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2019/05/24 No.2 

 

- 司書通信- 

 

中間考査が始まりますが、みなさん計画的に勉強は進んでいますか？ 

 図書室には個別ブースがあり、周囲から遮られているため集中できるようです。試験前の今、図書室も

勉強する生徒でいっぱいです。勉強の合間にはソファでリラックスしたり、雑誌を眺めてリフレッシュ

したり出来ます。 

 図書室利用の際には、「勉強している人がいる」ことを忘れない

でくださいね。そして、声のボリュームは少し抑え目でお願いし

ます。みんなが気持ちよく利用できる環境にしましょう。 

   

 

 

<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。 

  ＊開室時間の一部変更について 

   6月より、第 2・4 火曜日の開室時間が 12：15 ～18：00 に変更となりますので 

注意してください。 

6 月 
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

26 27 28 29 30 31 1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

体育祭 お休み
閉室

16 17 18 19 20 21 22

打合せ

15:45 閉室

23 24 25 26 27 28 29

12:15 開室

30 1



 2 / 4 

◆ 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。 

 

所在記号 タイトル 著者 出版者 

007.64-ｵｶ プログラミング教育はいらない : GAFA で求められる力とは? 岡嶋裕史  光文社 

123.83-ﾔﾏ 孔子はこう考えた 山田史生  筑摩書房 

141.5-ﾎｿ やわらかい頭の作り方 : 身の回りの見えない構造を解明する 細谷功  筑摩書房 

141.72-ｲｹ 図解モチベーション大百科 池田貴将  サンクチュアリ出版 

159.5-ﾒｼ メシが食える大人になる!よのなかルールブック 高濱正伸 日本図書センター 

159-ｷﾑ 私は私のままで生きることにした キム・スヒョン  ワニブックス 

193-ｶﾐ 上馬キリスト教会の世界一ゆるい聖書入門 上馬キリスト教会  講談社 

209-ﾏﾝ マンガでわかる世界史 祝田秀全  池田書店 

209-ﾐﾔ 地名でわかるオモシロ世界史 宮崎正勝  角川学芸出版 

210.1-ｶﾜ マンガでわかる日本史 河合敦  池田書店 

302.1-ｲｴ 北欧女子オーサのニッポン再発見ローカル旅 オーサ・イェーク

ストロム  

KADOKAWA 

310-ｽｶ 図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス  晶文社 

316.4-ﾑﾗ THE LAST GIRL : イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物

語 

ナディア・ムラド  東洋館出版社 

317.7-ｸﾎ 警察官という生き方 久保正行  イースト・プレス 

332.1-ﾆﾂ-

2019 

日経キーワード 2019-2020 日経 HR 集部  日経 HR 

336.98-ﾆｼ 税理士になるには 西山恭博  ぺりかん社 

361.43-ﾋｶ 高校生からのリーダーシップ入門 日向野幹也  筑摩書房 

361.45-ﾄﾔ 伝達の整理学 外山滋比古  筑摩書房 

361.45-ﾋﾗ マンガでやさしくわかるアサーション 平木典子  日本能率協会マネジ

メントセンター 

369.27-ﾖｼ みえるとかみえないとか ヨシタケシンスケ  アリス館 

369.3-ﾋｶ 東日本大震災 : 1 か月の記録 ; 読売新聞特別縮刷版 
 

読売新聞東京本社 

369.3-ﾖﾐ 読売新聞記者が見つめた東日本大震災 300 日の記録 
 

読売新聞東京本社 

372-ﾏｶ すごいね!みんなの通学路 ローズマリー・マ

カーニー  

西村書店東京出版編

集部 

375.8-ﾊｼ 使える!「国語」の考え方 橋本陽介  筑摩書房 

376.4-ｼﾏ 女子高生の生態図鑑 しまぷ  KADOKAWA 

376.4-ﾔﾏ ぜんぶ女子校のせいだ! ヤマダ  KADOKAWA 

377.28-ﾂﾙ 明日の農業に挑戦 : 高崎健康福祉大学で学ぶ農業の未来 鶴蒔靖夫  IN 通信社 

382.1-ﾓｸ 花のお江戸ぐらし : 現代っ子が体験! もぐら  アスコム 

392.1-ﾋﾛ 自衛官という生き方 廣幡賢一  イースト・プレス 
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403-ｺｸ-

2019 

理科年表 第 92 冊(平成 31 年) 東京天台  丸善 

463.7-ｺﾝ 波紋と螺旋とフィボナッチ 近藤滋  KADOKAWA 

499-ｲｹ 医薬品業界で働く 池田亜希子  ぺりかん社 

501.6-ｶﾒ 窓を開けて : エネルギーが変える僕たちの未来 亀井正通  日経事業出版センター 

589.2-ﾌｱ ファッション業界人になる本。 
 

枻出版社 

657-ﾅｶ 14 歳からのマーケティング 中野明  総合法令出版 

673.96-ﾆﾎ 美しくありたい。私たちの時代だから、 日本エステティッ

ク協会  

マガジンハウス 

673.96-ﾖｺ ネイリストのためのマナーと接客英会話 横手尚子  IBC パブリッシング 

694.6-ｴﾇ データで読み解くスマホ・ケータイ利用トレンド 2018-

2019 : ケータイ社会白書 

NTT ドコモモバイ

ル社会研究所  

中央経済社 

726.1-ﾔﾏ ヴィオラ母さん ヤマザキマリ  文藝春秋 

740.69-ｼﾔ 写真甲子園シャッターガール moment 桐木憲一  小学館 

740.69-ｼﾖ 小説写真甲子園 0.5 秒の夏 樫辺勒  新評論 

763.62-ﾌｸ ホルン：もっと音楽が好きになる上達の基本 福川伸陽  音楽之友社 

763.64-ｸﾜ トロンボーン：もっと音楽が好きになる上達の基本 桒田晃  音楽之友社 

763.75-ｵｵ オーボエ：もっと音楽が好きになる上達の基本 大島弥州夫  音楽之友社 

763.8-ﾄﾐ パーカッション：もっと音楽が好きになる上達の基本 冨田篤  音楽之友社 

778.21-ｲﾂ いつも心に樹木希林：一人の役者の咲きざま、死にざま 
 

キネマ旬報社 

778.21-ｷｷ 樹木希林 120 の遺言 : 死ぬときぐらい好きにさせてよ 樹木希林  宝島社 

780.9-ﾀﾆ スポーツで働く 谷隆一  ぺりかん社 

781.4-ﾅｲ 脳力アップ!受験生体操 内藤隆  ラウンドフラット 

783.7-ﾉﾑ 高校球児に伝えたい!配球学★リード術 野村克也、野村克則  東邦出版 

814-ｶﾐ 悩ましい国語辞典 神永曉  KADOKAWA 

910.2-ｼﾊ 高校古文まだまだこういう話 柴田純子  ケイエスティープロ

ダクション 

910.6-ﾏｽ 死ぬまでに一度は訪ねたい東京の文学館 増山かおり  エクスナレッジ 

911.14-ｱﾝ ちはやと覚える百人一首：「ちはやふる」公式和歌ガイドブ

ック 

あんの秀子  講談社 

911.14-ｱﾝ マンガでわかる百人一首 あんの秀子  池田書店 

911.56-ｷﾀ 北原白秋詩集 北原白秋  新潮社 

916-ｵｶ ペコロスの母に会いに行く 岡野雄一  KADOKAWA 

929.76-ﾃｲ-

1,2 

アラビアン・ナイト 上下 ディクソン  岩波書店 

E-ｺﾐ 買物絵本 五味太郎  ブロンズ新社 

E-ｺﾐ 挨拶絵本 五味太郎  ブロンズ新社 

F-ｱｷ 絶対正義 秋吉理香子  幻冬舎 

F-ｱｷ-16 怪盗レッド 16 : 宿命のライバルを救え☆の巻 秋木真  KADOKAWA 

F-ｱｹ わたし、定時で帰ります。 朱野帰子  新潮社 

F-ｱｻ アレグロ・ラガッツァ あさのあつこ  朝日新聞出版 

F-ｱｻ 文豪ストレイドッグス BEAST 朝霧カフカ  KADOKAWA 
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F-ｳｴ 水底の橋 : 鹿の王 上橋菜穂子  KADOKAWA 

F-ｴﾝ うつせみ屋奇譚：妖しのお宿と消えた浮世絵 遠藤由実子  KADOKAWA 

F-ｵｵ ほしのこえ : The voices of a distant star 大場惑  メディアファクトリー 

F-ｵｷ-6 RDG レッドデータガール 6 : 星降る夜に願うこと 荻原規子  KADOKAWA 

F-ｵｷ-7 RDG レッドデータガール : 氷の靴 ガラスの靴 荻原規子  KADOKAWA 

F-ｸﾆ 雪の華 国井桂  幻冬舎 

F-ｻﾉ 君は月夜に光り輝く 佐野徹夜  KADOKAWA 

F-ｻﾉ-2 君は月夜に光り輝く+Fragments 佐野徹夜  KADOKAWA 

F-ｼｹ せんせい。 重松清  新潮社 

F-ｾｵ 僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾まいこ  幻冬舎 

F-ｾｵ 天国はまだ遠く 瀬尾まいこ  新潮社 

F-ﾀｹ その日、朱音は空を飛んだ 武田綾乃  幻冬舎 

F-ﾂﾑ この世にたやすい仕事はない 津村記久子  新潮社 

F-ﾅﾅ-1,2 君にさよならを言わない 1,2 七月隆  宝島社 

F-ﾆｼ-2 掟上今日子の推薦文 西尾維新  講談社 

F-ﾊｲ-7,8 天の瞳 あすなろ編 1,2 灰谷健次郎  角川書店 

F-ﾊﾔ 白蓮れんれん 林真理子  集英社 

F-ﾊﾔ 葡萄が目にしみる 林真理子  角川書店 

F-ﾊﾔ そして五人がいなくなる はやみねかおる  講談社 

F-ﾋﾔ フォルトゥナの瞳 百田尚樹  新潮社 

F-ﾎﾝ ノワール : 硝子の太陽 誉田哲也  中央公論新社 

F-ﾎﾝ ルージュ : 硝子の太陽 誉田哲也  光文社 

F-ﾐﾄ 晴れた日は図書館へいこう 緑川聖司  ポプラ社 

F-ﾓﾘ リズム/ゴールド・フィッシュ 森絵都  KADOKAWA 

F-ﾔﾏ-1 吉野北高校図書委員会 1,2 : 委員長の初恋 山本渚  メディアファクトリー 

F-ﾖﾈ 氷菓 米澤穂信  KADOKAWA 

 

<ポスター抽選会について > 

6 月 5日（水）のお昼休みに抽選会を実施します。 

 ＊今回は下記のポスターの抽選をします。 

   1)「DTC：湯けむり純情篇 from HiGH & LOW」  

   2)「人魚の眠る家」 

   3)「かぞくいろ」 

   4)「パーフェクトワールド:君といる奇跡」 

   5)「江戸川乱歩の華麗なる本棚＆文豪ストレイドッグス×さいたま文学館」 

   6)「君の膵臓を食べたい」 

  

  抽選は事前応募制です。図書室で応募用紙に記入して希望の封筒に入れてください。 

  当選番号は図書室に掲示します。 

  抽選受付は 5月 29日（水）から 6月 4日（火）の期間です。 

  不明な点は図書室司書佐々木に聞いてください。 


