔法にかけられて 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2

2017年度CD貸出ベスト３
順位 書名 演奏者等 制作 回数

1 My First Disney   Original Soundtrack Walt Disney  Records 4
The Beatles 1    27×No 1 hits on 1 cd ｻﾞ･ﾋﾞ-ﾄﾙｽﾞ  １ﾋﾞ-ﾄﾙｽﾞ  歌 東芝EMI 4

3 EXILE  Evolution EXILE 作詞・作曲 rhythm Zone 2
ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ  青春の輝き ｶｰﾍﾟﾝﾀｰｽﾞ  歌 ﾎﾟﾘﾄﾞｰﾙ 2
ｼｮﾊﾟﾝ:24の前奏曲 Op.28 ｳﾞﾗﾃﾞｨ-ﾐﾙ･ｱｼｭｹﾅ-ｼﾞ  ﾋﾟｱﾉ ﾛﾝﾄﾞﾝ 2
ｼｮﾊﾟﾝ:ﾜﾙﾂ全集 ｳﾞﾗﾃﾞｨ-ﾐﾙ･ｱｼｭｹﾅ-ｼﾞ ﾋﾟｱﾉ ﾛﾝﾄﾞﾝ 2
ピアノデイズ～君と聴いたラブソング Sony Music Direct 2
効果音全集 1 自然 ｺﾛﾝﾋﾞｱﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 2
庭の千草～夢見る人 世界の愛唱歌集 ﾛﾝﾄﾞﾝ 2

第201号 松蔭中高図書館広報誌 2018年4月9日

松蔭中高生の皆さんは
松蔭大学の図書館も
利用できます。

希望者は中高図書館で申込書に記入し

てください。約10日間で大学のカード

がとどきます。一年更新です。

ボランティア司書を
募集します。
第２・第４水曜日の昼休み
図書館に集合してください。
はと時計に本の紹介を書いたり、図書館イベントを企

画したり、POPを作ったり、他校とのビブリオバトル

に参加したり・・・。本好きな人、図書館の活動に参

加したい人、ぜひ来て

ください。

初日は4月11日ですが、

いつからでも参加でき

ます。

小学生に読み聞かせをしてくれる
ひと
小学生と本のしおり作りをしてく
れるひと
大募集！

とりあえずおためしに練習

してから参加してくれても

かまいません。


