第２号

四次元ポケット

図書館を使った授業利用（5 月）

楽しみあるところに楽しみ 楽しみなきところに楽しむ」

6 月 19 日

6 月 19 日は、文豪・太宰治の命日

課題研究

（作家・吉川英治）

おうとうき

桜桃忌

であり、今もなお多くのファンによっ
しの

て偲ばれている日である。太宰は昭和
皆さん、県総体お疲れさまでした。支えてくださっ

教科
実習（
立体）

雨の日は雨を愛す

大分県立図書からも資料の取り寄せができます。

平成３０（２０１８）年６月７日（木）
大分県立鶴崎工業高校図書委員会

「晴れた日は晴れを愛し

図書館を使って行われた授業を紹介します。

23 年 6 月 13 日、東京の玉川上水に

対象学年／ 科

利用時間

３年生
産業デザイン科

３年生
産業デザイン科

図書館活用の詳細

(コマ数）

木材加工でオリジナルの掛け時計を製作するため、そのモチーフ（例：動物、植物な

１０

ど。既存のキャラクターは不可）となる資料を収集。

課題研究の調べ学習。各々の研究テーマに沿った資料を収集。大分県立図書館から

６

の資料も活用。

き

た全ての方々に感謝し、ゆっくり疲れを取ってくだ

飛び込み、同月 19 日にその亡骸が発見された。奇し

さいね。さて、大分県では梅雨入りが発表され、雨

くもその日は太宰 39 歳の誕生日であった。この日

の日が続いています。憂鬱になりがちな雨ですが、

を晩年の短編『桜桃』にちなみ、また 6 月のこの時

“雨だからこそできること”を楽しみましょう。雨

季に北国に実る鮮紅色の宝石のような果実が、鮮烈

の音を聴きながら好きな本を読む時間、読んだ本の

な太宰の生涯と珠玉の短編作家というイメージに最

感想を誰かと分かち合う時間も良いものです。

もふさわしいとして「桜桃忌」と名付けられた。時

図 書 館

こ

れ 知 っ

て

る

?

図書館に

なるにはＢＯＯＫＳシリーズ

あるよ！

を経ても輝きを放つ太宰の作品を読んでみよう。

“Rａiｎｙ ｄａｙs should be spent at home
with a cup of tea and a good book.”
『雨の日は紅茶と良書を片手に、家で過ごすべきです』

【作品】

１９７１年より刊⾏されている⻘少年向けの職業案内シリーズ。

『人間失格』
、
『桜桃』、
『斜陽』、
『お伽草子』、
『津軽』

『看護師になるには』、『管理栄養⼠になるには』など「○○にな

『走れメロス』、『グッド・バイ』、『晩年』 ほか

るには」というタイトルの下、その職業についての情報を詳しく

（米国の漫画家・Bill Watterson）

掲載。業務内容、就職先、採⽤試験情報、実際にその職業に就い
ている⽅のインタビューなど豊富な内容となっている。

『自動車整備士になるには』 『保育士になるには』 など多種！
先月（5 月）の図書館

少しずつ葉が増え…

最近は大学学部編も！

その他にもこんなテーマが！

Ｑ.⼯学部とはどういう学部ですか？
何を学び、社会にどう活かせますか？
Ｑ.⼯学部ならではの授業は？⼯学部の学⽣の

葉のない 1 本の木…

１⽇はどんな感じ？関わりの深い教科は？
Ｑ.卒業後に就く主な仕事は？
意外な仕事で活躍している先輩は？

『中高生からの選挙入門』

Q.⼯学部のある⼤学の探し⽅・⽐べ⽅は？

『働く時のルールと権利』

大学学部調べ『工学部』

新緑萌ゆる５⽉にちなみ、図書館⼊⼝に

鮮やかな緑の本の樹ができました♪

《実際に読んでみた図書委員の感想》

「本の樹」を作成しました。扉の中⼼部

職業関係の本というと堅いイメージがありますが、写真やイラストが豊富にあり、とても

分を⽊の幹に⾒⽴て、枝を作り、図書委

読み易いです。第１章から読まずとも、パラパラとページをめくって、⽬に留まった部分

員のオススメ本を記⼊した葉を貼り付け

から読んでもとても参考になると思います。かなり詳しく書かれてあるので、興味のある

て完成させました。秋の紅葉も計画中♪

職業の本は、⼀度⼿に取ってみるといいと思います。憧れの職業がある⼈や、複数の夢が

読んだ本⇒『コンピュー

あって迷っている⼈、また⼤学の学部選びがわからない⼈にオススメです。

タ技術者になるには』他

☆★新着図書案内(５月～)★☆

調べてみよう

嶺月香里

６月の図書館イベント

都道府県の特産品 駅弁編

０ 総記
Excel 最強の教科書

藤井直弥、大山啓介

楽しい豆本の作りかた

赤井都

手のひらサイズの小さな世界

３ 社会科学
なるには BOOKS

図解 日本のやきもの

伊藤嘉章

かわいいやきもの

柏木麻里

どうぶつの図案集

ジュリア・クオ

45 種×20 パターン
漆原次郎

大学学部調べ 工学部
５８の用語でわかる！

① 図書館イラストコンテスト

７ 芸術・スポーツ

安全・安心な社会創造

みつけてかぞえて

ガレス・ルーカス

どこどこ動物探しセット

カースティン・ロブソン

不可能を可能にする大谷翔平

大谷翔平

防災なるほど解説（全２巻） 研究所

１２０の思考

友だち幻想

フラダンスのはじめ

伊藤彩子

絵本 化鳥

泉鏡花

菅野仁

人と人の〈つながり〉を考える

みんなで考えよう！

秋田喜代美

つかう・つかわない？どう

稲葉茂勝

８ 言語

つかう？〈スマホ・ＳＮＳ・

国語は語彙力！

齋藤孝

ケイタイ〉（全３巻）

旅の指さし会話帳〈韓国〉

鈴木深良

４ 自然科学

９ 文学

ホーキング、宇宙を語る

スティーヴン・Ｗ・

未来

湊かなえ

ビッグバンからブラックホールまで

ホーキング

あなたは、誰かの大切な人

原田マハ

空想科学「理科」読本

柳田理科雄

さよなら、田中さん

鈴木るりか

楽になる 認知症ケアのコツ

山口晴保、田中志子

おわりの雪

ユベール・マンガレリ

イルミネイチャー

レイチェル・ウィリア

わたしがいどんだ戦い

キンバリー・ブルベイ

ムズ

1939 年

カー・ブラッドリー

古い道具と昔のくらし事典

内田順子

車いすラッキー

小林照幸

（全２巻）

関沢まゆみ

アイスブレイク

今村光章

捨てられた命と生きる
いのちは贈りもの
ホロコーストを生きのびて

５ 技術・工学・料理

日本人なら知っておきたい

世界の名建築

三芳寛要

世界の夢の住まい

三芳寛要

世界の夢の集合住宅

三芳寛要

安全に楽しく乗ろう！

谷田貝一男

自転車まるわかりブック
ＮＡＳＡより宇宙に近い町工場

植松努

僕らのロケットが飛んだ
今こそ作ってみたい
おおいたの郷土料理

西澤千恵子

フランシーヌ・クリス

ぐりとぐら

参加希望者は
図書館まで♪

トフ
蛇蔵＆海野凪子
手描きのイラストは、全て図書委

日本文学
てんじつき さわるえほん

② 紙ブックカバー作り

なかがわりえこ

員が描いています。

おおむらゆりこ

「図書委員ではないけれど…

平安女子の楽しい！生活

川村裕子

夜空の呪いに色はない

河野裕

四次元ポケットに自分も絵を描いて

英訳版 ＫＯＫＯＲＯ

夏目漱石×近藤いね子

みたい！」

本好きの下剋上 第四部

香月美夜
という人は、いつでも声を掛けてく
ださいね＊待っています♫

