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兵庫県立伊丹高等学校 図書委員会発行

担当 神村・高橋・藤本・椋

セミの鳴き声がよく聞こえる季節になりました。みなさん、期末テスト１日目、お疲れ様で

した。このテストが終わればすぐに夏休みが始まります。もうすぐなので、みなさん頑張って

ください。夏休み期間も図書室は変わらず開館しています。この夏休み期間に新しい本に出会

ってみてはいかかでしょうか。自習もできるので夏休みの課題を冷房の効いた涼しい図書室で

進めることができます。夏休み期間もぜひ県立伊丹高等学校の図書室を利用してみてはいかが

でしょうか。図書室開館のカレンダーは裏面にありますので、そちらを参考にしてください。

さて、今年度最初の“Library News”ということで、前期図書委員会委員長と副委員長に初

めのお言葉をいただきました。

～ 図書委員会委員長の言葉 ～

2020年度、前期図書委員長の向垣内 開です。新型コロナウイルスの影響で臨時休校にな

ったり、県伊祭が中止になったりしてしまいましたが、図書室は変わらず開館しています。新

しい本から古い本、ライトノベルや近代文学書、課題研究に必要な情報が載っている本や今で

は入手困難な本も図書室にはあるので、ぜひ来てください。

～ 図書委員会副委員長の言葉 ～

こんにちは。副委員長の石堂です。今年度は学校がコロナウイルス感染拡大防止のため臨時

休校になり、授業が詰め込まれて忙しいですが、こういう時だからこそ、たくさんの人に息抜

きに読書をしてほしいなと思っています。新しい本も入ってきたので、気疲れしたときはぜひ

図書館でゆったりと読書を楽しんでください。

★ 第163回 直木三十五賞・芥川龍之介賞の受賞作が決定しました！ ★

馳星周 「少年と犬」 （文藝春秋）

高山羽根子 「首里の馬」 （新潮社） 受賞作は、

遠野遥 「破局」 （河出書房新社） 入荷待ちです。



『スプニートクの恋人』 村上春樹 

『百人という感情』   最果タヒ 

 夏休みの読書のすすめ  
 

夏休みは８月１日～１９日です。これを機に、図書室に本を借りに来てはいかがですか？ 

とある図書委員からの読書のすすめです。 

 

⇒趣味の本を見つける             

忙しい学校生活の息抜きに趣味の本を探すのをおすすめします。図書室には芸術の本や

図鑑なども置いてあります！普段の自分じゃ読まないだろう本に挑戦してみても良いです

ね。自分で買うには高くて買えない専門書、絶版になっていて入手困難な本も探せば出てき

ます。もし読みたい本がない場合、リクエストしてください！図書委員で検討し購入します。

是非気になる本を探しに来てください！ 

 

⇒勉強についての本を借りる          

今までよりは短い夏休みですが、一学期の振り返りや英検・漢検などの外部試験に向けた

勉強の時間にはうってつけです。図書室にある英語読本のコーナーや小論文対策のコーナ

ーを活用してみてください！少し古いですが『センター試験の点数がおもしろいほどとれ

る本』のシリーズ等もあります。 

 

また、新しい英検の面接対策の本が、もうすぐ貸し出し可能になります。 

  『面接攻略ポイント 20 英検準二級』『面接攻略ポイント 20 英検二級』↓ 

英検の過去問も順次そろう予定です。 

 

⇒夏休みの図書貸出       

7 月 20日より夏休み貸出期間が始まります。 

 

 

 

読みたい本は早めに借りておきましょう！ 

 

リクエストの本が入っています！ 

お待たせしました。図書室まで。 

貸出冊数  10 冊まで 

返却日   8 月 21 日 



新しく入った本

新型コロナウイルスから社員と組織を 国難とも言われる新型コロナウイ
守る方法、教えます。労働衛生コンサル ルス。本書は、この新たな感染症に
タントとして数々の企業のコンサルティ 立ち向かう呼吸器の専門医たちが、
ングを行う人気の医師が、企業・団体で エビデンスの確立した臨床情報が、
働く人や管理職、経営者が新型コロナウ わかりやすく、見やすく、簡潔にま

イルス対策で何をすべきかわかりやすく とめています。正しく怖がるための
解説! 図表とQ&A方式で忙しいビジネ 正しい情報を医療従事者はじめ多く
スマンにも最適の必読バイブルです。 の読者に届けます。

18歳の美大生が交通事故で記憶喪失に ねつ造スキャンダルで活動休止に追い込ま
なる。それは自身のことだけでなく、食 れた、若手俳優の五十嵐カイリ。全てを失い、
べる、眠るなどの感覚さえ分からなくな 郷里の芦屋に戻った彼は、定食屋の夏神留二

るという状態だった―。そんな彼が徐々 に救われる。彼の店で働くことになったカイ
に周囲を理解し「新しい自分」を生き始 リだが、とんでもない客が現れ……。人の優
め、草木染職人として独立するまでを綴 しさとゴハンのおいしさに救われる、切なく
った手記。感動のノンフィクション。 てファンタジックな青春小説!!

逆さまに咲くチューリップはあ 都内の美容クリニックに勤める医師の橘久乃は、
りますか?」と問われた京都府 久しぶりに訪ねてきた幼なじみから「痩せたい」
立植物園に勤める新米職員の青 という相談を受ける。カウンセリングをしている
年・神苗は、その場に居合わせ と、小学校時代の同級生・横網八重子の思い出話

た謎の女性から助け舟を出され になった。幼なじみいわく、八重子には娘がいて、
ます。彼女は、西陣にある「な その娘は、高校二年から徐々に学校に行かなくな
ごみ植物店」の店員で「植物の り、卒業後、ドーナツがばらまかれた部屋で亡く
探偵」を名乗る女性・実菜。神 なっているのが見つかったという。母が揚げるド
苗は実菜の助手となり、植物に ーナツが大好物で、性格の明るい人気者だったと
関する謎を解いていきます。 いう少女に何が起きたのか―？

逆境にもめげず簡単ではない現実 図書委員の子どもたちが、積極的・意欲
に立ち向かい非日常的な出来事に巻 的に委員会活動を行うことができるアイデ
き込まれながらもアンハッピーな展 アが満載の1冊。ポップや展示の工夫で図
開を乗り越え僕たちは逆転する! 書館をより魅力的な場所にして、たくさん
無上の短編5編(書き下ろし3編)を収 の人に本の面白さを知ってもらいたい!み

録。 んなが本を好きになるきっかけとなるよう
なイベントを行イベントを行うにはどうす
れば良いか?など、具体的な情報を盛りだ
くさんに紹介。

呼吸器内科医が解説! 新型コロナウイルス感染症
- COVID-19 - 粟野 暢康 著

【図解】新型コロナウイルス 職場の対策マニュアル
亀田高志 著

記憶喪失になったぼくが見た世界
坪倉優介 著

「最後の晩ごはん」シリーズ
椹 野 道 流

「京都西陣なごみ植物店」シリーズ

椹野道流 著

カケラ

湊かなえ 著

逆ソクラテス

伊坂 幸太郎 著

図書委員アイデアブック
吉岡 裕子 村上 恭子 著



＊ 開館予定 ＊ ﾞ

月 火 水 木 金

７/20 21 22 23 24

期末考査① 期末考査② 期末考査③ 海の日 スポーツの日
放課後開館時間 ～1４ :50 ～1４ :50 ～1４ :50 休館 休館

2７ 2８ 2９ ３０ ３１

期末考査④ 期末考査⑤ 家庭学習日 家庭学習日 終業式
放課後開館時間 ～1４ :50 ～1４ :50 休館 休館 ～1４ :00

8/３ ４ ５

放課後開館時間 ９ :00 ９ :00 ９ :00

～14:00 ～14:00 ～14:00

8/20 21

始業式
放課後開館時間 ～1４ :00 ～1６ :50

24 25 26 27 28

放課後開館時間 ～1６ :50 ～1６ :50 ～1６ :50 ～1６ :50 ～1６ :50

夏休み、８月６日(木)から19日(水)は休館です。
会議、出張等、臨時に閉館時間が変更されることがあります。

図書委員会広報係の紹介
第３号チーム

２年７組 神村 美慧

広報担当になりました。より図書の魅力が伝わるように頑張りますので、よろしくお願いします。

２年７組 高橋 奈緒

今年初めて図書委員になりました。皆さんに図書室を利用してもらえるようたくさん本の情報を

発信していきたいと思っています。よろしくお願いします。

１年３組 藤本 敦史

広報を担当します。わからないことばかりですが精一杯がんばります。よろしくお願いします。

１年５組 椋 龍之介

広報を担当します。たくさんの面白い本を紹介出来るよう頑張ります。よろしくお願いします。

第４号チーム

２年６組 川畑 琴美

図書委員は初めてですが頑張ります。

２年６組 高柳 寿々

今年初めて図書委員になりました。よろしくお願いします！

１年７組 田浦 亜都

広報を担当させて頂きます。皆さんにより良い情報を提供できるよう努めます。よろしくお願い

します。

１年７組 石原 奏

このたび広報を担当することになりました。いたらない点もあるかと思いますが、よろしくお願

いします。


