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2018/11/30 No.8 

 

- 司書通信- 
 

今年もあと一ヶ月で終わりですね。みなさん、どんな一年でしたか？ 

平成も半年で終わりです。年末年始はお出かけしたり、家族とのんびり過ごしたり、 

また、来年のことを考えたり、振り返りなどの時期でもありま

す。みなさんには、この機会に様々な本や情報にも触れてもら

いたいと思います。 

 

<「新書」って？> 

「新書」と聞いて、みなさんはどんな本を思い浮かべますか？ 

オンラインデータベース「ジャパンナレッジ」で調べてみると次のように定義されています。 

 

『物の判型の一つ。Ｂ６判よりやや小さく、縦約一七センチメートル、横約一一センチメートル

の大きさで、比較的気軽に読める内容の読物を集めた、廉価軽装本の叢書。』 

"しんしょ‐ばん【新書判】", 日本国語大辞典 , JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 

2018-11-29) 

 

新しい本のことを思い浮かべる人も多いと思いますが、一般的に「新書」はその時々の時事

問題などを扱った、文庫より少しサイズの大きな手頃な本の事です。各出版社から「〇〇新

書」というシリーズで出版されています。もっとも有名なものは「岩波新書」で新書のはじま

りとなったシリーズです。先日、80 年目を迎えました。 

中高生向きの新書シリーズは「岩波ジュニア新書」、「ちくまプリマー新書」があります。一

般向けのものより、わかりやすく・易しい言葉で書かれています。図書室にもあります。持ち

運びに便利で、手軽に読めるものが沢山あります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

  岩波新書          岩波ジュニア新書      ちくまプリマー新書 
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<返却のお願い>  

返却を忘れている本はありませんか？ 

開いているときは窓口へ、閉室の時は図書室入り口付近の緑の返却ボックスに入れてく 

ださい。返却が遅れている場合や予約の人がいる場合は督促状が届きます。 

 

<貸出冊数制限解除のお知らせ> 

  13 日（木）～22 日（土）の間、貸出冊数の制限をなくします。 

  年末年始に色々な本を読み、視野を広げてください。 

＊ 延滞図書がある場合は借りられません！！ 

 

<開室日・時間> 

  ＊ 研修や打ち合わせで閉室時間が早い日、閉室日がありますので注意してください。 

    図書室前にもカレンダーを掲示していますので、確認してください。 

 

＊12 月 11 日（火）から 22 日（土）の期間、開室時間が下記となります。 

  

月～金 8:30 ～ 16:15  

土   8:30 ～ 13:15 

           

 

 

 

 

2018 年 12 月 ###### 7

日 月 火 水 木 金 土

1
8:30～13:15

期末考査前
2 3 4 5 6 7 8

17:00 閉室 8:30～14:00 8:30～13:15

期末考査 期末考査
9 10 11 12 13 14 15

8:30～14:00 閉室
期末考査 期末考査

16 17 18 19 20 21 22
終業式

23 24 25 26 27 28 29
天皇誕生日 振替休日 閉室 閉室 閉室 閉室 閉室
30 31
お休み お休み
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◆ 新着図書 ◆ 

図書室に新しく入った本を紹介します。 

必要な本が見つからない場合は声をかけてください！ 

 

書名 著者名 出版社 所在記号 

創造するということ : 中学生からの大学講義 続 3 桐光学園、ちくまプリマー

新書編集部 

筑摩書房 002/ﾄｳ/2-3 

ギネス世界記録／2019 クレイグ・グレンディ 角川アスキー総合

研究所 

031.5/ｷﾈ

/2019 

論語 加地伸行 KADOKAWA 123.83/ｺｳ 

才能の正体 坪田信貴 幻冬舎 141.1/ﾂﾎ 

まねが育むヒトの心 明和政子 岩波書店 143.8/ﾐﾖ 

乙女の日本史 堀江宏樹 KADOKAWA 210/ﾎﾘ 

世界史のための人名辞典／新装版 水村光男 山川出版社 280.3/ﾐｽ 

レシピにたくした料理人の夢:難病で火を使えない少年 百瀬しのぶ KADOKAWA 289.1/ｼﾓ 

未来の中国年表 : 超高齢大国でこれから起こること 近藤大介 講談社 302.22/ｺﾝ 

図解国会の楽しい見方／新訂版 時事通信社政治部 東京書籍 314.1/ｽｶ 

高校生のための選挙入門 斎藤一久 三省堂 314.8/ｻｲ 

おりとライオン : けんぽう絵本 楾大樹 かもがわ出版 323.14/ﾊﾝ 

世界で活躍する仕事 100 : 10 代からの国際協力キャ

リアナビ 

三菱 UFJ リサーチ&コン

サルティング 

東洋経済新報社 329.39/ﾐﾂ 

経済用語図鑑 花岡幸子 WAVE 出版 330/ﾊﾅ 

世界国勢図会 : 世界がわかるデータブック／第 29 版 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会 350.9/ｾｶ

/2019 

紙を使わないアンケート調査入門 : 卒業論文,高校生に

も使える 

豊田秀樹 東京図書 361.9/ﾄﾖ 

このまま今の会社にいていいのか?と一度でも思った

ら読む転職の思考法 

北野唯我 ダイヤモンド社 366.29/ｷﾀ 

UDL 学びのユニバーサルデザイン : クラス全員の学

びを変える授業アプローチ 

トレイシー・E・ホール 東洋館出版社 375.1/ﾎﾙ 

Handbook of research on curriculum reform 

initiatives in English education 

Hershey 375.89/ha 

ゼロからわかる手話入門 : はじめての人も、すぐに実

践できる! 

谷千春 主婦の友社 378.28/ｾﾛ 

早引き手話ハンドブック : 知りたいことがよくわかる 米内山明宏 ナツメ社 378.28/ﾊﾔ 

論文・レポートを読み書きするための理系基礎英語 臼井俊雄 技術評論社 407/ｳｽ 

コサインなんて人生に関係ないと思った人のための数

学のはなし 

タテノカズヒロ 中央公論新社 410/ﾀﾃ 

ゾンビ対数学 : 数学なしでは生き残れない コリン・アダムズ 技術評論社 413/ｱﾀ 

地図化すると世の中が見えてくる : 自然|産業|資源・

エネルギー|生活・文化|人口 

伊藤智章 ベレ出版 448.9/ｲﾄ 
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子どもの脳を傷つける親たち 友田明美 NHK 出版 493.93/ﾄﾓ 

国境なき助産師が行く : 難民救助の活動から見えてき

たこと 

小島毬奈 筑摩書房 495.9/ｺｼ 

臨床検査技師になるには 岩間靖典 ぺりかん社 498.14/ｲﾜ 

救急救命士になるには 益田美樹 ぺりかん社 498.14/ﾏｽ 

トコトンやさしいユニバーサルデザインの本／第 2 版 宮入賢一郎 日刊工業新聞社 501.8/ﾐﾔ 

宇宙・天文で働く 本田隆行 ぺりかん社 538.9/ﾎﾝ 

バイオ技術者・研究者になるには 堀川晃菜 ぺりかん社 579.9/ﾎﾘ 

振袖日和 : ヘアも帯結びもわたし流!／2020 年度版 

 

新潮社 593.8/ﾌﾘ

/2020 

ごちそうさまが、ききたくて。 : 家族の好きないつも

のごはん 140 選 

栗原はるみ 文化出版局 596/ｸﾘ 

L.M.モンゴメリの「赤毛のアン」クックブック : 料理

で楽しむ物語の世界 

ケイト・マクドナルド 原書房 596/ﾏｸ 

「手書き POP」のつくり方 : 売れる!楽しい! 増澤美沙緒 同文舘出版 674.53/ﾏｽ 

ANA の本。 : 舞台裏を覗けば、もっと好きになる! : 

WE LOVE ANA 

誠文堂新光社 誠文堂新光社 687.3/ｾｲ 

乙女の美術史 : 日本編 堀江宏樹 KADOKAWA 702.1/ﾎﾘ 

乙女の美術史 : 世界編 堀江宏樹 KADOKAWA 702/ﾎﾘ 

学校では教えてくれない!国語辞典の遊び方 サンキュータツオ KADOKAWA 813.1/ｻﾝ 

レポート・論文の教科書 : 5 日で学べて一生使える！ 小川仁志 筑摩書房 816.5/ｵｶ 

小論文これだけ! : 受験生の疑問にズバリ回答!Q&A 編 樋口裕一 東洋経済新報社 816.5/ﾋｸ 

樋口裕一の小論文トレーニング／新装版 樋口裕一 ブックマン社 816.5/ﾋｸ 

写真で読み解く故事成語大辞典 三上英司 あかね書房 823.4/ｼﾔ 

日本文学〈墓〉全集 : 時どきスイーツ 安堂友子 ぶんか社 910.2/ｱﾝ 

乙女の日本史 : 文学編 堀江宏樹 KADOKAWA 910.2/ﾎﾘ 

文豪とアルケミストぴあ : ゆかりの地めぐり 

 

ぴあ 910.26/ﾌﾝ 

源氏物語つる花の結び 上 [紫式部] 理論社 913.36/ﾑﾗ/3-

1,2 

ジーヴズの事件簿 : 大胆不敵の巻 P.G.ウッドハウス 文藝春秋 933.7 /ｳﾂ 

ジーヴズの事件簿 : 才智縦横の巻 P.G.ウッドハウス 文藝春秋 933.7/ｳﾂ 

クローディアの秘密 E.L.カニグズバーグ 岩波書店 933.7/ｶﾆ 

秘密の花園 F.H.バーネット 福音館書店 933.7/ﾊﾈ 

トムは真夜中の庭で フィリパ・ピアス 岩波書店 933.7/ﾋｱ 

プー横丁にたった家 A.A.ミルン 岩波書店 933.7/ﾐﾙ 

クマのプーさん A.A.ミルン 岩波書店 933.7/ﾐﾙ 

赤と黒 上・下 スタンダール 光文社 953.6/ｽﾀ/1,2 

沈黙のパレード 東野圭吾 文藝春秋 F /ﾋｶ 

放課後音楽室 麻沢奏 スターツ出版 F/ｱｻ 

狐笛のかなた 上橋菜穂子 新潮社 F/ｳｴ 

記憶屋 織守きょうや KADOKAWA F/ｵﾘ 
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思い出が消えないうちに 川口俊和 サンマーク出版 F/ｶﾜ 

その白さえ?だとしても 河野裕 新潮社 F/ｺｳ/2 

汚れた赤を恋と呼ぶんだ 河野裕 新潮社 F/ｺｳ/3 

凶器は壊れた黒の叫び 河野裕 新潮社 F/ｺｳ/4 

夜空の呪いに色はない 河野裕 新潮社 F/ｺｳ/5 

泣いちゃいそうだよ 小林深雪 講談社 F/ｺﾊ/1 

恐怖コレクター 巻ノ 1 ～ 9 佐東みどり KADOKAWA F/ｻﾄ/1～9 

スマホを落としただけなのに 志駕晃 宝島社 F/ｼｶ 

14 歳、明日の時間割 鈴木るりか 小学館 F/ｽｽ 

オバケがシツジの夏休み 田原答 KADOKAWA F/ﾀﾊ 

院内カフェ 中島たい子 朝日新聞出版 F/ﾅｶ 

さいごの夏、きみがいた。 : 初恋のシーズン 西本紘奈 KADOKAWA F/ﾆｼ 

夜廻 保坂歩 PHP 研究所 F/ﾆﾎ 

深夜廻 黒史郎 PHP 研究所 F/ﾆﾎ 

インデックス 誉田哲也 光文社 F/ﾎﾝ 

校閲ガール トルネード 宮木あや子 KADOKAWA F/ﾐﾔ 

ぶたぶたカフェ 矢崎存美 光文社 F/ﾔｻ 

ぶたぶた図書館 矢崎存美 光文社 F/ﾔｻ 

 

 <雑誌バックナンバー配布のお知らせ> 

2018 年 3 月までに発行された雑誌を放出します。 

一部人気の雑誌は抽選となります。 

抽選・配布日は 21 日（金）修了式後の予定です。 

17 日（月）～21 日（木）の期間、配布予定雑誌を図書室に 

展示します。 

詳しいことは、図書室司書にお尋ねください。 

 


