
 

「レンタルよりも早く！」 

みんなのお目当ての DVDはリリースさ

れると同時にもれなく購入していま

す。その甲斐あってか「あの DVDある

ー？」には大体「あるよ！」と答えら

れるかな。 

「観たい映画がある」、「あの映画よか

ったよ」の声を聞かせてね。 

本の展示―図書館のあちこちでー 

「へーこんな本あったんだ」 

みんなが楽しんでくれるようなテーマをいつも探し

ています。来年度はみんなが参加できる展示をもっと増

やして行きたいですね。(^_-)-☆ 

 

 

 

「Emc news letter」 

毎月発行（8月を除く）予定。図書館の情報や本の

紹介など読み物も満載でお届けします。どうぞよろ

しく。 

 

「もっと便利に、もっと楽しく。」を考え中… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リユースブックフェア！ 

雑誌バックナンバー、赤本、小説

を無料配布します。早い者勝ちで

すよ。お目当ての雑誌などはこの

機会に Get しよう。7 月頃の予定

です。 

「ブックハンティング」。来年もやります！ 

8月上旬、生徒が名古屋丸善で図書館に入れ

たい本を直接選んでくるという人気のイベ

ントです。いろんな本があって選ぶのも楽し

く、あっという間に時間が過ぎていきます。本

好きの人はぜひご参加を！ 

えらんでくれた本は推しコメント付きでドー

ンと展示します。 

「三重人に訊こう」 

三重で活躍する様々な人の活動

や体験を学ぶ放課後講演会。 

今年度は会社の社長さん2名に来

ていただきました。来年度はどん

な方々のお話が訊けるでしょう

か。乞う、ご期待。 

カウンターで引ける「図書みくじ」 

さあ！新年は図書館で運だめし！ 

毎年大好評のうちになくなってしまう

ので早めのご来館をおすすめします。 

 

「わざわざ本屋に行かなくても図書

館に読みたい本ぜーんぶ揃ってる」 

来年もそんな図書館を目標に！ 
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みんなが好きなことができて、居心地がよくて、ちょっとためになって… さて来年度はどんなこと

していこうかな. 

 

「あなたがそばにくると、 

さあさあと血のながれる音まで聞こえてくるようだ」 

         茨木のり子著 『詩のこころを読む』 

詩人茨木のり子さんが少女時代に老人に言われた言葉だそうです。

EMC のカウンターにいると私にもこの「さあさあ」という音がな

んとなく聞こえるような気がします。エネルギーがひたひた充ち

溢れる感じ、いつも圧倒されています！ 

 

 



 
新着図書ピックアップ 

 

『お金も知識も運もない大学生ふたりのヨーロッパサバイバル旅行記』 

 ｍｏｍｏ【著】 

コロナ禍も落ち着き、海外旅行や留学をあらたに考えている人も多いのでは

ないでしょうか。こちらは、ほぼ未計画の旅行に果敢にチャレンジした卒業旅行

の記録が書かれたものです。ヨーロッパといってもどの国を見たらよいのか、全

部同じような雰囲気なのか迷うこともあるかと思いますが、本書は非常に分か

りやすいなと感じました。気をつけ過ぎることも良くないかもしれませんが、事

前に情報を得て準備や心構えをしていると、少し気軽にまたより楽しく海外に

行ける気がします。旅のハプニングも楽しむ為に。（大原） 

 

『酷道大百科―激狭、断崖、未舗装…愛おしい「国道」全５３本』 

鹿取 茂雄【著】 

卒業したら車の免許を取ろうと思っている方もいるかもしれません。晴れて

運転免許証を取得したあかつきには、親の車を借りて、カーナビに目的地をセッ

トして、さあ出発。知らない道もカーナビがあれば安心・・・と思っていたら、

急激に道幅が狭くなって、不安で手汗 MAX。それがカーナビあるある。国道だ

から走りやすいなんて大間違い。そんな通行困難な道、酷道（こくどう）の本で

す。三重では伊賀と松阪をつなぐ仁柿峠が紹介されています。わずか５キロほど

の距離にも関わらず、道幅が狭いため「この先大型車は絶対に通れません」とい

う看板が立ち、林によって日光がさえぎられ、谷側のガードレールが所々にしか

ないという「短いながらも、酷道の魅力がギュッと詰まっている」道だそうで

す。さわやかな春の風を感じながら、一味違うドライブしてみませんか。写真が

豊富で気分だけでも楽しめます。（津田） 

 『風土記 ビギナーズ・クラシックス』  

橋本 雅之 【編集】 

皆さんは風土記を知っていますか？奈良時代前期に、土壌の状態、地名の起源や

伝承、産物などをまとめて報告するよう官命が下され、諸国の国庁で編纂。地域の

地理的データ、情報を集めることを目的としたもので、まあ、奈良時代の「地方誌」

ですね。本書では現存する風土記の中から要点をもらさずダイジェスト、原文に併

せた現代語訳はもちろん、作品を味わうための細やかな解説もついています。これ

を読むと動植物、山や川、湖など豊かでかつ時に厳しい自然と共に生きた古代人の

生活に思いを馳せることができます。このビギナーズ・クラシックスはシリーズに

なっていて、他にも『万葉集』、『枕草子』、『方丈記』、『古事記』…など EMC に蔵書

がありますのでチェックしてみてください。（大塚） 

新着ピックアップは毎月、司書が「これはぜひ読んで！」と思う本を選りすぐってお届けします。 

上記以外にも新着図書がたくさん届いています。カウンター前の新着コーナーをご覧ください。 
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蔵書冊数（2023.2.10現在） 

2022 年度 新着数 

図書  1,135冊 

DVD       44点 

 

図書合計  47,039冊 

DVD 合計    521 点 

貸出冊数（2023.2.10現在） 

貸出冊数 3,945 冊 

 

一人あたり 2.2 冊／人 

 

皆さんからのリクエスト数  

本 66 冊 ／ DVD 5点 

 

県内他高校の図書館と比較高

生徒 1 人あたり貸出数 

第 1 位     56.8 冊／人 

平均         3.4 冊／人 

 

本校         2.5 冊／人 

(45 位／69 校) 

貸出利用者率 

第 1 位     100  ％ 

平均      35.5％ 

 

本校     26  ％ 

( 52 位／69校) 

蔵書冊数 

第１位     62,694冊 

平均    26,110冊 

 

本校    45,349冊 

(2 位／69 校) 

一人あたり蔵書冊数 

第 1 位    522   冊／人 

平均     39.2 冊／人 

 

本校      29   冊／人 

(63 位／69 校) 

3 月の開館予定 

出典：『学校図書館白書 2021 年度版』 

（集計期間：2022 年 4 月 1 日～） 

） 

 

データを見ていかがでしょうか？蔵書は多いですが、学年別貸出数や他校との比較を見 

ても貸出率が少ない事が分かります。トホホ…。もっとご利用頂けるよう工夫を重ねな 

ければと改めて思います。４月からも EMCのご利用お待ちしてます。キテ…カリテ…。 
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合計

1人あたり貸出冊数

1 水 休館

2 木 8:10-18:50

3 金 8:10-18:50

4 土 休館

5 日 休館

6 月 8:10-18:50

7 火 8:10-18:50

8 水 8:10-17:50

9 木 8:10-17:50

10 金 8:10-17:50

11 土 休館

12 日 休館

13 月 8:10-17:50

14 火 8:10-17:50

15 水 8:10-17:50

16 木 8:10-17:50

17 金 8:10-17:50

18 土 休館

19 日 休館

20 月 8:10-16:50

21 火 休館

22 水 8:10-16:50

23 木 8:10-16:50

24 金 8:10-16:50

25 土 休館

26 日 休館

27 月 休館

28 火 8:10-16:50

29 水 8:10-16:50

30 木 8:10-16:50

31 金 休館/館内整理

3月



図書館からのお知らせ 

●春休みの長期貸出を始めます。3月 13 日～24 日の間に借りると、 

返却日は一律４月 10日になります。 

●春休みの開館時間は 8:10～16:50 です。4 月 1 日から 9 日までは休館

ですご注意ください。４月 10 日からは 8:10～17：50 の通常の開館時

間です。 

●4 月号から EMC news letter は、Google Classroom で配信します。 

 

 

 

 

 

編集後記 マスク制限も緩和され、賑やかな春になるでしょうか。 
今年度もご利用頂きありがとうございました。 大原 

 

 
 

本屋大賞 
を予想しよう 

蔵書強化本も、続々と！ 

 
蔵書強化と題しまして、いつもより沢山の本が入ります。科学道のもの、 

ニュートン新書、英検、漢検、小論文・面接、英語で読むシリーズ、 

もちろんDVD も！ ますます充実の本棚です。お楽しみに。 

今年もやって参りました、本屋大賞！ノミネート 10 作品の

中から大賞が 4 月 12日に発表されます。EMC では、毎年皆

さんにも参加して頂き、予想大会をしています！！ 

出馬表さながらの用紙も登場しますヨ。そちらを参考にして

も、もちろんじっくり読んでも、直感でも良し！。ネット情報

で有力作品はどれか探るのも良いですね。3 月 31 日締め切り

です。ぜひ参加して下さいね。 

同時開催 

 

お花見 

したいな♪ 

参加方法： 

大賞を予想、投票用紙に

記入して下さい 

応募締切： 

3 月 31 日 

見事当選した方は… 

思わずププッ、       と笑えるエッセイ集めました！！小説家、劇作家、 

芸能人のエッセイ、      日常生活や考えをのぞける新鮮さもあり、 

実は笑えるものも       多いのです。事実は小説より奇なり！ 

パラパラっとめくって気軽に読んでみて下さいね。 

 


