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日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
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不在 16:15～

閉室
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不在 16:15～

閉室
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敬老の日 閉室 閉室 秋分の日

26 27 28 29 30 1 2

閉室

 9 月

 

2021/09/01 No.5 

 

- 司書通信 - 
  

新型コロナウイルス流行下での 2回目の夏はどのように過ごしましたか？  

遠くに出かけることがなかなか難しい状況でしたが、オリンピック観戦や身近でできることなど

有意義
ゆ う い ぎ

に過ごしたことと思います。 

2 学期はオンライン授業でのスタートになりました。昨年度経験している人も初めての人も、これか

らの人生に役立つ経験となるはずです。しばらく、皆さんの元気な声を聴くことができないの

が残念です。オンライン授業期間中の図書室についてのお知らせも載っているので、開室時間

と併せて確認してくださいね。 

  

 

 

 

開室日・時間 

 

しばらくの間、開室時間は下記になります。 

月～金  8:30 ～ 16:00 
 土   8:30 ～ 13:20 

＊オンライン授業期間中の対応時間も上記となります。 

 変更時は図書室前の掲示、学年クラスルームに配信。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

►木曜日の放課後 16:30 ～ 17:00  

の間は打合せのため不在です。 

＊本は借りられます。 
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 オンライン授業期間中の対応 
 
下記の対応をしています。 

各学年のクラスルームにも配信しているので、確認してください。 

 

⚫ 貸出冊数の制限なし 

しばらくの間、何冊でも借りられます。 

おうち時間に読書に親しんでください。 

⚫ メールでのレファレンス対応 

調べものや本の問合せは図書室のメールに連絡してください。 

メールアドレスは学年クラスルームで確認してください。 

 

⚫ 図書室のホームページから蔵書検索が可能です！ 

右にある QRコードからでも OKです。 

活用してください。 

＊簡易なものとなります。 

 一部検索できない資料があります。 

 

 

 

蔵書点検の実施 
 
9 月 6日～10日の期間、蔵書点検を実施します。 

蔵書点検は管理しているデータと実際にある本があっているかの確認作業です。 

借りている本についての心配は必要ありません。 

蔵書点検後、行方不明の本がある場合はホームルームや学年のクラスルームにそのお知らせします。 

 

文化祭サポートしてます！ 

 

下記のものをまとめたコーナーを設置しています。 

●クラス Tシャツコーナー 

 クラス Tシャツ作成のためのカタログは図書室にあります！ 

 自由に持って行ってかまいません。但し、他のクラスのことも考えること。 

 ●古新聞提供 

下書きの際に使用したい、準備のため必要、などなどあるかと思います。 

注意点は「必要な分だけ持っていくこと」です。追加で必要な時はまた来てください。 

量は十分にあります。 

●資料提供 

「こんな小道具が作りたい」、「資料が必要」、など必要な情報が発生すると思います。 

インターネットも便利ですが、図書室にはたくさんの本や情報があります。 

そして、司書が適切なものを探すサポートをします。 

困ったときは図書館に足を運んでみるのも一つの解決手段です。 

 

クラス、クラブ活動、委員会など準備に忙しいと思いますが、時間と場所と使えるものを上手に使って、

楽しく・有意義な文化祭にしましょう。 

 

検索はこちらから！ 
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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
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。 

 

返却が遅れている人には担任の先生を通じて、督促状
とくそくじょう

が届きます！！ 

何度も督促状を受け取っても返却されない場合は保護者にご連絡します。 

 

予約が入っている資料を借りている人にはメールでご連絡しています。 

次に待っている人がいるので、早急に返却してください！！ 

 

 

新着
しんちゃく

図書
と し ょ

からのご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『iPS細胞の研究』 
京都大学 iPS細胞研究所国際広報室編 所在記号 491.11/ｷﾖ 
発見者の山中伸弥博士がノーベル生理学・医学賞を受賞したのは 2012年
です。それから、この細胞についての研究はどう進んだのでしょう？ 
生物学の歴史や研究の最先端、そして iPS細胞研究の未来について書かれ
ています。医療系の進路を考えている人におススメ！ 

『世界史は化学でできている:絶対に面白い化学入門』 
左巻健男著 ＊所在記号 430.2/ｻﾏ 
化学は人類の歴史に大きな影響を与えてきました。火の発見から、燃料や薬
品、アルコールなどなど。歴史と化学の両方の視点から考えることで、見方が
変わるかもしれません。教科で学ぶことは異なるかもしれませんが、つながっ
ていることを実感できるでしょう。 

『お菓子でたどるフランス史』池上俊一著 ＊所在記号 383.8/ｲｹ 
マリー・アントワネットは「パンがなければケーキを食べればいいのに」
と言ったとか言わないとか。歴史が得意でなくても、お菓子と一緒ならわ
かりやすいかもしれません。『パスタでたどるイタリア史』、『大統領でた
どるアメリカの歴史』もあります。 

『フライトナースの秘密:ドクターヘリで出動する救急看護師の仕事』 

菱沼秀一著 所在記号 492.9/ﾋｼ 
某ドラマの主題歌がすぐに頭に浮かびますね。実際にどんな仕事をしているの
かはもちろん、ドクターヘリの基本を知ることができます。エッセンシャルワ
ーカーとしての医療従事者の大切さはこのコロナ禍でよく知られましたが、緊
急時に必要とされるこういった分野もあります。 
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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 

007.3/ｱﾏ SNS変遷史:「いいね!」でつながる社会のゆくえ 天野彬  イースト・プレス 

007.64/ﾖｼ 高校生からはじめるプログラミング 吉村総一郎  KADOKAWA 

104/ﾄﾏ はじめての哲学的思考 苫野一徳  筑摩書房 

114/ﾌﾛ 生きるということ エーリッヒ・フロム  紀伊國屋書店 

140/ｳﾁ 高校生のための心理学講座:こころの不思議を解き明かそう 内田伸子  誠信書房 

146.1/ｷﾕ 死ぬ瞬間:死とその過程について エリザベス・キューブラー・

ロス  

中央公論新社 

158/ﾌﾛ 愛するということ エーリッヒ・フロム  紀伊國屋書店 

159.7/ｼﾕ ミライを生きる君たちへの特別授業 ジュニスタ編集部  岩波書店 

『CHANEL BOOK』エマ・バクスタ-・ライト著 所在記号 589.2/ﾊｸ 
シャネルといえば高級ブランドのイメージ。創業者のココ・シャネルは女
性ファッションの革命児であり、彼女の波乱万丈の人生とそのブランドの
歴史について描かれています。シャネルが生み出したドレス、靴、ダイヤ
モンド・ジュエリーやバッグ、香水などについて知ることができます。 

『雨を読む』佐々木まなび著 ＊所在記号 814/ｻｻ 
雨についての物語ではありません。雨を表す単語や熟語、関連する言葉が集め
られた本です。改めて、日本語の言葉の豊かさが感じられるとともに気候や地
域性、歴史などが深くかかわっていることがわかります。 
みなさんも色々な雨に出逢ってみませんか？ 

『琥珀の夏』辻村深月著 所在記号 F/ﾂｼ 

 かつて「ミライの学校」と呼ばれた場所で発見された子どもの白骨死体

は小学生の頃に出会った少女かもしれない。弁護士になった法子（のり

こ）の記憶の扉が開く。真実は一体。 

物語は複数の視点と時間軸で描かれており、読み進むにつれて、引き込ま

れます。著者 2年ぶりの長編作。 
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159.7/ﾊﾂ 自分をたいせつにする本 服部みれい  筑摩書房 

210.1/ｺｼ 父が子に語る日本史 小島毅  筑摩書房 

210.6/ｺｼ 父が子に語る近現代史 小島毅  筑摩書房 

230/ｱｶ ヨーロッパがわかる:起源から統合への道のり 明石和康  岩波書店 

230/ﾙｺ 子どもたちに語るヨーロッパ史 ジャック・ル・ゴフ  筑摩書房 

253.04/ｱﾐ 独立宣言の世界史 アーミテイジ、デイヴィッド  ミネルヴァ書房 

253.04/ｼﾝ 世界史劇場アメリカ合衆国の誕生 神野正史  ベレ出版 

253/ﾌﾙ グローバル時代のアメリカ:冷戦時代から 21世紀 古矢旬  岩波書店 

292.5/ﾐﾔ インドを旅する 55章 宮本久義  明石書店 

302.2/ｺｸ アジア 29 か国のいまがわかる本 国際時事アナリスツ  河出書房新社 

302.4/ｱﾌ 日本人のためのアフリカ入門 白戸圭一  筑摩書房 

302.4/ｱﾌ アフリカを見るアフリカから見る 白戸圭一  筑摩書房 

302.51/ｶﾅ 現代カナダを知るための 60 章 飯野正子 明石書店 

302.53/ｱﾒ アメリカ人であるとはどういうことか ウォルツァー, マイケル  ミネルヴァ書房 

312.53/ｱｶ 大統領でたどるアメリカの歴史 明石和康  岩波書店 

312.9/ｼﾝ 地図で読む「国際関係」入門 眞淳平  筑摩書房 

319.8/ﾆﾎ 被爆者からあなたに:いま伝えたいこと 日本原水爆被害者団体協議会  岩波書店 

319/ﾓﾄ 日韓関係史 本宮正史  岩波書店 

319/ﾜﾀ 歴史認識日韓の溝:分かり合えないのはなぜか 渡辺延志  筑摩書房 

327.8/ﾋﾛ 少年法入門 廣瀬健二  岩波書店 

329/ｵｵ 国際法 大沼保昭  筑摩書房 

332.06/ｲ 図解でわかる 14 歳から考える資本主義 インフォビジュアル研究所  太田出版 

332.1/ｶﾔ 貧乏国ニッポン 加谷珪一  幻冬舎 

333.8/ｺｸ 一番わかりやすい!SDGs のざっくり知識 国際時事アナリスツ  河出書房新社 

336.4/ｼﾂ 高校生からのビジネスマナー 実教出版  実教出版 

345/ｺｽ 高校生のための税金入門 小塚真啓  三省堂 

361.4/ﾅｶ リスク心理学:危機対応から心の本質を理解する 中谷内一也  筑摩書房 

361.4/ﾔﾏ 「しがらみ」を科学する:高校生からの社会心理学入門 山岸俊男  筑摩書房 

361.42/ﾔﾏ 日本人は論理的でなくていい 山本尚  産経新聞出版 

361.45/ﾄﾘ 異文化コミュニケーション学 鳥飼玖美子  岩波書店 

361.7/ﾊｾ 環境社会学入門:持続可能な未来をつくる 長谷川公一  筑摩書房 

366.21/ﾓﾘ 雇用身分社会 森岡孝二  岩波書店 

366.4/ﾀｹ ルポ賃金差別 竹信三恵子  筑摩書房 

367.21/ｱﾏ 非正規・単身・アラフォー女性:「失われた世代」の絶望と希望 雨宮処凛  光文社 

367.21/ﾐｳ 露出する女子、覗き見る女子:SNSとアプリに現れる新階層 三浦展  筑摩書房 

368.2/ｱﾏ コロナ禍、貧困の記録:2020 年、この国の底が抜けた 雨宮処凛  かもがわ出版 

369.16/ﾂﾙ 福祉は誰のために:ソーシャルワークの未来図 鶴幸一郎  へるす出版 

369.17/ﾀﾃ 介助の仕事:街で暮らす/を支える 立岩真也  筑摩書房 

383.8/ｲｹ お菓子でたどるフランス史 池上俊一  岩波書店 

383/ﾜｼ ちぐはぐな身体:ファッションって何? 鷲田清一  筑摩書房 

387/ｷｸ 魔女とほうきと黒い猫 菊地章太  KADOKAWA 
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402.8/ｼﾖ 私の科学者ライフ:猿橋賞受賞者からのメッセージ 女性科学者に明るい未来をの

会  

日本評論社 

404/ｵｵ 探究する精神:職業としての基礎科学 大栗博司  幻冬舎 

407/ﾊｲ キッチンサイエンスラボ:親子で楽しむ 52 の科学体験 Heinecke, Liz Lee Lee オライリージャパン 

424/ｲﾜ 音と音楽の科学  岩宮眞一郎  技術評論社 

430.2/ｻﾏ 世界史は化学でできている:絶対に面白い化学入門 左巻健男  ダイヤモンド社 

450/ﾜﾀ もしも、地球からアレがなくなったら? 渡邉克晃  文友舎 

469/ｶﾀ 身体が語る人間の歴史:人類学の冒険 片山一道  筑摩書房 

481.72/ﾏﾂ 水族館が好きすぎて! まつおるか  KADOKAWA 

487.76/ｻﾜ マンボウのひみつ 澤井悦郎  岩波書店 

490.1/ｻｶ 医療ケアを問いなおす:患者をトータルにみることの現象学 榊原哲也  筑摩書房 

490.16/ｱｲ 長寿時代の医療・ケア:エンドオブライフの論理と倫理 会田薫子  筑摩書房 

491.11/ｷﾖ iPS細胞の研究室:体のしくみから研究の未来まで 京都大学 iPS 細胞研究所国際

広報室  

東京書籍 

492.9/ﾅﾐ 「コロナ」と「看護」と「触れること」 波平恵美子  日本看護協会出版会 

492.9/ﾋｼ フライトナースの秘密:ドクターヘリで出動する救急看護師の仕事 菱沼秀一  彩流社 

493.93/ﾀｶ 学校で知っておきたい精神医学ハンドブック 髙宮靜男  星和書店 

494.78/ｳ 「生きるを支える」リハビリテーション 上田敏  日本看護協会出版会 

494.78/ﾊ リハビリ:生きる力を引き出す 長谷川幹  岩波書店 

495/ﾊﾂ 思春期女子のからだと心 Q&A 八田真理子  労働教育センター 

498.5/ｼﾖ 食と栄養:健康を支える栄養素とかしこい食事法 ニュートンプレス 498.5/ｼﾖ 

498.6/ﾆﾎ 新型コロナウイルスナースたちの現場レポート 日本看護協会出版会返集部  日本看護協会出版会 

498/ﾑﾗ ケアとは何か:看護・福祉で大事なこと 村上靖彦  中央公論新社 

517.5/ｷｼ 生きのびるための流域思考 岸由二  筑摩書房 

519/ｲﾝ 図解でわかる 14 歳からの脱炭素社会 インフォビジュアル研究所  太田出版 

519/ｲﾝ 図解でわかる 14 歳から知る気候変動 インフォビジュアル研究所  太田出版 

519/ｺｸ 気候変動から世界をまもる 30 の方法 国際環境 NGOFoE Japan  合同出版 

576.6/ﾊｾ 香料化学:におい分子が作るかおりの世界 長谷川登志夫  コロナ社 

589.2/ﾊｸ CHANEL BOOK エマ・バクスター-ライト  さくら舎 

589.2/ﾐｿ Men's モダリーナのファッションパーツ図鑑 溝口康彦  マール社 

589.2/ﾐｿ モダリーナのファッションパーツ図鑑 溝口康彦  マール社 

593.36/ﾀ コスプレソーイング&デザイン BOOK 橘桃奈  文化学園文化出版局 

593.36/ﾃ 手作りワンピース手帖 

 

ブティック社 

594.7/ﾐｼ ミシンで楽しむ布こもの 

 

ブティック社 

596.36/ﾂ まっすぐ縫いでできるソーイングの本 月居良子  日本ヴォーグ社 

596.65/ﾜ 台湾スイーツレシピブック 若山曜子  立東舎 

596.7/ﾂﾈ 空色のクリームソーダ Recipe tsunekawa  ワニブックス 

596/ｸﾛ 「安心」と「おいしい」は作れる保存食と自家製レシピ 黒田民子  主婦の友社 

596/ｽｽ 誰も教えなくなった、料理きほんのき 鈴木登紀子  小学館 

611.3/ｲﾃ 捨てられる食べものたち:食品ロス問題がわかる本 井出留美  旬報社 

645.7/ﾆｼ 猫との暮らしを楽しむヒント 228 西イズミ  河出書房新社 

689.5/ﾃｽ ディズニーが教えるお客様を感動させる最高の方法 

 

日本経済新聞出版社 
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699.1/ｶﾜ 放送の自由:その公共性を問う 川端和治  岩波書店 

727/ｶｹ 日本の文様解剖図鑑 筧菜奈子 エクスナレッジ 

727/ﾊﾁ 有職文様図鑑 八條忠基  平凡社 

750.21/ﾆ 伝統工芸ってなに? 日本工芸会東日本支部  芸艸堂 

762.34/ﾍﾄ ベートーヴェン ひのまどか  ヤマハミュージック 

762.8/ｷﾖ 教科書にでてくる音楽家の伝記 ひのまどか  講談社 

780.19/ｵｵ きほんのスポーツ栄養食:10 代アスリートのパフォーマンスを最高にする 大前恵  ポプラ社 

783.59/ｶﾝ バドミントンうまく動ける体になるトレーニング 神田潤一  ベースボール・マガ

ジン社 

783.59/ﾋﾛ みんなうまくなるバドミントン基本と練習 廣瀬栄理子  ベースボール・マガ

ジン社 

801.1/ﾏﾁ 図説世界の文字とことば 町田和彦  河出書房新社 

810/ﾅｶ 日本語のニュアンス練習帳 中村明  岩波書店 

814/ｻｻ 雨を、読む。 佐々木まなび  芸術新聞社 

816/ｱｲ 理系のための文章教室 藍月要  星海社 

837.7/ｶﾘ 名随筆で学ぶ英語表現:寺田寅彦 in English トム・ガリー  岩波書店 

837.8/ｵﾉ 13 歳からの英語が簡単に話せるようになる本 小野田博一  PHP 

837.8/ｵﾉ 13 歳からの英語で自分の意見を伝える本 小野田博一  PHP 

901.3/ｵｶ 物語の役割 小川洋子  筑摩書房 

909/ﾌｶ 児童文学の中の家 深井せつ子  エクスナレッジ 

F/ｱｵ 水野瀬高校放送部の四つの声 青谷真未  早川書房 

F/ｱｶ 合唱組曲・吸血鬼のうた 赤川次郎  集英社 

F/ｱｻ 教室が、ひとりになるまで 浅倉秋成  KADOKAWA 

F/ﾀｹ 青い春を数えて 武田綾乃  講談社 

F/ﾂｼ 琥珀の夏 辻村深月  文藝春秋 

F/ﾃﾗ 夜が暗いとはかぎらない 寺地はるな  ポプラ社 

F/ﾏﾁ 夜空に泳ぐチョコレートグラミー 町田そのこ  新潮社 

F/ﾑｶ 保健室のヨーゴとコーチ 迎ラミン  光文社 

F/ﾖﾈ 本と鍵の季節 米澤穂信  集英社 

913.68/ﾓ 5 分後に意外な結末ベスト・セレクション:心震える赤の巻 桃戸ハル  講談社 

914.6/ｵﾂ 半歩先を読む思考法 落合陽一  新潮社 

929.13/ﾁﾖ 82 年生まれ、キム・ジヨン:82 년생 김지영 チョナムジュ  筑摩書房 

 


