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2019/01/31 No.10 

 

- 司書通信- 
 

 

今年の冬は雪が降りませんね。ちょっとつまらないと思っている人もいるのではないでし

ょうか？雨もほとんど降らず、乾燥した空気です。インフルエンザや風邪などに気を付けて

ください。 

期末考査まであっという間です。自宅学習の日も

増えますね。勉強の合間には読書もおすすめです。

図書室には色々な分野の本があるので、ぱらぱら眺

めると気分転換になると思います。図書室のソファ

にもくつろぎに来てくださいね。 

 

 

  お便りを配信していますが、気づいていない人も  

多いようです。雑誌の配布やポスター抽選会、付録 

のじゃんけん大会など、様々な情報を載せています。クラスやともだちと話題にしてもらえ

ると嬉しいです。また、今年度は本のリクエストを締め切りましたが、希望図書の購入も受

け付けています。 

 

  

<雑誌アンケート実施協力のお願い> 

来年度購読予定雑誌について、みなさんの要望や希望を伺いたいと思います。 

クロームブックから回答できるよう、現在アンケート実施の準備をしています。 

準備ができたら、アンケート協力のお知らせをします。 

 

 

<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。 

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。 
 

＊ 開室時間変更日 2 月 4 日（火） 10:15～16:00 

    2 月 9 日（土）  8:30～13:15 

他の日は通常通りです。 

 

           

 

 

 

◆ 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。 

＊「所在記号」は本の背についているラベルに記されているものです。本を探すときの目安になります。 

 

書名 著者名 出版社 所在記号 

Star Creators! YouTuber の本 

2018December 

 

KADOKAWA 007.35-ｽﾀ-

1812 

よくわかる手相 最新版 仙乙恵美花  西東社 148.14-ﾖｸ 

78 枚のカードで占う、いちばんていねいなタロッ

ト 

LUA  日本文芸社 148.9-ﾙｱ 

マリリン・モンローの言葉 山口路子  大和書房 159.6-ﾔﾏ 

オードリー・ヘップバーンの言葉 山口路子  大和書房 159.6-ﾔﾏ 

ジェーン・バーキンの言葉 山口路子  大和書房 159.6-ﾔﾏ 

ココ・シャネルの言葉 山口路子  大和書房 159.6-ﾔﾏ 

みる・よむ・あるく東京の歴史 4 : 地帯編. 1 (千

代田区・港区・新宿区・文京区) 

池享  吉川弘文館 213.6-ﾐﾙ 

2019 年 2 月 2019/2/1 6

日 月 火 水 木 金 土

1 2

閉室 閉室
3 4 5 6 7 8 9

10:15～16:00 閉室 8:30～13:15

10 11 12 13 14 15 16
お休み お休み 閉室

17 18 19 20 21 22 23
15：45閉室 閉室

打合せ
24 25 26 27 28
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絶対に行けない世界の非公開区域 99 : ガザの地下

トンネルから女王の寝室まで 

ダニエル・スミス  日経ナショナ

ルジオグラフ

ィック社 

290.9-ｽﾐ 

シンガポールの基礎知識 田村慶子  めこん 302.23-ﾀﾑ 

地図で見る東南アジアハンドブック ユーグ・テルトレ  原書房 302.23-ﾃﾙ 

ラオスの基礎知識 山田紀彦  めこん 302.23-ﾔﾏ 

地図で見るインドハンドブック イザベル・サン=メザー

ル  

原書房 302.25-ｻﾝ 

くまモン : 地域振興と災害復興にかけまわる次世

代のリーダー 

森真理 小学館 318.6-ｸﾏ 

ヘンテコノミクス 佐藤雅彦 マガジンハウ

ス 

331-ﾍﾝ 

知識ゼロでも今すぐ使える!行動経済学見るだけノ

ート 

真壁昭夫  宝島社 331-ﾏｶ 

ストーリーで学ぶ開発経済学 黒崎卓  有斐閣 333.8-ｸﾛ 

マンガ経営戦略全史 : 確立篇 三谷宏治  PHP 研究所 335.12-ﾐﾀ 

マンガ経営戦略全史 : 革新篇 三谷宏治  PHP 研究所 335.12-ﾐﾀ 

マンガビジネスモデル全史 : 創世記篇 三谷宏治  PHP 研究所 335.12-ﾐﾀ 

マンガビジネスモデル全史 : 新世紀篇 三谷宏治  PHP 研究所 335.12-ﾐﾀ 

世界の美しい女性たち ; THE ATLAS OF 

BEAUTY 

ミハエラ・ノロック  パイインター

ナショナル 

367.1-ﾉﾛ 

地図とデータで見る女性の世界ハンドブック イザベル・アタネ  原書房 367.2-ｱﾀ 

15 歳までの女の子に伝えたい自分の体と心の守り

方 

やまがたてるえ  かんき出版 367.9-ﾔﾏ 

性犯罪被害とたたかうということ 小林美佳  朝日新聞出版 368.64-ｺﾊ 

子どもの貧困と食格差 : お腹いっぱい食べさせた

い 

阿部彩  大月書店 369.4-ｺﾄ 

今こそ学ぼう地理の基本 長谷川直子  山川出版社 375.33-ﾊｾ 

日本現代怪異事典 朝里樹  笠間書院 388.1-ｱｻ 

13 歳からの研究倫理 : 知っておこう!科学の世界

のルール 

大橋淳史  化学同人 407-ｵｵ 

「物理・化学」の単位・記号がまとめてわかる事典 齋藤勝裕  ベレ出版 420.75-ｻｲ 

「物理・化学」の法則・原理・公式がまとめてわか

る事典 

涌井貞美  ベレ出版 420-ﾜｸ 

雲のカタログ : 空がわかる全種分類図鑑  村井昭夫,鵜山義晃 草思社 451.61-ﾑﾗ 

海の世界地図 Don Hinrichsen 丸善出版 452-ﾋﾝ 

がんのひみつ : がんにならない、がんに負けない 

最新版 

中川恵一  朝日出版社 494.5-ﾅｶ 

「がん」になるってどんなこと? : 子どもと一緒に

知る 

林和彦  セブン&アイ

出版 

494.5-ﾊﾔ 

助産師の一日 WILL こども知育研究所  保育社 498.14-ｳｲ 

作業療法士の一日 WILL こども知育研究所  保育社 498.14-ｳｲ 
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歯科衛生士の一日 WILL こども知育研究所  保育社 498.14-ｳｲ 

柔道整復師の一日 WILL こども知育研究所  保育社 498.14-ｳｲ 

世界で一番いのちの短い国 : シエラレオネの国境

なき医師団 

山本敏晴  小学館 498-ﾔﾏ 

何度でも行きたい世界のトイレ ロンリー・プラネット  河出書房新社 518.51-ﾅｶ 

電子工作パーフェクトガイド 伊藤尚未  誠文堂新光社 549-ｲﾄ 

調理科学のなぜ? : 楽しい食品成分のふしぎ 松本仲子  朝日新聞出版 596-ﾁﾖ 

大人のぬり絵 vol.7 愛しい花、美しい花編  竹書房 725.5-ｵﾄ 

描き込み式花の色鉛筆ワークブック 河合ひとみ  誠文堂新光社 725.5-ｶﾜ 

中学生・高校生のための吹奏楽楽典・音楽理論 侘美秀俊  シンコーミュー

ジック・エンタ

テイメント 

761-ﾀｸ 

女子部活食 海老久美子  ベースボール・

マガジン社 

780.1-ｴﾋ 

決定版これがオリンピックだ : オリンピズムがわ

かる 100 の真実 

舛本直文  講談社 780.69-ﾏｽ 

いちばんやさしいソフトボール入門 木田京子 成美堂出版 783.78-ｲﾁ 

フルタの方程式 : バッターズ・バイブル バッタ

ーズ・バイブル 

古田敦也  朝日新聞出版 783.7-ﾌﾙ 

こんな夜更けにバナナかよ : 筋ジス・鹿野靖明と

ボランティアたち 

渡辺一史  文藝春秋 916-ﾜﾀ 

恐怖コレクター 巻ノ十 : 届かない想い 佐東みどり KADOKAWA F-ｻﾄ-10 

ぼぎわんが、来る 澤村伊智 KADOKAWA F-ｻﾜ 

最後の医者は桜を見上げて君を想う 二宮敦人  TO ブックス F-ﾆﾉ 

最後の医者は雨上がりの空に君を願う 上・下 二宮敦人  TO ブックス F-ﾆﾉ-1,2 

ブレイブ・ストーリー 上・中・下 宮部みゆき  KADOKAWA F-ﾐﾔ-1,2,3 

青空のむこう アレックス・シアラー  求龍堂 933.7-ｼｱ 

誰かが噓をついている カレン・M・マクマナス  東京創元社 933.7-ﾏｸ 

  


