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2019/12/02 No.7 

 

- 司書通信 - 
 

 今年はどんな一年でしたか？ 平成から令和へと年号が変わりましたが、みなさんはどん

な変化がありましたか。今年も残すところ、あと一ヵ月。 

年末年始はお出かけしたり、家族とのんびり過ごしたり、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。 

今月はノーベル賞の授賞式もありますね。図書室には『ノーベル賞 117年

の記録』（所在記号 377.7/ﾉﾍ）を所蔵しています。今年の日本人受賞者吉野

彰氏が影響を受けた本『ロウソクの科学』(所在記号 430.4/ﾌｱ)もあります

よ！みなさんの日常に欠かせないスマートフォン（携帯電話）の普及に大き

な貢献をしたのが今回受賞した吉野さんです。 

 

 

<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。 

＊12月 16日（金）から 24日（火）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 

 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6 7

考査前

8:30～13:15

8 9 10 11 12 13 14

期末考査

8:30～14:00

期末考査

8:30～14:00

期末考査

8:30～14:00
閉室

15 16 17 18 19 20 21

打合せ

15:45 閉室

終業式
クリスマス

コンサート

22 23 24 25 26 27 28

閉室

29 30 31 1 2 3 4

12 月 
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<貸出冊数制限解除のお知らせ> 

16日（月）～24日（火）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。 

どんな本を読んだらいいか迷う人は司書に相談してください。 

小説だけでなく、色々な分野の本があります。  

＊延滞図書がある場合は借りられません！！返してから借りてください。 

返却は新学期になります。 

 

<新着図書からご案内> 

 芸術鑑賞会から一ヵ月。みなさん、宝塚の舞台はいかがでしたか。 

 今回鑑賞した舞台は花組トップの明日海りおさんの退団舞台というこ

とで、チケットは大人気だった様子です。 

 芸術鑑賞会の公演プログラムはいつも図書室に入ります。 

あの舞台の感動を思い出したいときは図書室へ！  

    

＊宝塚の魅力に目覚めた人が多数見受けられました。(図書室にて確認) 

 今後も関連する本でみなさんの興味を引くようなものがあれば蔵書   

に加えます。 

 

宝塚についてもっと知りたい人には既に所蔵している 

こちらをおススメ。(所在記号 775.4/ﾏｷ) 

 

 

<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。 

＊高校 3年生は 2学期の終業式までになるべく返却するように！ 

長期延滞の場合、保護者にご連絡します。 

 

 

◆ 新着図書 ◆ 

図書室に新しく入った本を紹介します。 

＊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。 

本を探すときの目印です。 

 



 3 / 6 

所在記号 タイトル 著者 出版者 

002-ｲｹ 学び続ける力 池上彰  講談社 

002-ｺﾀ 世界でいちばんやさしい教養の教科書 児玉克順  学研プラス 

007.35-ｽﾀ-

1909 

Star Creators! 2019Autumn 
 

KADOKAWA 

007.3-ﾊﾘ フィルターバブル:インターネットが隠していること イーライ・パリサー  早川書房 

007.3-ﾌｸ デジタル・ポピュリズム:操作される世論と民主主義 福田直子  集英社 

021.2-ｵｶ 小中学生のための初めて学ぶ著作権 岡本薫  朝日学生新聞社 

031-ｶﾂ-24 言葉の力:語彙で広がる世界 オゼキイサム 旺文社 

031-ｶﾂ-25 プログラミングって何?:IT 社会のしくみ 関和之 旺文社 

031-ｶﾂ-26 研究って楽しい:探究心の育て方 関和之 旺文社 

031-ｶﾂ-27 発表がうまくなる:スピーチからプレゼンテーションまで 室木おすし 旺文社 

070.1-ﾐｳ 人間はだまされる:フェイクニュースを見分けるには 三浦準司  理論社 

114-ﾔﾏ 人類の起源、宗教の誕生:ホモ・サピエンスの「信じる心」が生ま

れたとき 

山極寿一  平凡社 

120.4-ｲﾂ 意識と本質 井筒俊彦  岩波書店 

133.4-ﾐﾙ 自由論 ミル  講談社 

134.6-ｼﾖ 自殺について ショーペンハウアー  講談社 

143-ｻｻ 子どもの心はどう育つのか 佐々木正美  ポプラ社 

143-ﾐﾖ ヒトの発達の謎を解く:胎児期から人類の未来まで 明和政子  筑摩書房 

147-ｸﾚ 絶対に出る世界の幽霊屋敷 ロバート・グレンビ

ル  

日経ナショナルジ

オグラフィック社 

159.6-ｽｶ 選ばれる女におなりなさい:デヴィ夫人の婚活論 ラトナ・サリ・デ

ヴィ・スカルノ  

講談社 

167.3-ｺｽ ムハンマドのことば:ハディース 小杉泰 岩波書店 

198.22-ﾀｹ ローマ法王 竹下節子  KADOKAWA 

209-ｵｶ 君主号の世界史 岡本隆司  新潮社 

210.6-ﾔﾏ 日本近現代史講義:成功と失敗の歴史に学ぶ 山内昌之  中央公論新社 

210.75-ｵｻ 凍りの掌(て) おざわゆき  講談社 

210.7-ｷﾖ 30 代記者たちが出会った戦争:激戦地を歩く 共同通信社社会部 岩波書店 

230.4-ﾎﾘ 中世ヨーロッパの歴史 堀越孝一  講談社 

231-ｲﾄ 古代ギリシアの歴史:ポリスの興隆と衰退 伊藤貞夫  講談社 

231-ﾀｶ 図説古代ギリシアの暮らし 髙畠純夫  河出書房新社 

233-ｲﾂ 一冊でわかるイギリス史 小林照夫 河出書房新社 

234.6-ﾔﾏ 物語オーストリアの歴史:中欧「いにしえの大国」の千年 山之内克子  中央公論新社 

235.06-ｻﾄ フランス革命の肖像 佐藤賢一  集英社 

242.03-ﾊｳ ミイラ学:エジプトのミイラ職人の秘密 タマラ・バウワー 今人舎 

253.01-ｾｷ 一冊でわかるアメリカ史 関眞興  河出書房新社 

289.3-ｷﾕ マリー・キュリー ナオミ・パサコフ  大月書店 

289.3-ﾌｱ-1,2 ご冗談でしょう、ファインマンさん 上・下 R.P.ファインマン  岩波書店 

289.3-ﾌｲ フィボナッチ:自然の中にかくれた数を見つけた人 ジョセフ・ダグニーズ さ・え・ら書房 

291-ｲﾄ 47 都道府県の歴史と地理がわかる事典 伊藤賀一  幻冬舎 
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304-ｵﾁ 2030 年の世界地図帳:あたらしい経済 SDGs、未来への展望 落合陽一  SB クリエイティブ 

311-ｳｴ 支配されるか、支配するか マックス・ウェーバー  講談社 

316.8-ﾊﾏ アメリカの排外主義:トランプ時代の源流を探る 浜本隆三  平凡社 

319.5-ﾐﾔ 黒い同盟 米国、サウジアラビア、イスラエル:「反イラン枢軸」の

暗部 

宮田律  平凡社 

333.6-ﾉｸ 世界経済入門 野口悠紀雄  講談社 

334.3-ﾐﾈ 2100 年の世界地図:アフラシアの時代 峯陽一  岩波書店 

337.2-ﾐﾔ ユダヤ商人と貨幣・金融の世界史 宮崎正勝  原書房 

361.63-ｷｽ 中世ヨーロッパの結婚と家族 ジョゼフ・ギース  講談社 

361.7-ﾖｼ コミュニティと都市の未来:新しい共生の作法 吉原直樹  筑摩書房 

367.1-ｲｿ ダイエット幻想:やせること、愛されること 磯野真穂  筑摩書房 

367.2-ｶﾘ 天才たちの日課 女性編:自由な彼女たちの必ずしも自由でない日常 メイソン・カリー  フィルムアート社 

367.6-ｵｼ おしゃれ障害:子どものうちに知っておきたい! 岡村理栄子 少年写真新聞社 

370.4-ﾌｸ 福沢諭吉「学問のすすめ」 福沢諭吉  KADOKAWA 

375-ﾅｿ 謎解き×5 教科攻略中学 1 年生からの脱出 
 

学研プラス 

375-ﾅｿ 謎解き×5 教科攻略中学 2 年生からの脱出 
 

学研プラス 

375-ﾓﾝ 民主主義 文部省  KADOKAWA 

376.1-ｳﾁ うちの子保育園で何してる? 現役保育士さん  KADOKAWA 

376.87-ﾌﾅ 高校一冊目の参考書:行きたい大学に行くための勉強法がわかる 船登惟希  KADOKAWA 

376-ｵｵ 新・女子校という選択 おおたとしまさ  日本経済新聞出版社 

377.1-ﾏｽ 海外で研究者になる:就活と仕事事情 増田直紀  中央公論新社 

378.28-ｷﾑ 手話通訳者になろう 木村晴美  白水社 

379.9-ｻｻ 「育てにくい子」と感じたときに読む本 佐々木正美  主婦の友社 

379.9-ｻｻ 抱きしめよう、わが子のぜんぶ 佐々木正美  大和出版 

R383.8-ﾌﾘ 国別世界食文化ハンドブック ヘレン・C・ブリティン  柊風舎 

383.8-ﾌﾚ 発酵食の歴史 マリー=クレー

ル・フレデリック  

原書房 

387.9-ﾂﾈ 魔除けの民俗学:家・道具・災害の俗信 常光徹  KADOKAWA 

387-ｵｶ 沖縄の聖地御嶽:神社の起源を問う 岡谷公二  平凡社 

388.1-ｷﾝ アイヌ童話集 金田一京助  KADOKAWA 

402.8-ｽﾜ 世界と科学を変えた 52 人の女性たち レイチェル・スワビ

ー  

青土社 

404-ｲｹ なぜ科学を学ぶのか 池内了  筑摩書房 

410.79-ﾛｲ-1 サム・ロイドの「考える」パズル サム・ロイド  青山出版社 

410.79-ﾛｲ-2 サム・ロイドのもっと「考える」パズル サム・ロイド  ネオテリック 

411-ｱﾝ ふしぎなたね 安野光雅 童話屋 

411-ｵﾙ 黄金比:自然と芸術にひそむもっとも不思議な数の話 スコット・オルセン  創元社 

431.11-ﾙﾆ 元素から見た化学と人類の歴史:周期表の物語 アン・ルーニー  原書房 

457.8-ﾂﾁ 古生物食堂 土屋健  技術評論社 

460.73-ｻﾄ 標本 BOOK:お気に入りのものを集めて作るインテリア標本の楽しみ さとうかよこ  日東書院本社 

460-ｶｺ 人間 加古里子 福音館書店 

480-ﾅｶ-1～3 飼育少女 1～3 仲川麻子  講談社 
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487.54-ﾇﾏ ほぼ命がけサメ図鑑 沼口麻子  講談社 

489.87-ｸﾝ キリン解剖記 郡司芽久  ナツメ社 

491.34-ｶﾈ 世界一まじめなおしっこ研究所:高校の先生が本気で教える! 金子大輔  保育社 

493.7-ﾐﾗ 動機づけ面接法:基礎・実践編 ウイリアム・R.ミラー  星和書店 

495.13-ｺﾔ-2 生理ちゃん 2 日目 小山健  KADOKAWA 

495.46-ｿﾝ 私のおっぱい戦争:29 歳・フランス女子の乳がん日記 リリ・ソン 花伝社 

498.14-ｲﾜ 臨床工学技士になるには 岩間靖典  ぺりかん社 

502.8-ﾄｳ 世界を変えた 60 人の偉人たち:新しい時代を拓いたテクノロジー 東京電機大学 東京電機大学出版局 

504-ﾖｼ 新理系の人々:未来を変える!テクノロジー最前線 よしたに  KADOKAWA 

518.5-ﾀｷ ゴミ清掃員の日常 滝沢秀一 講談社 

518.8-ﾀﾝ 超入門!ニッポンのまちのしくみ:「なぜ?どうして?」がわかる本 淡交社編集局 淡交社 

538.9-ｲﾅ 銀河帝国は必要か?:ロボットと人類の未来 稲葉振一郎  筑摩書房 

595.4-ﾏｴ #わたるマジック:女の子はメイクより髪でかわいくなる! 前田渉  KADOKAWA 

596.3-ﾃｼ 主役は、ごちそうおにぎり:つまみにポテサラ、シメのホットサン

ド 

Tesshi  KADOKAWA 

596.8-ｾｶ 世界でいちばん美しい食べ方:あなたの品格を上げる美しい食べ方

7 原則 

小倉朋子 扶桑社 

596.8-ﾃﾕ およばれのテーブルマナー フィリップ・デュマ 西村書店 

596.8-ﾌｼ もしも、エリザベス女王のお茶会に招かれたら?  藤枝理子  清流出版 

596-ﾆﾎ 汁もの:伝え継ぐ日本の家庭料理 日本調理科学会 農山漁村文化協会 

617.6-ﾃｲ カラー図鑑スパイスの秘密:利用法・効能・歴史・伝承 ジル・デイヴィーズ  西村書店 

617.6-ﾃｲ カラー図鑑ハーブの秘密:利用法・効能・歴史・伝承 ジル・デイヴィーズ  西村書店 

645.6-ｶﾅ イヌカウコドモ 金森美智子 童話屋 

648.3-ﾜﾀ まるごとわかるタマゴ読本 渡邊乾二  農山漁村文化協会 

699.39-ｵｶ アナウンサーという仕事 尾川直子  青弓社 

702.03-ｺﾀ 古代オリエントの世界 古代オリエント博物館 山川出版社 

704-ﾏﾝ 科学でアートを見てみたら ロイク・マンジャン  原書房 

750-ｸﾗ 魔術師のための創作 BOOK 倉戸みと  日本文芸社 

757.3-ｼﾖ 色の知識:名画の色・歴史の色・国の色 城一夫  青幻舎 

767.4-ｸﾛ 超一流の指揮者がやさしく書いた合唱の練習メニュー 黒川和伸  明治図書出版 

767.8-ﾓﾓ ももクロ青春録:ももいろクローバーZ 公式記者インサイド・レポ

ート 2018-2019 

小島和宏  朝日新聞出版 

775.4-ﾀｶ A Fairy tale:青い薔薇の精/シャルム 
 

宝塚歌劇 

778.21-ﾖｼ くさらないイケメン図鑑:現代ニッポン半世紀を彩った 265 人 吉田潮  河出書房新社 

778.77-ﾎｲ-42 ボイスアニメージュ No.42 
 

徳間書店 

779-ｹﾐ ウチら棺桶まで永遠のランウェイ kemio  KADOKAWA 

780.19-ﾀｲ Q&A でわかるアンチ・ドーピングの基本 第一東京弁護士会総

合法律研究所スポー

ツ法研究部会 

同文舘出版 

783.7-ｱﾗ 『当たり前』の積み重ねが、本物になる:凡事徹底-前橋育英が甲子

園を制した理由 

荒井直樹  カンゼン 

814-ﾓﾘ 日本語をみがく小辞典 森田良行  KADOKAWA 
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816-ｺﾃ 放課後の文章教室 小手鞠るい  偕成社 

831.1-ﾏﾂ 基本にカエル英語の本発音 ABC 松澤喜好  スリーエーネットワー

ク 

902.3-ｶﾈ BOOKMARK:翻訳者による海外文学ブックガイド 金原瑞人 CCC メディアハウス 

910.26-ﾐﾔ 賢治と鉱物:文系のための鉱物学入門 加藤碵一  工作舎 

910.26-ﾑﾗ-

1,2 

村上春樹の短編を英語で読む 1979-2011 上・下 加藤典洋  筑摩書房 

911.12-ｳｴ 入門万葉集 上野誠  筑摩書房 

911.12-ﾅｶ 万葉時代の日本人 中西進  潮出版社 

911.3-ｼﾝ 季語うんちく事典 新海均 KADOKAWA 

F-ｱｵ 浜村渚の計算ノート 青柳碧人  講談社 

F-ｱｻ 文豪ストレイドッグス:太宰、中也、十五歳 朝霧カフカ  KADOKAWA 

F-ｱｻ いつかのラブレターを、きみにもう一度 麻沢奏  スターツ出版 

F-ｱﾏ 希望が死んだ夜に 天祢涼  文藝春秋 

F-ｲﾇ ログイン Ø いぬじゅん  スターツ出版 

F-ｵｶ 猫を抱いて象と泳ぐ 小川洋子  文藝春秋 

F-ｵｶ 不時着する流星たち 小川洋子  KADOKAWA 

F-ｵﾝ 祝祭と予感 恩田陸  幻冬舎 

F-ｷﾀ-1～5 弁当屋さんのおもてなし 1～5 喜多みどり  KADOKAWA 

F-ｺﾄ-2 鬼滅の刃 2:片羽の蝶 吾峠呼世晴  集英社 

F-ｻﾄ-2 ブラック・コール:行動心理捜査官・楯岡絵麻 佐藤青南  宝島社 

F-ｼﾊ-1,2,3 項羽と劉邦 上・中・下 司馬遼太郎  新潮社 

F-ｼﾏ よだかの片想い 島本理生  集英社 

F-ﾀﾆ 高遠動物病院へようこそ! 谷崎泉  KADOKAWA 

F-ﾄﾖ 小説 響 豊田美加  小学館 

F-ﾉｻ 死なない生徒殺人事件:識別組子とさまよえる不死 野﨑まど  KADOKAWA 

F-ﾋｸ 漫画版〈文語〉たけくらべ 樋口一葉  武蔵野大学出版会 

F-ﾔﾏ-1,2 北里柴三郎:雷と呼ばれた男 上・下 山崎光夫  中央公論新社 

913.68-ﾗｽ ラストは絶対、想定外。 いぬじゅん ほか  スターツ出版 

914.6-ｲｼ 望郷と海 石原吉郎  みすず書房 

914.6-ｶﾒ 青春論 亀井勝一郎  KADOKAWA 

914.6-ｷﾝ ドナルド・キーンの東京下町日記 ドナルド・キーン  東京新聞 

923.7-ｸﾊ あの頃、君を追いかけた 九把刀  講談社 

933.7-ｱﾃ なにかが首のまわりに チママンダ・ンゴズ

ィ・アディーチェ  

河出書房新社 

 

 

 


