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2019/07/20 No.4 

 

- 司書通信- 
 

 

期末考査も終わり、いよいよ夏休みスタートですね。テストの結果に満足していない人はこの夏休み

に頑張りましょう！また、高校 3 年生は卒業後の進路に向けての大事な時期です。必要な情報や資料を

集めるときには図書室へ！！時事ニュースのチェック、進路に関する

情報、「最近読んだ本は？」と聞かれることもあるかと思いますので、

今から準備しておきましょう。早めの準備が大事です。司書を上手に

使いましょう！！！ 

勉強だけでなく、リラックスもできます。講習や部活の合間に図書室

に足を運んでください。 

 

<貸出冊数制限なし！！> 

夏休みだからこそ、みなさんにはいろいろな本を手に取ってもらいたいと思います。 

 そこで、２学期の始業式まで何冊でも借りられます！！ 

 一度に持って帰るのは大変だと思いますので、少しずつ持ち帰れるように考えましょう。 

 返却は２学期の始業式なので、講習の際に読み終わった本は少しずつ持ってきましょう。 

  

 

<韓国語図書アンケート実施> 

図書室では韓国語の本をもっと充実させようと考えています。 

中学校・高校の各クラスルームにアンケートフォームを配信しました。 

みなさんがどんなことに興味があるのか、どんな資料を必要としているのかを知りたいと思います。 

なるべく希望を叶えられるようにしたいと思いますので、ご協力ください。 

 

 

<学校図書館スタンプラリー実施> 

学外の方が自由に学校図書館に訪れることができる「東京・学校図書館スタンプ

ラリー」に本校も参加します。開催日は７月 27日（土）、8月 24 日（土）です。 

その日は図書委員会が受付・案内をしています。 

外部の方も利用する日となるので、神田女学園らしい対応をお願いします。 

興味がある人は図書室佐々木まで。 
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<開室日・時間> 

夏休み期間は閉室日が多いので気を付けてください。また、開室時間がいつもとは違います。 

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
け い じ

していますので、確認してください。 

夏休み中の開室時間 

 ＊月～金  8:30～16:15 

   土   8:30～15:00 

 

◆ 新着図書 ◆ 

図書室に新しく入った本を紹介します。 

夏休み前、色々な本がそろいました！！ 

＊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。 

 

7月
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

21 22 23 24 25 26 27

閉室
スタンプラリー

開催日

28 29 30 31 1 2 3

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

28 29 30 31 1 2 3

閉室

4 5 6 7 8 9 10

閉室

11 12 13 14 15 16 17

閉室

18 19 20 21 22 23 24

閉室 登校日
スタンプラリー

開催日

25 26 27 28 29 30 31

閉室

8 月 
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所在記号 タイトル 著者 出版者 

007.13-ﾏﾂ 超 AI入門:ディープラーニングはどこまで進化するのか 松尾豊 NHK 出版 

019.12-ｻｲ 読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤孝  SB クリエイティブ 

069.3-ﾖｺ 学芸員になるには 横山佐紀  ぺりかん社 

100-ｺｼ ひとりで、考える:哲学する習慣を 小島俊明  岩波書店 

100-ﾀﾅ 哲学用語図鑑 田中正人  プレジデント社 

121.56-ｵｷ 政談 荻生徂徠  講談社 

133.9-ｼｴ プラグマティズム ジェームズ  講談社 

134.6-ｼﾖ 幸福について ショーペンハウアー  講談社 

140-ｽﾐ すみっコぐらし心理テスト 阿雅佐  学研プラス 

140-ｽﾐ すみっコぐらし心理テスト 学校編 阿雅佐  学研プラス 

141.21-ﾔﾏ 色彩心理のすべてがわかる本 山脇惠子  ナツメ社 

141.24-ﾃｸ 触楽入門:はじめて世界に触れるときのように テクタイル  朝日出版社 

141.2-ﾏﾂ 人を動かす「色」の科学 松本英恵  SB クリエイティブ 

141.51-ｻｻ レイアウトの法則:アートとアフォーダンス 佐々木正人  春秋社 

146.8-ﾅｶ 10代のための疲れた心がラクになる本:「敏感すぎる」「傷つ

きやすい」自分を好きになる方法 

長沼睦雄  誠文堂新光社 

159.8-ｸﾜ スティーブ・ジョブズ名語録:人生に革命を起こす 96の言葉 桑原晃弥  PHP 研究所 

169.1-ｴｶ 「カルト」はすぐ隣に:オウムに引き寄せられた若者たち 江川紹子  岩波書店 

188.74-ｼﾝ 歎異抄 親鸞 述 講談社 

204-ﾚｷ 歴史新聞:世紀の号外! 歴史新聞編纂委員

会 

日本文芸社 

209-ﾚｸ 世界史大図鑑 レグ・グラント 三省堂 

210.25-ｺﾝ 知られざる縄文ライフ 譽田亜紀子  誠文堂新光社 

210.27-ｺﾝ 知られざる弥生ライフ 譽田亜紀子  誠文堂新光社 

222.4-ﾀｲ あなたとともに知る台湾:近現代の歴史と社会 胎中千鶴  清水書院 

233.9-ｱｲ 図説アイルランドの歴史 山本正  河出書房新社 

280-ｷﾀ 1日 1ページ、読むだけで身につく世界の教養 365:人物編 デイヴィッド・

S・キダー  

文響社 

R290-ﾎﾌ-1 ポプラディアプラス世界の国々 1 : アジア州 
 

ポプラ社 

R290-ﾎﾌ-2 ポプラディアプラス世界の国々 2 : アフリカ州 
 

ポプラ社 

R290-ﾎﾌ-3 ポプラディアプラス世界の国々 3 : ヨーロッパ州 
 

ポプラ社 

R290-ﾎﾌ-4 ポプラディアプラス世界の国々 4 : 北アメリア州南アメリカ

州オセアニア州 

 

ポプラ社 

R290-ﾎﾌ-5 ポプラディアプラス世界の国々 5 : 学習資料集・索引 
 

ポプラ社 

291.2-ｱｶ 地域からつくる:内発的発展論と東北学 赤坂憲雄  藤原書店 

302.34-ｸﾏ ドイツ人はなぜ、年 290万円でも生活が「豊か」なのか 熊谷徹  青春出版社 

304.23-ﾄｳ 池上彰の世界の見方:東南アジア ASEANの国々 池上彰  小学館 

316.1-ﾌｴ 人権の世界地図 アンドリュー・フ

ェイガン 

丸善出版 

331.2-ﾕ アダム・スミスはブレグジットを支持するか? リンダ・ユー  早川書房 

331.6-ﾏﾙ 資本論 マルクス  講談社 
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332.06-ﾏﾙ 14歳からの資本主義:君たちが大人になるころの未来を変える

ために 

丸山俊一  大和書房 

336.49-ﾀｶ いちばんやさしい資料作成&プレゼンの教本 髙橋惠一郎  インプレス 

338.17-ｲｸ 証券・保険業界で働く 生島典子  ぺりかん社 

361.4-ｶﾐ 10秒で相手を見抜く&操る心理術サクッとノート 神岡真司  永岡書店 

361.5-ﾐﾔ 『アメリカ女子・日本女子』のリアル:アメリカ現地校に通う

女子高生の生態図鑑! 

みゃびー  KADOKAWA 

367.6-ｲｼ どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた図鑑 石井光太  日本実業出版社 

371.3-ｴﾀ プラスチック汚染とは何か 枝廣淳子   岩波書店 

375.31-ｸﾏ

-1,2 

「おもしろ」授業で法律や経済を学ぶ 1,2 熊田亘  清水書院 

376.87-ｽｽ 採点者の心をつかむ合格するプレゼンテーション・面接・集

団討論 

鈴木鋭智  かんき出版 

377.28-ﾆﾉ 最後の秘境東京藝大:天才たちのカオスな日常 二宮敦人  新潮社 

378.8-ｽｽ 発達障害は家庭で改善できる 鈴木昭平  コスモ 21 

379.9-ｵｵ 思春期の子が待っている親のひと言 大塚隆司  総合法令出版 

379.9-ｻｻ 子どもの心の育てかた 佐々木正美  河出書房新社 

379.9-ﾄｲ 思春期の子に、本当に手を焼いたときの処方箋 33 土井髙德  小学館 

380.1-ﾅｶ 古代から来た未来人折口信夫 中沢新一  筑摩書房 

382.1-ｱｶ 会津物語 赤坂憲雄  朝日新聞出版 

383.1-ﾋｼ-

1～3 

ビジュアル日本の服装の歴史 1～3 増田美子  ゆまに書房 

383.8-ﾓﾘ カレーライスと日本人 森枝卓士  講談社 

402.9-ｽｽ クマムシ調査隊、南極を行く！ 鈴木忠  岩波書店 

410.2-ｽﾈ 〈図説〉世界史を変えた数学:発見とブレイクスルーの歴史 ロバート・スネデン  原書房 

410-ﾓﾘ アリになった数学者 森田真生 福音館書店 

431.1-ｻｸ 宮沢賢治の元素図鑑:作品を彩る元素と鉱物 桜井弘  化学同人 

488-ﾒﾘ 世界の鳥 マット・メリット  青幻舎インターナ

ショナル 

495.13-ｺﾔ 生理ちゃん 小山健  KADOKAWA 

495-ﾖｼ 母と娘(コ)のホルモン Lesson 吉野一枝  メディカルトリビ

ューン 

519.13-ﾐﾜ

-1～3 

身近でできる SDGs エシカル消費 1～3 三輪昭子  さ・え・ら書房 

519-ﾄｳ-

2018 

東京都環境白書 2018 東京都環境局総務

部環境政策課 

東京都環境局総務

部環境政策課 

538.9-ﾃﾗ 宇宙探査ってどこまで進んでいる? 寺薗淳也  誠文堂新光社 

570.21-ｷﾝ 化学のしごと図鑑 近畿化学協会 化学同人 

589.7-ｲﾄ 万年筆バイブル 伊東道風  講談社 

595.4-ﾍｱ ヘアゴム 1本でできる「まとめ髪」便利帳 HAIR  宝島社 

596.33-ｼﾗ 世界のへんな肉 白石あづさ  新潮社 
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596-ﾎﾎ 魔法使いたちの料理帳 オーレリア・ボー

ポミエ  

原書房 

702.16-ｽﾌ はみだす力 スプツニ子!  宝島社 

706-ｳｻ ミュージアムの女 宇佐江みつこ  KADOKAWA 

726.6-ｶﾂ 葛飾北斎雀踊り  葛飾北斎 青幻舎 

742.5-ｺｲ カメラはじめます! こいしゆうか  サンクチュアリ出版 

742.5-ｽｽ すずちゃんの理解して学ぶカメラとレンズ 鈴木知子  インプレス 

743-ﾔｼ カメラ 1年生 iPhone・スマホ写真編 矢島直美  インプレス 

754.9-ﾂｼ-

1～4 

伝承おりがみ 1～4 つじむらますろう 福音館書店 

764.6-ﾀｶ パワーアップ吹奏楽!からだの使い方 高垣智  ヤマハミュージックエ

ンタテインメントホー

ルディングス出版部 

767.8-bt Map of the soul persona BTS Big Hit 

767.8-go SPINNING TOP:BETWEEN SECURITY & INSECURITY GOT7 JYP enterteinment 

767.8-ｹﾔ 21人の未完成:欅坂 46ファースト写真集  集英社 

778.77-ﾎｲ

-41 

ボイスアニメージュ No.41  徳間書店 

779.14-ﾆｼ 新・魔法のコンパス 西野亮廣  KADOKAWA 

783.7-ｲﾁ 自己を変革するイチロー262のメッセージ 「自己を変革するイ

チロー262 のメッセ

ージ」編集委員会  

ぴあ 

783.7-ｲﾁ 夢をつかむイチロー262のメッセージ 「夢をつかむイチロ

ー262 のメッセー

ジ」制作委員会 

ぴあ 

783.7-ﾉﾑ なぜか結果を出す人の理由 野村克也  集英社 

783.7-ﾉﾑ 野村克也野球論集成 野村克也  徳間書店 

798-ｻｲ-1

～3 

あやとりいととり 1～3 さいとうたま 福音館書店 

809.6-ｼﾐ Graphic Recorder:議論を可視化するグラフィックレコーディ

ングの教科書 

清水淳子  ビー・エヌ・エヌ

新社 

810.4-ｲﾉ 日本語教室 井上ひさし  新潮社 

830-ｺｲ ポジティブになれる英語名言 101 小池直己、佐藤誠司  岩波書店 

910.26-ﾅｶ すごい言い訳! 中川越  新潮社 

910.26-ﾌﾝ 文豪の家 高橋敏夫  エクスナレッジ 

911.14-ｺｸ みんなで遊ぼう!!百人一首大図鑑 国土社編集部 国土社 

911.3-ｶﾄ 俳句歳時記 角川書店 KADOKAWA 

F-ｱｷ 自殺予定日 秋吉理香子  東京創元社 

F-ｱｻ 舞台文豪ストレイドッグス 朝霧カフカ  KADOKAWA 

F-ｱｻ-1 一年四組の窓から あさのあつこ  光文社 

F-ｱｻ-2 明日になったら あさのあつこ  光文社 

F-ｲﾄ ニート 絲山秋子  KADOKAWA 
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F-ｲﾇ-2 いつか、眠りにつく日 2 いぬじゅん  スターツ出版 

F-ｵﾘ-2,3 記憶屋 2,2 織守きょうや  KADOKAWA 

F-ｷﾀ 覆面作家は二人いる 北村薫  KADOKAWA 

F-ｺﾊ 蟹工船;党生活者 小林多喜二  KADOKAWA 

F-ﾀｶ-2 牧場物語:3つの里の大好きななかま 高瀬美恵 KADOKAWA 

F-ﾐﾔ 静かな雨 宮下奈都  文藝春秋 

913.68-ｲｷ 行きたくない 加藤シゲアキ  KADOKAWA 

913.68-ﾜｶ 吾輩も猫である 赤川次郎  新潮社 

913.6-ｱｶ 武蔵野をよむ 赤坂憲雄  岩波書店 

913.6-ｵﾘ-

1,2 

死者の書 上・下 折口信夫  KADOKAWA 

914.6-ｵｶ 春宵十話 岡潔  KADOKAWA 

914.6-ｵｶ 春風夏雨 岡潔  KADOKAWA 

914.6-ｵｶ 夜雨の声 岡潔  KADOKAWA 

914.6-ｵｶ 数学する人生 岡潔  新潮社 

914.6-ｸﾛ 小さいときから考えてきたこと 黒柳徹子  新潮社 

914.6-ｻｶ 不良少年とキリスト 坂口安吾 新潮社 

914.6-ｻｸ ひとりずもう さくらももこ  集英社 

914.6-ｻｸ おんぶにだっこ さくらももこ  集英社 

914.6-ｻｸ そういうふうにできている さくらももこ  新潮社 

916-ｷﾀ パパは楽しい躁うつ病 北杜夫  新潮社 

931.7-ﾌﾗ 目であるく、かたちをきく、さわってみる。 マーシャ・ブラウン  港の人 

933.7-ｱﾙ サイモン vs人類平等化計画 ベッキー・アルバ

ータリ  

岩波書店 

933.7-ｵｳ 動物農場 ジョージ・オーウ

ェル  

早川書房 

933.7-ｷﾔ 雪のひとひら ポール・ギャリコ  新潮社 

953.7-sa The little prince （星の王子さま英語版） Saint-Exupéry, 

Antoine de, 

Harcourt 

953.7-ｸﾘ-

1 

悪童日記 アゴタ・クリスト

フ  

早川書房 

953.7-ｸﾘ-

2 

ふたりの証拠 アゴタ・クリスト

フ  

早川書房 

953.7-ｸﾘ-

3 

第三の嘘 アゴタ・クリスト

フ  

早川書房 

E-ｲﾜ 100かいだてのいえミニ いわいとしお 偕成社 

E-ｲﾜ ちか 100かいだてのいえミニ いわいとしお 偕成社 

E-ｲﾜ うみの 100かいだてのいえミニ いわいとしお 偕成社 

E-ﾁﾖ わたし 谷川俊太郎 福音館書店 

E-ﾔﾌ どうやってねるのかな やぶうちまさゆき 福音館書店 

 


