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2021/01/09 No.9 

 

- 司書通信- 
 

新しい年を迎えましたね。この休みはどのように過ごしましたか。 

昨年は新型コロナウイルスにより、日常が一変する大変な一年でしたね。海外ではワクチン接種が始ま

りましたが、しばらくは 「with コロナ」の日常です。図書室での過ごし方や読む前・読んだ後の手洗

い・消毒にご協力ください。 

三学期はあっという間です。今を楽しみつつも、新年度のことも考えましょう。 

図書室にはいろいろな本がありますので、何かしら役立つ

ものがあると思いますよ。 

迷ったときは司書に相談してください。 

 

 

開室日・時間 

1 月の開室時間は最終下校に合わせて下記となります。 

  月～金 8:30 ～ 16:20 

   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

27 28 29 30 31 1 2

お休み
3 4 5 6 7 8 9

始業式 自宅学習日

10 11 12 13 14 15 16

成人の日

17 18 19 20 21 22 23

自宅学習日 自宅学習日 閉室
24 25 26 27 28 29 30

打合せ 自宅学習日

31 1

1 月 
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返却のお願い 
 

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。 

 何度か督促しても返却されない場合は保護者の方にご連絡がいくことがあります。 

 

高校 3 年生のみなさんへ 

 ・卒業式まで返却をお約束してくれた方は本の貸出が受けられます。 

 ・未返却のまま卒業した場合、保護者にご連絡がいきます！ 

 

 

 

本のリクエスト 
 

図書室では皆さんが希望する図書のリクエストを受け付けています。 

本年度のリクエストは 1月 29日までです。以降は次年度になります。 

希望がある人は早めに図書室で必要な手続きをしてください。 

＊コミック、写真集のリクエストは受付けていません。 

 

 

次年度購読雑誌のアンケート実施 

来年度購読予定雑誌について、みなさんの要望や希望をとる予定で準備を進めています。 

準備ができたら各学年にフォームをお送りますので、回答をお願いします。 

希望がある人はアンケートに答えてくださいね。 

出来る限りみなさんの意見を反映させるようにします。 

 

 

展示のお知らせ 

 

 

図書室では理化学研究所と編集工学研究所が企画した『科学道 100 冊   

2020 プロジェクト』に合わせて、展示を行っています。「驚異のカラ  

ダ」、「世界を変えた科学者」、「宇宙フロンティア」、「科学道クラシック 

ス」の 4つに分けて関連する分野の本を展示しています。読み応えのあ 

る本から見て楽しい本までいろいろ揃っています。配布冊子もあるの 

で、ソファでゆっくり眺めてはいかがでしょうか。 
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新着図書からのご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の日本国憲法に「男女平等条項」を起草した女性ベアテ・シロタの生

涯をたどるおはなしです。今は当然の女性参政権（選挙で投票する権利）

も昔は考えられないことでした。マンガで描かれているので読みやすいと

思います。女性として是非！ 所在記号 323.14/ﾀﾑ 

人気のヨシタケシンスケさんの絵本。今回はちょっと哲学的な内容。 

いろいろな「なんだろう」を考えていきます。みなさんはそれぞれの

問いにどう答えますか？ 所在記号 150/ﾖｼ 

イギリスの住宅の歴史から地域による違い、有名人の家、そしてい

ろいろな間取りが載っています。間取り好きな人に特におススメで

す。絵柄も素敵で眺めているだけでも楽しい本です。  

所在記号 527.1/ﾔﾏ 

エッセンシャルワーカーとして昨年も大活躍の看護師。 

毎年目指す人がいますが、中にはちょっと勉強が苦手な人もいるので

は? そんな人に一度読んでもらいたい本です！ 

 所在記号 376.8/ﾏﾂ 

「分子」、理科で習いましたね。勉強と思うと楽しくないか

もしれませんから、ただ眺めて楽しい本だと思ってくださ

い。サイズも大きいので持ち帰るよりは時間のある時にパ

ラパラ眺めてください。自分では買わない本があるのも図

書室の良いところです。 所在記号 431.1/ｸﾚ 
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◆ 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 

007.2/ｱｲ/1,2 イノベーターズ:天才、ハッカー、ギークがおりなすデジタル革命史 

Ⅰ・Ⅱ 

ウォルター・アイザックソン  講談社 

007.35/ﾅｴ なえなののほん。 なえなの  KADOKAWA 

007.3/ﾎｳ アフターソーシャルメディア:多すぎる情報といかに付き合うか 法政大学大学院メディア

環境設計研究所  

日経 BP 

019/ﾃﾗ 読書と人生 寺田寅彦  KADOKAWA 

031/ｹﾝ/20-21 現代用語の基礎知識学習版 2020-2021 現代用語検定協会  自由国民社 

141.51/ｽｽ 認知バイアス:心に潜むふしぎな働き 鈴木宏昭  講談社 

141.94/ﾀｹ 今日も明日も「いいこと」がみつかる「繊細さん」の幸せリスト 武田友紀  ダイヤモンド社 

141.94/ﾀｹ 「繊細さん」の知恵袋:仕事、人間関係の悩みがスーッと軽くなる! 武田友紀  マガジンハウス 

147/ﾏﾂ/2 恐い間取り 2 松原タニシ  二見書房 

150/ﾖｼ なんだろうなんだろう ヨシタケシンスケ  光村図書出版 

160.4/ｶｶ 完全教祖マニュアル 架神恭介  筑摩書房 

209/ﾁｽ 地図でスッと頭に入る世界史 祝田秀全  昭文社 

210.75/ﾆﾜ AI とカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争 庭田杏珠  光文社 

234/ﾍﾂ ドイツ人はなぜヒトラーを選んだのか:民主主義が死ぬ日 ベンジャミン・カータ

ー・ヘット  

亜紀書房 

295.3/ﾁｽ 地図でスッと頭に入るアメリカ 50 州 デイビッド・セイン  昭文社 

336.3/ﾉﾑ 女性リーダーが生まれるとき:「一皮むけた経験」に学ぶキャリア形成 野村浩子  光文社 

336.4/ﾌﾓ 女性活躍の教科書 麓幸子  日経 BP 社 

361.5/ﾅｶ オタク経済圏創世記:GAFA の次は 2.5 次元コミュニティが世界の主役に

なる件 

中山淳雄  日経 BP 

367.1/ﾜﾀ 私たちの「戦う姫、働く少女」 川口遼  堀之内出版 

今昔物語を題材にした「藪の中」、その他大正 10年ごろの円熟

期の作品 17篇が収録されています。人気の「文豪ストレイドッ

グス」とのコラボ表紙です。 所在記号 F/ｱｸ 

＊コラボ表紙の文庫は他にもいろいろあります！ 
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369.17/ｳｲ 社会福祉士の一日 WILL こども知育研究所  保育社 

371.43/ﾀｹ 教師のためのスクールソーシャルワーカー入門:連携・協働のために 竹鼻ゆかり  大修館書店 

371.43/ﾊﾝ スクールカウンセラーと教師のための「チーム学校」入門 半田一郎  日本評論社 

375.17 パフォーマンス評価:子どもの思考と表現を評価する 松下佳代  日本標準 

375.17 カリキュラムマネジメント:学力向上へのアクションプラン 田村知子  日本標準 

375.17/ﾆｼ Q&A でよくわかる!見方・考え方を育てるパフォーマンス評価 西岡加名恵  明治図書出版 

375.17/ﾆｼ 資質・能力を育てるパフォーマンス評価 西岡加名恵  明治図書出版 

375/ｳｲ 理解をもたらすカリキュラム設計:「逆向き設計」の理論と方法 G.ウィギンズ  日本標準 

375/ｵｸ 「逆向き設計」実践ガイドブック:『理解をもたらすカリキュラム設計』

を読む・活かす・共有する 

奥村好美  日本標準 

376.8/ﾏﾂ 勉強が苦手な高校生・社会人が看護専門学校・看護大学に合格する方法 松山祐己  合同フォレスト 

379.7/ﾄｸ 独学大全:絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための 55 の技法 読書猿  ダイヤモンド社 

383.5/ﾋﾗ 化粧にみる日本文化:だれのためによそおうのか? 平松隆円  水曜社 

385.3 成人式とは何か 田中治彦  岩波書店 

404/ｵﾌ 禍いの科学:正義が愚行に変わるとき ポール・A・オフィット  日経ナショナルジオグ

ラフィック社 

491.3/ﾋﾙ 14 歳からの生物学 サリー・ヒル  白水社 

493.73/ﾐﾀ 「なまけ病」と言われて:脳脊髄液減少症 三谷美佐子  秋田書店 

493.74/ｵｶ ストレスと適応障害:つらい時期を乗り越える技術 岡田尊司  幻冬舎 

493.93/ﾀﾅ 起立性調節障害の子どもの正しい理解と対応 田中英高  中央法規出版 

498.14/ｳｲ 診療放射線技師の一日 WILL こども知育研究所  保育社 

498.14/ｳｲ 臨床検査技師の一日 WILL こども知育研究所  保育社 

498.54/ﾏﾂ ゲノム編集食品が変える食の未来 松永和紀  ウェッジ 

507.9/ﾊﾝ メディア工作ワークブック パンタグラフ  グラフィック社 

527.1/ﾔﾏ 日本でもできる!英国の間取り 山田佳世子  エクスナレッジ 

576.7/ｶﾄ KOSÉ Beauty Book:いつの時代も、あなたらしい美しさを求めて KADOKAWA  KADOKAWA 

767.8/ｷﾑ BTS を読む:なぜ世界を夢中にさせるのか キムヨンデ  柏書房 

780.28/ﾍｽ アスリートの言霊。:厳しい時代を生き抜くために ベースボール・マガジン社  ベースボール・マガジン社 

780/ｲﾄ 見えないスポーツ図鑑 伊藤亜紗  晶文社 

798/ｴﾝ ゲームメカニクス大全 エンゲルステーン ジェフリ

ー 

翔泳社 

910.2/ｸﾎ 日本文学の古典 50 選 久保田淳  KADOKAWA 

F/ｱｸ 藪の中・将軍 芥川龍之介  KADOKAWA 

F/ｻｸ 荒野 桜庭一樹  文藝春秋 

F/ﾀｶ/1,2 バトル・ロワイアル 上・下 高見広春  幻冬舎 

F/ﾅｶ 文字禍・牛人 中島敦  KADOKAWA 

F/ﾌｸ 草の花 福永武彦  新潮社 

F/ﾎﾝ ノーマンズランド 誉田哲也  光文社 

916/ﾄｶ 人は見た目!と言うけれど:私の顔で,自分らしく 外川浩子  岩波書店 

989/ﾇﾏ 東欧怪談集 ヤン・ポトツキ  河出書房新社 

 


