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松蔭中高図書館広報誌

図書館が好きなので、日本の素敵な図
書館をいろいろ見てみたいです。
→『日本の最も美しい図書館』立野井
一恵文 エクスナレッジ 2015 をどうぞ。日本各地に
ある美しい図書館が写真とともに紹介されています。
神戸では、神戸市立東灘図書館と神戸大学附属図書館
社会科学系図書館が紹介されていますよ。（井）

1類（哲学・宗教）
いろいろな人の名言を知りたいのですが･･･。
→『世界の名言大事典－英語でふれる77人のことば』
弓狩匡純著 くもん出版 2014 は、77人が残した名言
が日本語だけでなく英語でも紹介され
ています。また、その人のプロフィー
ルや名言の背景・解説も。あなたの心
に響く名言はみつかるかな？！（井）

2類（歴史・地理）
松蔭の生徒もよく使っているファミ
リアのデニムバッグのように、兵庫
生まれで長く愛されているものって
他にどんなものがあるのかな？
→『ひょうごのロングセラー115』
『ひょうごのロングセラー100』神戸新聞経済部編 神
戸新聞総合出版センター 2012、2016 では、兵庫生
まれでロングセラーとなっているモノやサービスを知
ることができます。神戸風月堂のゴーフルのようなお
なじみのお菓子や、これもそうなの？！とちょっと意
外に感じるものもありますよ。（井）

6類（産業）お祝いにお花を贈りたいのだけど、

花言葉がのっている本ってあるかなあ？
→『一輪の花で幸せになる！花言葉 花飾り』フルール・
図書館は疑問を解決する場所です！ フルール編 池田書店 2010 はどうでしょう？いろん
な花の花言葉、花の名前の由来はもちろん、その花のす
てきな飾り方や花を贈るときのラッピング方法ものっているよ。花
3類（社会科学）
いとこの結婚式に出席！フランス料理を食べられる によっては恐怖や危険の意味を持った花もあるので要注意！恐ろし
のはうれしいけど、マナーが気になります。
い花言葉を集めた『あなたの知らない美しく怖い花言葉』
→普段は意識せずに食べていますが、いざ正式な場に 池上良太文 新紀元社 2006もチェックしておくといいかもね。（正）
出ると自信がないことはありますよね。そんな時は
『暮らしの絵本 食べ方のマナーとコツ』渡邊忠司監
7類（芸術）テレビアニメ『昭和元禄落語心中』には
修 伊藤美樹絵 学習研究社 2005 です。可愛いイ まっているのですが、アニメを見ていたら落語につい
ラストでフランス料理からハンバーガー、
て詳しく知りたくなっちゃった！
シュークリームの食べ方まで易しく解
→『図説 落語の歴史』山本進著 河出書房新社
説。同シリーズには手紙や贈り物のマ
2006はどうでしょう？落語はどうやって生まれたの？落語の歴史や
ナー本もあります。（大）
歴代の有名な落語家さん達、主人公与太郎のモデルになったといわ
れている古今亭志ん朝さんも載っていますよ♪落語のCDも図書館に
4類（自然科学）
“食品添加物”は体に悪い？今日食べたお菓子には は置いています♪（正）
カタカナの成分がいっぱい書かれてたけれど。
→食品添加物のおかげで、食品が長く持ち、製造が 8類（ことば）K-POPを普段よく聴くのだけど、歌詞の意味や発音
可能になります。でも安心できない？『食品添加物 を知りたいな
キャラクター図鑑』 左巻健男監修 いとうみつる →『K-POPで韓国語!』HANA教育研究会編 HANA 2013は、大人気の
SHINeeやBigBangなどの楽曲一曲一曲に丁寧な語句の意味と発音が
イラスト 日本図書センター 2015で
ついているよ。歌詞の意味を理解して正しい発音で歌うとかっこよ
は食品添加物をキャラクター化し、ど
く決まるね♪松蔭は韓国に姉妹校があって、図書館では韓国語の本
んな食品に使われ人体に影響があるか
のコーナーを作っています。韓国料理や韓国語の本が図書館にはた
を解説しています。（大）
くさん！韓国に興味のある人はぜひ。안녕하세요（正）
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5類（技術・家庭）
ブルーアースプロジェクトの活動を見ました。私
も自分らしく地球環境に貢献したいです。
→手芸が得意なあなたには『まいにち、エコたわし』
日本ヴォーグ社 2015 がおすすめ。食物やお花
形の洗剤不要のたわしから、フロア
モップ、スリッパモップなどのお掃
除道具までかわいいものでいっぱい。
母の日のプレゼントにいかが？（大）

9類（文学）世界最古の文学作品は何？
→Japan Knowledgeの日本大百科全書によると
『ギルガメシュ物語』が「バビロニアの叙事詩。世界最古の文学
作品といわれ、ギリシアの『オデュッセイア』に比せられる。紀
元前2,000年ころに成立。ギルガメシュは英雄でウルクの暴君。女
神アルルが粘土から作りだしたエンキドゥは、ウルクへやってき
てギルガメシュと戦ったのち親友になる。彼が天罰で死に、それ
に涙したギルガメシュは不死を求めてさまよい、ついに『創世記』
のノアに出会う。」そうです。絵本も叙事詩もあります（眞）
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2 0 1 6 年 度 ベ ス ト 貸 出 D VD
新企画
順 タイトル
主演、監督等
製作者
回数
５月からボランティア司書を
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
10
募集します。
2 フルハウス Ｓｅａｓｏｎ１ 第１－４話
ジョン・ステイモス 出演
ワーナー・ホーム・ビデオ
9
魔法にかけられて
エイミー・アダムス主演
ｳｫﾙﾄ ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ ｽﾀｼﾞｵ
9
第２・第４水曜日の昼休み、
4 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
5
図書館に
5 ｇｌｅｅ 踊る合唱部！？Ｖｏｌ．１
マシュー・モリソン 出演 ２０世紀フォックス
4
集合してください。
ハウルの動く城
ﾀﾞｲｱﾅ･ｳｨﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ 原作 スタジオジブリ
4
もののけ姫
宮崎駿 監督
スタジオジブリ
4
はと時計に本の紹介を書いたり、図書館
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
4
イベントを企画したり、利用者の本探し
眠れる森の美女 ｽﾍﾟｼｬﾙ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝ
シャルル・ペロー原作
ｳｫﾙﾄ ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ ｽﾀｼﾞｵ
4
を手伝ったり… 興味のある人、ぜひのぞ
10 Ｂａｃｋ ｔｏ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｔ ２
マイケル・Ｊ・フォックス
ＮＢＣ・ユニバーサル
3
いてみてください。
Ｂａｃｋ ｔｏ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ Ｐａｒｔ ３
マイケル・Ｊ・フォックス
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾋﾟｸﾁｬｰｽﾞ
3
Ｌｉｔｔｌｅ ＤＪ 小さな恋の物語
神木隆之介 出演
アミューズソフト
3
クジラの島の少女 Whale Rider
ﾆｷ･ｶｰﾛ 監督・脚本
日本ヘラルド映画
3
現在、読書会の 投票受付中 です。東野
コクリコ坂から
宮崎駿 企画・脚本
スタジオジブリ
3 圭吾の著作で一番人気になった作品を次回の
スター・ウォーズ エピソード1
ｼﾞｮｰｼﾞ･ﾙｰｶｽ 製作
20世紀ﾌｫｯｸｽ
3 読書会の課題図書にします。映画化された作
スペシャルドラマ リーガル・ハイ 完全版 堺雅人 主演
フジテレビジョン
3 品や受賞作の多さは当代随一のエンタメ作家！
テルマエ・ロマエ
阿部寛 主演
ﾌｼﾞﾃﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ
3 ぜひ参加してください。『探偵ガリレオ』、
『容疑者Xの献身』、『手紙』、そ
にんじん Poil de Carotte
ｼﾞｭｰﾙ･ﾙﾅｰﾙ 原作
紀伊國屋書店
3
れとも『流星の絆』？あなたのイ
ローマの休日 製作５０周年記念
グレゴリー・ペック 主演 パラマウント ホーム
3
チオシ、お待ちしてます。
圧殺の海 沖縄・辺野古
藤本幸久 共同監督
森の映画社
3
源氏物語 千年の謎
生田斗真 主演
東宝株式会社
3
耳をすませば
宮崎駿 ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ・脚本 スタジオジブリ
3 松蔭中学生・高校生は神戸松
図書館戦争 Ｂｏｏｋ ｏｆ Ｍｅｍｏｒｉｅｓ
岡田准一 主演
ＴＢＳ／ＫＡＤＯＫＡＷＡ
3 蔭女子学院大学図書館を利用
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
3 することができます。 大学図書館
風の谷のナウシカ
宮崎駿 原作･脚本･監督 ﾌﾞｴﾅ ﾋﾞｽﾀ ﾎｰﾑ
3 の利用を希望する人は中高図書館で申込書を
記入してください。申込み後、約10日程度で
2016年度ベス ト貸出CD
順 タイトル
演奏
製作者
回数 利用カードが届きます。（一年更新制です。
1 効果音 Ｖｏｌ．２７ ジングル・効果音楽２
キングスレコード
4 そしてうれしい！DVDの貸出期間が7日に伸び
効果音全集 8 ファンファーレ バラエティ
ｺﾛﾝﾋﾞｱﾐｭｰｼﾞｯｸ
4 ました。）
また、今年から本館は小学生
3 La Campanella 奇蹟のｶﾝﾊﾟﾈﾗ
ﾌｼﾞ子・ﾍﾐﾝｸﾞ ﾋﾟｱﾉ
Victor
3
向けに「松蔭サタデーライブ
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
3
ラリー」始めました。詳しく
効果音全集 7 アニメSE
ｺﾛﾝﾋﾞｱﾐｭｰｼﾞｯｸ
3
はＨＰかチラシを見てね。
このほか映画の名曲集や、卒業式ソングベストなどが人気がありました。

