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2019/01/08 No.9 

 

- 司書通信- 
 

 

みなさんはこの休み中にどんなことをしていましたか？のんびりしたり、おいしいものを

食べたり、家族とゆっくり過ごしたりと色々だったと思います。 

3 学期はあっという間に過ぎていきます。次のステッ

プに向けて、有意義な日々を過ごしてください。勉強も

忙しいかと思いますが、図書室でのんびり過ごすのも歓

迎です！！ 

 

 

  

 

<雑誌バックナンバー配布のお知らせ> 

前号でもお知らせしていますが、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。 

既に、12 月から放出予定雑誌を図書室で展示していました。 

その際に希望した生徒には事務処理が終了次第、お渡しします。 

まだ雑誌はありますので、図書室まで見に来てください。 

詳しいことは、図書室司書にお尋ねください。 

 

 

 

 

 

<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。何か事情がある場合は図書室まで来てください。 

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。 

また、何度督促しても返却されない場合は担任の先生方と相談いたします。 
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<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。 

 

＊1 月 8 日（火）のみ、開室時間 8：30～14：15  

 それ以降は通常通りです。 

           

 

 

 

◆ 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！ 

＊図書室に入ってすぐの「新着図書」の本棚にあります。 

 

書名 著者名 出版社 所在記号 

学びを結果に変えるアウトプット大全  樺沢紫苑  サンクチュア

リ出版 

002.7-ｶﾊ 

おおきく考えよう : 人生に役立つ哲学入門 ペーテル・エクベリ  晶文社 100-ｴｸ 

試験に出る哲学 : 「センター試験」で西洋思想に

入門する 

斎藤哲也  NHK 出版 130.2-ｻｲ 

高校倫理が好きだ! : 現代を生きるヒント 高校倫理研究会  清水書院 150-ｺｳ 

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Jam サンクチュア

リ出版 

159-ｼﾔ 

戦国武将の解剖図鑑 本郷和人  エクスナレッ

ジ 

281.04-ｾﾝ 

2019 年 1 月 2019/1/1 3

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

お休み お休み お休み お休み お休み
6 7 8 9 10 11 12

8:30～14:15

お休み 閉室 始業式 閉室
13 14 15 16 17 18 19

成人の日

20 21 22 23 24 25 26
15：45 閉室

閉室 職員会議 閉室
27 28 29 30 31
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高校生からの法学入門 中央大学法学部  中央大学出版

部 

321-ﾁﾕ 

16 歳からの交渉力 田村次朗  実務教育出版 361.3-ﾀﾑ 

女の人間関係はめんどうなのよ : 人付き合いの処

方箋 

DJ あおい  KADOKAWA 361.45-ﾃｲ 

0 才から 100 才まで学び続けなくてはならない

時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教科書 

落合陽一  小学館 370-ｵﾁ 

学校図書館員と英語科教諭のための英語多読実践

ガイド : 導入のためのブックガイド付 

江竜珠緒  少年写真新聞

社 

375.89-ｴﾘ 

学習設計マニュアル : 「おとな」になるためのイ

ンストラクショナルデザイン 

鈴木克明  北大路書房 377.1-ｽｽ 

大学あるあるコレクション : 擬人化マンガ ネピア  ぴあ 377.21-ﾈﾋ 

EdTech が変える教育の未来 佐藤昌宏  インプレス 379.19-ｻﾄ 

辛口すうがくパズル : 発想力が身につく難問 30

問 

 
ニュートンプ

レス 

410.79-ｶﾗ 

すうがくパズル : あなたは何問,解けますか? 
 

ニュートンプ

レス 

410.79-ｽｳ 

素数姫の素数入門 「素数に恋する女」

製委員会  

洋泉社 412-ｿｽ 

タコの心身問題 : 頭足類から考える意識の起源 ピーター・ゴドフリ

ー＝スミス  

みすず書房 484.7-ｺﾄ 

脳といしき : 物質でしかない脳から「心」が生ま

れるふしぎ 

 
ニュートンプ

レス 

491.37-ﾉｳ 

脳のしくみ : 脳研究の最前線とアルツハイマー病 
 

ニュートンプ

レス 

491.37-ﾉｳ 

寝ないとドジるよ、アブナイよ! 神山潤  芽ばえ社 498.36-ｺｳ 

50 : いまの経済をつくったモノ ティム・ハーフォー

ド  

日本経済新聞

出版社 

507.1-ﾊﾌ 

食品工場の中の人たち 各務葉月  KADOKAWA 588-ｶｶ 

単位と記号パーフェクトガイド 単位と記号パーフェ

クトガイド集チーム  

誠文堂新光社 609-ﾀﾝ 

日本の犬猫は幸せか : 動物保護施設アークの 25

年 

エリザベス・オリバ

ー  

集英社 645.6-ｵﾘ 

ドイツの犬はなぜ幸せか : 犬の権利、人の義務 グレーフェ[アヤ]子  中央公論新社 645.6-ｸﾚ 

ときめく金魚図鑑 尾園暁  山と溪谷社 666.9-ｵｿ 

大学 4 年間のマーケティング見るだけノート 平野敦士カール  宝島社 675-ﾀｲ 

仕事にしばられない生き方 ヤマザキマリ  小学館 726.1-ﾔﾏ 

つくろうよ!アンビグラム 野村一晟  飛鳥新社 727.8-ﾉﾑ 

女の子のかわいいプラバンアクセサリー&小物づ

くりレッスン BOOK 

タニヤナギユウ  メイツ出版 751.9-ﾀﾆ 

原寸大で鑑賞する伝説の日本刀 別冊宝島集部  宝島社 756.6-ﾍﾂ 
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寝ても醒めてもタカラヅカ!! 牧彩子  平凡社 775.4-ﾏｷ 

ボイスアニメージュ No.40 
 

徳間書店 778.77-ﾎｲ-

40 

三省堂現代新国語辞典 第 6 版 小野正弘  三省堂 813.1-ｻﾝ 

新明解国語辞典 第 7 版 特装青版 山田忠雄  三省堂 813.1-ｼﾝ 

美しい日本語選び辞典 
 

学研プラス 813.4-ｳﾂ 

ことばの結びつき辞典 
 

学研プラス 813.4-ｺﾄ 

感情ことば選び辞典 
 

学研プラス 813.5-ｶﾝ 

漢字の使い分け辞典 
 

学研プラス 813.5-ｶﾝ 

世にも奇妙な君物語 朝井リョウ  講談社 F-ｱｻ 

陽気なギャングの日常と襲撃 伊坂幸太郎  祥伝社 F-ｲｻ 

陽気なギャングが地球を回す 伊坂幸太郎  祥伝社 F-ｲｻ 

夢の終わりで、君に会いたい。 いぬじゅん  スターツ出版 F-ｲﾇ 

願いながら、祈りながら 乾ルカ  徳間書店 F-ｲﾇ 

向かい風で飛べ! 乾ルカ  中央公論新社 F-ｲﾇ 

風と行く者 : 守り人外伝 上橋菜穂子  偕成社 F-ｳｴ-11 

十二人の死にたい子どもたち 冲方丁  文藝春秋 F-ｳﾌ 

小説透明なゆりかご 下 橘もも  講談社 F-ﾀﾁ-2 

掟上今日子の備忘録 西尾維新  講談社 F-ﾆｼ 

コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田圭介  講談社 F-ﾊﾀ 

物語のおわり 湊かなえ  朝日新聞出版 F-ﾐﾅ 

サイレント・ブレス : 看取りのカルテ 南杏子  幻冬舎 F-ﾐﾅ 

みかづき 森絵都  集英社 F-ﾓﾘ 

気分上々 森絵都  KADOKAWA F-ﾓﾘ 

「文豪とアルケミスト」文学全集 神楽坂ﾌﾞｯｸ倶楽部  新潮社 918.6-ｶｸ-1 

「文豪とアルケミスト」文学全集 第 2 期 神楽坂ﾌﾞｯｸ倶楽部  新潮社 918.6-ｶｸ-2 

フローラ エミリー・バー  小学館 933.7-ﾊｱ 

負けないパティシエガール ジョーン・バウアー  小学館 933.7-ﾊｳ 

リアル・ファッション ソフィア・ベネット  小学館 933.7-ﾍﾈ 

 

 

 


