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2021/02/26 No.11 

 

- 司書通信 - 
 

色々なことがあった一年ですが、みなさんが楽しそうに過ごしている様子を図書室だけでなく、校内

のいたるところで見かけました。 

いよいよ学年末考査です。新しい学年への良いステップとなるよう頑張ってくださいね。 

 

開室日・時間 

3 月の開室時間は下記となります。 

月～金  8:30～16:20 

 土   8:30～13:20 

＊定期考査中は最終下校時刻 10分前までです！ 

 
 
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
じじょう

がある場合は図書室司書にお話ししてください。 

  

次回、「返却
へんきゃく

のお願い」をお渡ししても返却されない場合は保護者へご連絡いたします。 

終業式までに返却をお願いします。 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

28 1 2 3 4 5 6

学年末考査
閉室

卒業式予行
高校卒業式

(閉室)
7 8 9 10 11 12 13

答案返却

14 15 16 17 18 19 20

閉室 修了式予行
終業式

中学修了式
春分の日

21 22 23 24 25 26 27

閉室
28 29 30 31 1 2 3

お休み

 3 月
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貸出
か し だ し

冊数
さ っ す う

の変更
へ ん こ う

 

自宅学習や春休み期間に本を読みたい人も多いかと思います。 

春休み中に読みたい本を自分のペースで読める分だけ借りてくださいね。 

この機会に多様な分野の本に触れてもらいたいと思います。 

冊数
さっすう

制限
せいげん

なしの期間 3月 8日（月）～ 24日（水） 

＊延滞
え ん た い

している図書(返却
へんきゃく

日
び

が過ぎている本)がない場合に限ります。 

 

ご連絡 

 雑誌の希望調査アンケートにご協力ありがとうございます。 

みなさんの希望を踏まえて、次年度の雑誌を決定します。どの雑誌を購読するかは新年度のお便りでお

知らせします。 

 

新着
しんちゃく

図書
と し ょ

からのご案内 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ』 

そんなこともあるよね。でも、それはつらいよね。この本では色々な経験をした

人がいろいろなことを話しています。心が軽くなる言葉にであえるかもしれませ

ん。＊所在記号 159.7/ｼﾆ 

『ネットと SNSを安全に使いこなす方法』 ルーイ・ストウェル著 

今の時代、インターネットの利用は避けて生活できません。だからこそ、

使い方を知ることが大切です。トラブルになる前にぜひ！ 

＊所在記号 007.3/ｽﾄ 

 

『女の子はどう生きるか』上野千鶴子著 

2019年度東大入学式での祝辞
しゅくじ

が話題になった社会学者の著者が女子のモヤモヤに

答えていきます。普段、「女子校」で学ぶみなさんは気づかないこともあるかも

しれませんが、これからの社会をより生きやすくするために役立つ一冊。  

＊所在記号 367.1/ｳｴ 

『ポストコロナ期を生きるきみたちへ』内田樹編 

コロナ・パンデミックは社会を大きく変化させました。アフターコロナを生

きる中高生に向けて 5つの世代の 20人が伝えるメッセージ集です。高 2のみ

なさんには特におススメ！ ＊所在記号 304/ﾎｽ 
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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
しんちゃく

図書
と し ょ

」の本棚にあります。 

＊「所在
しょざい

記号
き ご う

」は本の背についているラベルに記
しる

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 

007.6/ｶﾜ ヒトの言葉機械の言葉:「人工知能と話す」以前の言語学 川添愛  KADOKAWA 

007.3/ｽﾄ ネットと SNS を安全に使いこなす方法 ルーイ・ストウェル  東京書籍 

031.5/ｷﾈ

/2021 

ギネス世界記録 2021 クレイグ・グレンディ  角川アスキー総合研究所 

104/ﾜｼ しんがりの思想:反リーダーシップ論 鷲田清一  KADOKAWA 

123.83/ﾛﾝ ドラえもんはじめての論語 安岡定子  小学館 

123.83/ﾛﾝ ドラえもんはじめての論語:君子編 安岡定子  小学館 

『世界のクラウンジュエル』パイ・インターナショナル編 

「Crown Jewels」とは「王や君主を象 徴
しょうちょう

する宝飾品
ほうしょくひん

」のこと。古

今東西の君主たちがつくらせた宝飾品の数々には国家の栄光
えいこう

や苦難
く な ん

の歴史が刻まれています。世界史で習ったことも出てくるかも。 

 ＊所在記号 755.3/ﾊｲ 

『女性差別はどう作られてきたか』中村敏子著 

日本のジェンダーギャップ指数
し す う

は世界でも下位です。なぜそんな状 況
じょうきょう

になった

のか。日本と西洋の「家父
か ふ

長制
ちょうせい

」の歴史を振り返って考えます。前
ぜん

出
しゅつ

の「女子

はどう生きるか」でジェンダー問題に興味を持った人におすすめ！ 

 ＊所在記号 367.2/ﾅｶ 

 

『戦争は女の顔をしていない 1,2』小梅けいと/マンガ 

男性と同じように戦争に従事
じ ゅ う じ

した女性たち 500人以上へのインタビューをもと

書かれた原著のコミカライズ版。原著者のスヴェトラーナ・アレクシエーヴィ

チは 2015年ノーベル文学賞受賞者。  

＊所在記号 986/ｱﾚ/1,2 図書室内での閲覧
え つ ら ん

となります。未完結です。 

 

 

気になるタイトルは図書室でぜひ手

に取ってみてください。来室時におす

すめポイントを紹介します！！ 
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134.94/ﾔﾑ 「最強!」のニーチェ入門 飲茶  河出書房新社 

140/ﾋﾄ ひと目でわかる心のしくみとはたらき図鑑 ジョー・ヘミングス 創元社 

140/ﾓﾘ ハッピーになれる心理テスト 森冬生  金の星社 

141.2/ﾉｳ マンガでわかる脳と心の科学 篠原菊紀  池田書店 

141.3/ｲﾏ 学びとは何か:〈探究人〉になるために 今井むつみ  岩波書店 

141.6/ｵﾄ 大人になってもこまらない!キモチの整理術 篠真希  ポプラ社 

151.2/ﾌﾗ 子どもを守る言葉『同意』って何? レイチェル・ブライアン  集英社 

159.7/ｼﾆ 「死にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ こだま  河出書房新社 

159.8/ｻﾀ マンガでわかる!10 代に伝えたい人生を前に進める名言集 定政敬子  大和書房 

160.4/ﾊｼ 死の講義:死んだらどうなるか、自分で決めなさい 橋爪大三郎  ダイヤモンド社 

210.17/ｱｽ/1

～5 

明日の防災に活かす災害の歴史 1～5 伊藤和明  小峰書店 

210.1/ｲｼ/2～

8 

マンガ日本の歴史 2～8 石ノ森章太郎  中央公論新社 

210.1/ﾆﾎ/1～

15,別巻 

日本の歴史 1～15、別巻  KADOKAWA 

227/ﾙｲ 中東全史:イスラーム世界の二千年 バーナード・ルイス  筑摩書房 

289.2/ｵｳ Au オードリー・タン:天才 IT相 7 つの顔 アイリス・チュウ 文藝春秋 

289.3/ｺﾍ コペルニクス 高橋憲一  筑摩書房 

289.3/ﾅｲ 親愛なるナイチンゲール様 川嶋みどり  合同出版 

R291/ﾎﾌ/1～7 ポプラディアプラス日本の地理 1～7  ポプラ社 

304/ﾎｽ ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田樹  晶文社 

319.8/ｼﾉ 紛争解決ってなんだろう 篠田英朗  筑摩書房 

321/ﾅｶ 先生!バナナはおやつに含まれますか? 中野友貴  第一法規 

327/ﾆﾎ 裁判官だから書けるイマドキの裁判 日本裁判官ネットワーク  岩波書店 

336.2/ｵﾄ 大人になってもこまらない!時間のつかいかた 鈴木尚子  ポプラ社 

361.45/ｵﾄ 大人になってもこまらない!つたわる話しかた 杉山美奈子  ポプラ社 

361.45/ｼﾓ 10 代からの情報キャッチボール入門:使えるメディア・リテラシー 下村健一  岩波書店 

361.45/ﾏﾂ うわさとは何か:ネットで変容する「最も古いメディア」 松田美佐  中央公論新社 

361.5/ｵｼ 推しが尊すぎてしんどいのに語彙力がなさすぎてしんどい:腐女子の感情

類語辞典 

 一迅社 

361.5/ﾜﾀ 〈文化〉を捉え直す:カルチュラル・セキュリティの発想 渡辺靖  岩波書店 

361.7/ﾔﾏ 地域学をはじめよう 山下祐介  岩波書店 

366.38/ｻﾜ 20 歳のキャリア術 澤田裕美  樹村房 

367.1/ｳｴ 女の子はどう生きるか 上野千鶴子  岩波書店 

367.2/ﾅｶ 女性差別はどう作られてきたか 中村敏子  集英社 

369.16/ｱ 地域を変えるソーシャルワーカー 朝比奈ミカ  岩波書店 

372/ﾌｼ 「探究」する学びをつくる 藤原さと 平凡社 

375/ｽｽ 夢を叶えるための勉強法 鈴木光  KADOKAWA 

375/ﾊｼ/1～5 はじめよう!アクティブ・ラーニング 1～5  ポプラ社 

383.1/ﾅﾃ 〈イラストでわかる〉お江戸ファッション図鑑 撫子凛  マール社 
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383.8/ﾆﾎ 聞き書東京の食事 「日本の食生活全集 東

京」集委員会  

農山漁村文化協会 

383.8/ﾆﾎ 聞き書埼玉の食事 「日本の食生活全集 埼

玉」集委員会  

農山漁村文化協会 

383.8/ﾆﾎ 聞き書千葉の食事 「日本の食生活全集 千

葉」集委員会  

農山漁村文化協会 

383.8/ﾆﾎ 聞き書神奈川の食事 「日本の食生活全集 神

奈川」集委員会  

農山漁村文化協会 

385.9/ｵﾄ 大人になってもこまらない!マナーとしぐさ 井垣利英  ポプラ社 

403/ｺｸ/2021 理科年表 2021 国立天文台  丸善 

407/ｻﾄ 科学者になりたい君へ 佐藤勝彦  河出書房新社 

440/ｻｲ 最新宇宙の謎に迫る:天文学最前線 竹内薫  清水書院 

450/ｽｶ 図解眠れなくなるほど面白い地学の話 高橋正樹  日本文芸社 

450/ﾀｲ 地球科学入門:地球の観察 地質・地形・地球史を読み解く 平朝彦  講談社 

450/ﾏﾙ 最新地球と生命の誕生と進化 丸山茂徳  清水書院 

451.28/ｻｲ 最新天気予報のすべてがわかる!  青木寿史  清水書院 

453.21/ﾅｶ 日本列島の未来:これからも起こる地震や火山のしくみ 中島淳一  ナツメ社 

457.87/ｳﾂ 日本の恐竜図鑑 宇都宮聡  築地書館 

467.5/ｾｲ 生物進化 38 億年の奇跡 平山廉  宝島社 

481.7/ｷﾝ 私たちが食べる動物の命と心 バーバラ・J・キング  緑書房 

490.15/ｲﾁ 生命倫理とは何か 市野川容孝  平凡社 

490.15/ﾃﾏ テーマで読み解く生命倫理 小泉博明  教育出版 

490.4/ｲﾅ いのちを呼びさますもの:ひとのこころとからだ 稲葉俊郎  KTC 中央出版 

491.37/ｷ くさい!:だれでもなんでも、においパワーがばくはつだ! クライヴ・ギフォード  河出書房新社 

491.37/ﾗﾏ 脳のなかの幽霊 V.S.ラマチャンドラン  KADOKAWA 

491.3/ｵｸ おしゃべり病理医のカラダと病気の図鑑 小倉加奈子 CCC メディアハウス 

491.3/ﾋﾄ ひと目でわかる体のしくみとはたらき図鑑 大橋順 日本語版 創元社 

491.6/ｽｶ 図解眠れなくなるほど面白い病理学の話 志賀貢  日本文芸社 

495/ｼﾝ 大切なのに誰も教えてくれなかった女子の心と体のトリセツ 神藤多喜子  大和書房 

498.36/ｴﾄ 毎日しっかり眠って成績を伸ばす合格睡眠 江戸川大学睡眠研究所  学研プラス 

498/ﾖｸ よくわかる公衆衛生学の基本としくみ 上地賢  秀和システム 

501.6/ｴﾈ 図解でわかるカーボンリサイクル:未来エコ実践テクノロジー エネルギー総合工学研究所  技術評論社 

504/ﾋﾄ ひと目でわかるテクノロジーのしくみとはたらき図鑑 村上雅人 日本語版 創元社 

519/ｲﾝ 図解でわかる 14 歳からのプラスチックと環境問題 インフォビジュアル研究所  太田出版 

595.4/ﾅｶ ラフなあかぬけヘアアレンジ 仲村優  学研プラス 

596.65/ｵ お菓子な自由研究:実験みたいなお菓子作り 東京製菓学校  学研プラス 

596/ﾘﾖ 料理はすごい! 秋元さくら  柴田書店 

597.5/ｽﾐ すみっコぐらしのおかたづけ 水谷妙子  小学館 

597.5/ｵﾄ 大人になってもこまらない!整理整とん術 梶ケ谷陽子  ポプラ社 

674.3/ｲﾝ あたらしい、あしらい。:あしらいに着目したデザインレイアウトの本 ingectar-e  ソシム 

674.3/ｲﾝ ほんとに、フォント。:フォントを活かしたデザインレイアウトの本 ingectar-e  ソシム 

674.3/ｲﾝ けっきょく、よはく。:余白を活かしたデザインレイアウトの本 ingectar-e  ソシム 
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702/ｵｶ 西洋美術とレイシズム 岡田温司  筑摩書房 

706.9/ｹｲ 東京のミュージアム 100 芸術新潮集部  新潮社 

755.3/ﾊｲ 世界のクラウンジュエル パイインターナショナル  パイインターナショナル 

757.3/ｲﾝ 3 色だけでセンスのいい色 ingectar-e  インプレス 

760.7/ｵﾝ 音楽で生きる方法:高校生からの音大受験、留学、仕事と将来 相澤真一  青弓社 

778.8/ﾊﾝ 韓流ドラマメモリアル BOOK 2021  辰巳出版 

809/ﾄｺ こどもアナウンスブック:正しい発声とつたえる力 常世晶子  子どもの未来社 

811.1/ｸﾛ 日本語はなぜ美しいのか 黒川伊保子  集英社 

816/ｺｲ 14 歳からの文章術:一生ものの「発信力」をつける! 小池陽慈  笠間書院 

817.5/ｲｹ なぜ、読解力が必要なのか? 池上彰  講談社 

817.5/ｲﾇ 生きる力を身につける 14 歳からの読解力教室 犬塚美輪  笠間書院 

835/ﾈｲ/1 時制と相 田中江扶  朝倉書店 

835/ﾈｲ/2 破格の構造 小林亜希子  朝倉書店 

835/ﾈｲ/3 音と形態 都田青子  朝倉書店 

837.5/ｴﾁ 越前敏弥の日本人なら必ず悪訳する英文 越前敏弥  ディスカヴァー・トゥ

エンティワン 

904/ﾋｶ ゴシック文学入門 江戸川乱歩  筑摩書房 

910.2/ｷﾖ 教科書で出会った古文・漢文一〇〇 有馬義貴  新潮社 

910.2/ﾅｶ 日本文学の大地 中沢新一  KADOKAWA 

911.12/ﾐﾔ 妄想とツッコミでよむ万葉集 三宅香帆  大和書房 

911.3/ｼﾝ 教科書で出会った名句・名歌三〇〇 新潮文庫集部  新潮社 

911.56/ﾌ 適切な世界の適切ならざる私 文月悠光  筑摩書房 

911.5/ｼﾝ 教科書で出会った名詩一〇〇 新潮文庫集部  新潮社 

914.6/ｼﾝ 新村出随筆集 新村出  平凡社 

929.13/ﾁﾖ 保健室のアン・ウニョン先生 チョンセラン  亜紀書房 

933.78/ﾊﾁ 八月の暑さのなかで:ホラー短編集 金原瑞人 岩波書店 

933.7/ｸﾘ ABC 殺人事件 アガサ・クリスティー  早川書房 

933.7/ｺﾃ ねずみ女房 ルーマー・ゴッデン  福音館書店 

933.7/ﾊｲ 夏への扉 ロバート・A・ハインライン  早川書房 

933.7/ﾏﾋ めざめれば魔女 マーガレット・マーヒー  岩波書店 

933.7/ﾏﾋ 足音がやってくる マーガレット・マーヒー  岩波書店 

933.7/ﾙ/1～6 ゲド戦記 1～6 アーシュラ・K.ル=グウィン  岩波書店 

936/ﾍｲ シーラという子:虐待されたある少女の物語 トリイ・ヘイデン  早川書房 

943.7/ﾘﾋ あのころはフリードリヒがいた ハンス・ペーター・リヒター  岩波書店 

949.63/ｺﾙ

/1,2 

ソフィーの世界 上・下 ヨースタイン・ゴルデル  NHK 出版 

949.83/ﾄ 小さなトロールと大きな洪水 ヤンソン  講談社 

949.83/ﾄ ムーミン谷の彗星 ヤンソン  講談社 

949.83/ﾄ たのしいムーミン一家 ヤンソン  講談社 

949.83/ﾄ ムーミンパパの思い出 ヤンソン  講談社 

949.83/ﾄ ムーミン谷の夏まつり ヤンソン  講談社 

949.83/ﾄ ムーミン谷の冬 ヤンソン  講談社 
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949.83/ﾄ ムーミン谷の仲間たち ヤンソン  講談社 

949.83/ﾄ ムーミンパパ海へいく ヤンソン  講談社 

949.83/ﾄ ムーミン谷の十一月 ヤンソン  講談社 

973/ﾌﾘ 紙の心 エリーザ・プリチェッ

リ・グエッラ  

岩波書店 

986/ｱﾚ/1,2 戦争は女の顔をしていない 1,2 スヴェトラーナ・アレク

シエーヴィチ 

KADOKAWA 

E/ﾌﾙ うさこちゃんとどうぶつえん ディック・ブルーナ  福音館書店 

F/ｱｶ 吸血鬼と呪いの森 赤川次郎  集英社 

F/ｱｶ 吸血鬼はお年ごろ 赤川次郎  集英社 

F/ｱｶ 吸血鬼株式会社 赤川次郎  集英社 

F/ｲｻ 終末のフール 伊坂幸太郎  集英社 

F/ｲｽ 未来職安 柞刈湯葉  双葉社 

F/ｳｻ 推し、燃ゆ 宇佐見りん  河出書房新社 

F/ｴﾄ 人間椅子 江戸川乱歩  立東舎 

F/ｴﾄ 人間椅子 江戸川乱歩  KADOKAWA 

F/ｴﾄ 陰獣 江戸川乱歩  KADOKAWA 

F/ｴﾄ 屋根裏の散歩者 江戸川乱歩  KADOKAWA 

F/ｴﾄ 芋虫 江戸川乱歩  KADOKAWA 

F/ｵﾘ/3 乙女の翼 折原みと  ポプラ社 

F/ｶﾄ オルタネート 加藤シゲアキ  新潮社 

F/ｶﾝ あの夏が飽和する。 カンザキイオリ  河出書房新社 

F/ｺｳ ヒロイン育成計画 香坂茉里  KADOKAWA 

F/ｺｳ 恋とポテトと夏休み 神戸遥真  講談社 

F/ｻｲ 渦森今日子は宇宙に期待しない。 最果タヒ  新潮社 

F/ｻｶ 桜の森の満開の下 坂口安吾  立東舎 

F/ｿﾒ オルコスの慈雨:天使と死神の魔法香 染井由乃  KADOKAWA 

F/ﾀﾆ 秘密 谷崎潤一郎  立東舎 

F/ﾂﾁ/3,4 小説名探偵コナン CASE3,4 

 

小学館 

F/ﾃﾗ 架空の犬と噓をつく猫 寺地はるな  中央公論新社 

F/ﾅｶ 山月記 中島敦  立東舎 

F/ﾊﾄ/1 秘密結社ペンギン同盟:あるいはホテルコペンの幸福な朝食 鳩見すた  KADOKAWA 

F/ﾊﾄ/2 秘密結社ペンギン同盟:あるいは南国ホテルの幸福な朝食 鳩見すた  KADOKAWA 

F/ﾑﾗ/1,2 桜風堂ものがたり 上・下 村山早紀  PHP 研究所 

F/ﾑﾗ/3 星をつなぐ手:桜風堂ものがたり 村山早紀  PHP 研究所 

 


