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 平成３０（２０１８）年９月１４日（金） 

大分県立鶴崎工業高校図書委員会 

 

毎年、大分県下の図書委員が集まって行う研修会に図書委員３名で参加し、有意義な時間を過ごしました。 

 

 

 

 

★参加した図書委員の感想★

図書館を使った授業利用 （７月） 

1 学期に行われた授業を紹介します。 

教科 対象学年／ 科 科目
利用時間

 (コマ数）
図書館活用の詳細 

家
庭
科 

２年生     

M1・E１・E2・A 

（授業変更のため実施 

できなかったクラス有） 

家
庭
基
礎 

 

１０ 

夏休み課題である｢ホームプロジェクト｣のテーマ研究のため、図書館内で情報

収集。主に衣食住に関するテーマの書籍・雑誌を準備。また、大分県立図書館

の｢大分県図書館情報ネットワーク（OLIB）｣を利用し、約 120 冊の関連書籍も

準備 （※｢OLIB｣では大分県立図書館の本を 1 ヶ月間借りることができます）。

 

教科 対象学年／ 科 科目
利用時間

(コマ数）
図書館活用の詳細 

産
業
デ
ザ
イ
ン 

 

 ３年生     

 

選
択(

平
面) 

４ 
｢本の装丁デザイン｣をテーマに平面デザインを行うため、実際に出版されてい

る書籍の装丁を見るなど、作品のテーマとなる本を探すために利用。 

教科 対象学年／ 科 科目
利用時間

(コマ数）
図書館活用の詳細 

国
語 

２年生 

M1・M2・E1 

現
代
文
Ａ 

３ 

夏休み課題である読書感想文についての授業。司書による読書感想文の説明

（『読書のしおり』等を使用）、今年度の課題図書紹介を行った。その後、各々で

読書感想文用の書籍を探した。 

午前読書会 午後ブックカバー作り 

各高校の生徒が色々な意見を出し合い、

普段自分では気付かないようなことが分

かって良かった。違う視点から内容を理解

することができたと思う。ブックカバー作

りも綺麗に仕上げることができた。 

図書委員として、図書館の利用が楽しい

と思えるような雰囲気を作っていきたい。

 

午前ビブリオバトル（バトラー） 午後 POP 作り 

とても良い経験になりました。ビブリオバトルではバトラーとして

毎日練習をした為、本番では失敗することなく行うことができ、個

人的にやりきった思いでいっぱいです。手作り POP では、プロの方

から熱く教えていただき、頑張って作りました。ビブリオバトルで

のプレゼン力は、就職試験の面接でも活かせると思いました。 

午前読書会 午後ビブリオバトル（聴衆） 

読書会では、参加者の話が上手くて分かりやすかったです。自分

と違う見方をしていて、新しい考えを知ることができて良かったで

す。ビブリオバトルでは、それぞれのバトラーの話を聞くだけでス

トーリーが分かり、読んでみたいと思うものばかりでした。今日感

じたことを、学校に持ち帰って皆に伝えていきたいと思いました。

図書館イラストコンテスト 結果発表 

 

 1 学期に行われたイラストコンテストの結果です。入賞者には粗品を進呈しますので、 

各部門の最優秀賞と優秀賞の人は受け取りに来てください♪ 

《本や図書館に関する部門》  

  

 

 

 

 

《自由部門》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊審査は産業デザイン科の先生方にお願いしました。ご協力ありがとうございました＊ 

 最優秀賞 

P.N しろい動物さん 

 優秀賞 

P.N 多⾁植物さん 

 最優秀賞 

 ⻄本真緒さん 

 優秀賞 

P.N Eruku さん 

★D 科の先⽣の講評★ 

優しい⾊づかいで、表現し

たい世界観がしっかりと伝

わる作品になっています。画

⾯の中で強弱があると、より

良くなると思います。 

★D 科の先⽣の講評★ 

細密に、細かい箇所まで描

き込まれており、⾒応えのあ

る作品となっています。部分

的に⾊を塗るなどすると、尚

良いと思います。 

★D 科の先⽣の講評★ 

⼤きな画⾯に繊細な絵を描

いて迫⼒のある作品になっ

ています。全体のバランスも

良く取れています。 

★D 科の先⽣の講評★ 

⾊鉛筆をよく使いこなせて

いて完成度の⾼い作品です。

背景に少し⾊を⼊れると、よ

り良くなると思います。 

その他にも、沢山のご参加をありがとうございました。 

上記の作品は、印刷の関係上、濃淡に差があります。 

現物を図書館に展示していますので、ぜひご覧ください。 

（次回は冬に開催予定です） 



☆★新着図書案内（7 月～）★☆ 

０ 総記・郷土資料 

はじめての Android プログラミング 金田浩明 

大分県民 74 人の証言 

伝える戦争の記憶 

大分合同新

聞社 

 1 哲学・思想 

イスラームってなに？ 1～4 長沢栄治 

イラストでよくわかる日本の神様図鑑 古川順弘 

涙の数だけ大きくなれる！ 

明日を生きる｢自分へのメッセージ｣ 

木下晴弘 

上京物語 僕の人生を変えた、父の五つの教え 喜多川泰 

 2 地理・歴史 

東京さんぽ図鑑 町や建物の

“新しい見方”を超図解！ 

スタジオワーク 

ビジュアル日本史 1000 人 上・下巻 滝浪貞子 

ビジュアル幕末 1000 人 大石学 

3 社会科学 

世界国勢図会 2018/19 矢野恒太記念会 

なるには BOOKS 教育学部 三井綾子 

4 自然科学 

スマホゲーム依存症 樋口進 

なるには BOOKS 

臨床検査技師になるには 

岩間靖典 

単位のひみつ モノの数え方 桜井進 

標本 BOOK さとうかよこ 

スーパーグラフィック 人体のツボ  影山幾男 

頭痛をスッキリ治す本 寺本純 

冷え性・貧血・低血圧 南雲久美子 

ヨガのポーズの意味と理論がわかる本 西川眞知子 

最新科学で解き明かす最高の睡眠 田中秀樹 

つらい肩のこりと痛みがみるみるとれる 筒井廣明 

5 工業・家政 

ル・コルビュジエ 建築家の仕事 フ ラ ン シ ー

ヌ・ブッシェ 

北欧 木の家具と建築の知恵 長谷川清之 

家具・インテリア・建築のデザイン基礎 鈴木敏彦 

ペットと暮らす住まいのデザイン 廣瀬慶二 

太陽光発電システムの設計と施工 太陽光発電協会 

エコカー技術の最前線 高根英幸 

マンガでわかる溶接作業 野村宗弘 

なるには BOOKS 

バイオ技術者・研究者になるには 

堀川晃菜 

主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村シュフ

手作り石鹸／石けん教室へようこそ ツクツク出版

身近な材料でハンドメイド 寺西恵里子

 6 産業 

単位と記号 パーフェクトガイド 誠文堂新光社 

新しい１キログラムの測り方 臼田孝 

 7 芸術・スポーツ 

わたしのこうぐばこ  ジェシー・フォード

名画の謎を解き明かす 

アトリビュート・シンボル図鑑

平松洋 

知識ゼロからのオペラ入門 池田理代子 

知識ゼロからのミュージカル入門 塩田明弘 

きばれ！長崎ブラバンガールズ 藤重佳久 

マンガでわかる｢オペラ｣の見かた 小畑恒夫 

マンガ ｢日本｣書の歴史 魚住和晃 

マンガ 書の歴史 殷～唐 魚住和晃 

マンガ 書の歴史 宗～民国 魚住和晃 

8 言語 

朝日キーワード 就職 2019 朝日新聞出版 

こわくてゆかいな漢字 張莉 

9 文学 

下町ロケット[3] ゴースト 池井戸潤 

ぼくときみの半径にだけ届く魔法 七月隆文 

営繕かるかや怪異譚 小野不由美 

青空と逃げる 辻村深月 

家族シアター 辻村深月 

ワンダー Wonder R・J・パラシオ 

大友二階崩れ 赤神諒 

過ぎ去りし王国の城 宮部みゆき 

奇譚ルーム はやみねかおる 

あん ドリアン助川 

ぼくたちと駐在さんの 700 日戦争 27 ママチャリ 

狼と香辛料 18～20 支倉凍砂 

浜村渚の計算ノート 8 と 1/2 さつめ 青柳碧人 

緋弾のアリア 29 赤松中学 

とびだししかけえほん 春～冬 デビッド・A.カーター 

名作読書きっかけ大図鑑 1～3 本田和子 

古典を楽しむきっかけ大図鑑 

1～3 

齋藤孝 

 

       図書館からのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大分県からのお知らせ 

～あなたの『文スト』への思いを 

イラストや文章にしてみませんか？～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校で⼀括して郵送しますので、 

興味のある⼈は⼀度図書館まで 

来てください。その他、質問等が 

あれば遠慮なくどうぞ♪⼩説版

『⽂スト』も図書館にあります◎ 

校内締切：10 月 26 日(金) 

 

鶴崎工業高校では、読み終わった本を

文化祭の一般公開日に安価で販売する

｢古本市｣を毎年行っています（今年で

11 回目）。古本市の収益金は本校の JRC

同好会を通じて、日本赤十字社へ寄付致

します。少し早目のお知らせになります

が、本を提供してくださる方がいれば図

書館までお願いします☺♪ 

 


