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2020/06/26 No.3 

 

- 司書通信- 
 

 

普段の学校生活がスタートしました。久しぶりの一限目からの授業や放課後活動ですね。 

新入生の皆さんもいつもとは違うスタートですが、慣れてきましたか？ 

6 月から登校が再開され、在校生の皆さんに久しぶりに会ったときはちょっと雰囲気が変わって、 

学年が変わったことを改めて感じました。 

まだ、学校生活のペースがつかめないかと思いますが、ちょっと疲れた時

や気分転換したいときは図書室のソファや個別ブースでリラックスする

のもよいですよ。 

  

 

開室日・時間 

6 月 29 日(月)から、通常の開室時間となります。 

月～金 10:15～18:00 

 土  10:15～15:00 

 

研修や打ち合わせで閉室時間が早い日、閉室日がある場合があるので、注意してください。 

期末考査の前後は開室時間が変わる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。 

 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

28 29 30 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

打合せ

不在 15:45～

19 20 21 22 23 24 25

海の日 スポーツの日
定期考査

一週間前

8:30～14:00

26 27 28 29 30 31 1

期末考査

10:15～18:00
8:30～14:00 8:30～14:00

7 月 
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  新着図書からのご案内 

 

 

 『女子中・高生の制服攻略本』 

「攻略」とありますが、着こなしではなく、どんな種類の制服があるか、 

変遷
へんせん

(移り変わり)についてかかれた本です。地域・季節などによるパターン、 

リボンやソックスなど小物についても詳しく書かれています。 

イラストが沢山なのでパラパラ眺めるのにもいいです。 

＊所在記号 383.15/ｸﾏ 

 

 

 

 

『47 都道府県・民話百科』 

「むかしむかし…」ではじまるお話は誰でも一度は聴いたことがあると思います。 

この本では全国各地に伝わる民話を昔話・伝説・世間話の 3つに分け、それぞれ 

の地域の特徴も書かれています。この本には皆さんもよく知っている人が関わっ 

ています。気になったら、図書室に確認に来てくださいね。 

＊所在記号 388.1/ﾊﾅ 

 

 

 

『国のうた』 

この本では 84ヵ国の国歌を原文と訳文、エピソードや国の情報とともに知る 

ことが出来ます。コンパクトなので、通学の時にもぴったりです。 

メロディが聞きたい場合はオンラインデータベース「ポプラディアネット」で 

各国を検索すると聞くことが出来ます。(ハイブリッドな使い方！！)  

＊所在記号 767.5/ﾕｶ 

 

 

 

 

司書不在時の貸出について 

放課後の開室時間に打ち合わせなどで席を外していることがあります。 

その場合も本が借りられるよう、貸出用紙が置いてあります。 

必要事項を記入して、指定のファイルに入れてください。 

＊記入の仕方や詳しいことは図書室に用意している見本を確認して 

ください。司書がいる時間に確認に来ても構いません。 
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返却のお願い  

6 月まではいつもと違う学校生活だったので、返却日が遅れても特に問題にはしていませんでした。 

しかし、図書室もそろそろ通常体制に戻していきたいと思います。 

返却予定日を過ぎている本（2週間以上手元にある本）がある場合は返却をお願いします。 

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司書にお話ししてください。 

＊貸出期間 図書 2週間・雑誌 1週間 

＊貸出冊数も通常に戻します。→ 一人 5冊まで。 

 

返却が遅れている場合、予約の人がいる場合は 

督促状
とくそくじょう

が届きます。督促
とくそく

しても返却されない場 

合はおうちの方に連絡がいく場合があります。 

(7月から督促状
とくそくじょう

を出します！！) 

    

            

 

 

 

◆ 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。 

 

所在記号 タイトル 著者 出版者 

141.6-ﾄﾓ 実践幸福学:科学はいかに「幸せ」を証明するか 友原章典  NHK出版 

318.6-ﾖｹ きみのまちに未来はあるか?:「根っこ」から地域をつくる 除本理史、佐無田

光  

岩波書店 

334.41-ﾅｶ 移民と日本社会:データで読み解く実態と将来像 永吉希久子  中央公論新社 

336.4-ｲﾄ 1分で話せ:世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプ

ルに伝える技術 

伊藤羊一  SB クリエイティブ 

367.3-ﾀﾌ 母がしんどい 田房永子  KADOKAWA 

377-ｳｴ 新・大学でなにを学ぶか 上田紀行  岩波書店 

383.15-ｸﾏ 女子中・高生の制服攻略本 クマノイ  KADOKAWA 

388.1-ﾊﾅ 47都道府県・民話百科 花部英雄、小堀光

夫  

丸善出版 

391.3-ｵｶ 戦略的思考とは何か 岡崎久彦  中央公論新社 
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493.8-ｲﾉ 感染症:広がり方と防ぎ方 井上栄  中央公論新社 

538.9-ﾃﾗ 宇宙開発の未来年表 寺門和夫  イースト・プレス 

576.6-ﾜﾀ 香りと歴史 7つの物語 渡辺昌宏  岩波書店 

645.7-ﾓﾘ ねこボラ部のみるくさん 森永みるく  講談社 

687.38-ﾔﾏ 客室乗務員の誕生:「おもてなし」化する日本社会 山口誠  岩波書店 

723-ﾅｶ 名画の謎:対決篇 中野京子  文藝春秋 

761.2-ｶｸ 楽譜をまるごと読み解く本 西村理  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 

767.5-ﾕｶ 国のうた 弓狩匡純  KADOKAWA 

783.7-ﾓﾄ レギュラーになれないきみへ 元永知宏  岩波書店 

804-ﾀｹ ことばが劈かれるとき 竹内敏晴  筑摩書房 

817.5-ﾑﾗ 読解力を身につける 村上慎一  岩波書店 

834-ｳｵ 和製英語:伝わらない単語、誤解される言葉 スティーブン・ウ

ォルシュ  

KADOKAWA 

910.26-ﾔﾏ 父・山口瞳自身 山口正介  小学館 

911.12-ﾏｸ 英語で味わう万葉集 ピーター・J・マ

クミラン  

文藝春秋 

911.14-ｴｲ 英語でよみとく百人一首大図鑑 ピーター・J・マ

クミラン  

ほるぷ出版 

911.14-ﾏｸ 英語で読む百人一首 ピーター・J・マ

クミラン  

文藝春秋 

911.1-ﾋｶ しびれる短歌 東直子、穂村弘  筑摩書房 

911-ｵｵ 大岡信『折々のうた』選:短歌 1 大岡信  岩波書店 

F-ｱﾔ 旋律月下 綾崎隼  KADOKAWA 

F-ｵﾊ 病院でちゃんとやってよ 小原周子  双葉社 

F-ｶﾜ 舞姫 川端康成  新潮社 

F-ｸﾜ 就業規則に書いてあります！ 桑野一弘  KADOKAWA 

F-ｺｳ-1 さよならの言い方なんて知らない。 河野裕  新潮社 

F-ｺﾏ 空中都市 008:アオゾラ市のものがたり 小松左京 講談社 

F-ｺﾝ 転迷:隠蔽捜査 4 今野敏  新潮社 

F-ﾂｼ 朝が来る 辻村深月  文藝春秋 

F-ﾂﾂ にぎやかな未来 筒井康隆  KADOKAWA 

F-ﾋｶ 恋のゴンドラ 東野圭吾  実業之日本社 

F-ﾎｼ 悪魔のいる天国 星新一  新潮社 

F-ﾓﾘ 恋文の技術 森見登美彦  ポプラ社 

F-ﾖｼ トリカブトの花言葉を教えて 吉野万理子  新潮社 

 


