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2022/11/01 No.7 

 

- 司書通信 - 
  

 あっという間に秋も深まってきましたね。中間考査も終わり、期末考査までの間も何かと忙し

く過ごしているかと思いますが、どんな秋を過ごしていますか？ 

「食欲の秋」という声が多そうですが、「読書の秋」も是非！10 月 27 日～11 月 9 日までの 2 週

間は『読書週間』です。今年は特別なイベントは行っていませんが、図書室ではいつでもおすすめ

の本を用意してみなさんをお待ちしています。 

＊雑誌のバックナンバーの放出は行いました！（10月 24日～29日） 

 図書室からいろいろなお知らせが届きますので、 

「司書通信」が配信されたらよーく確認してくださいね。 

 

 

開室日・時間 

。  

月～金  10:10 ～ 18:00 
土   10:10 ～ 15:00 

＊変更時は図書室前の掲示、学年クラスルームに配信 

 
 

 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

30 31 1 2 3 4 5

17:00まで 文化の日

6 7 8 9 10 11 12

13:20まで

13 14 15 16 17 18 19

17:00まで 打合せ
不在 15:50～ 閉室

20 21 22 23 24 25 26

勤労感謝の日 閉室
27 28 29 30 1 2 3

閉室 17:00まで

 11　月

8:30～16:20

11月 7日～12日の開室時間は下記となります。 

月～金 8:30～16:20 

 土   8:30～13:20 
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リクエスト受付中 

 

図書室では皆さんが読みたい本のリクエストを受け付けています。 

希望がある人は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。 

 

 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『腹を割ったら血が出るだけさ』 住野よる著  
＊所在記号 F/ｽﾐ 
 
高校生の茜寧は、友達や恋人に囲まれ充実した日々を送ってい
る。しかしそれは、「愛されたい」という感情に縛られ、偽りの
自分を演じ続けるという苦しい毎日だった。ある日、茜寧は愛
読する小説の登場人物、〈あい〉にそっくりな人と街で出逢い―
―。 いくつもの人生が交差して響き合う、極上の青春群像
劇。（honto ホームページより） 
 

『寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ』  
ヴィッキー・ウッドゲート著   ＊所在記号 498.36/ｳﾂ 
 
眠りは生きていくのに欠かせないもの。 
眠りにまつわる謎は、思いもつかなかったようなものばかり。 
その謎を解き明かしながら、眠りの不思議な世界を探検してみよう！ 
（honto ホームページより） 
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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 

031/ｹﾝ

/22/23 

現代用語の基礎知識 2022-2023:学習版 現代用語検定協会  自由国民社 

141.51/ﾊﾂ 基礎から学ぶ認知心理学:人間の認識の不思議 服部雅史  有斐閣 

148/ｺｲ 恋に効く魔法の杖プチ 鏡リュウジ  ヴィレッジブックス  

238/ﾛｼ ロシア史:地政学×歴史で理由がわかる 祝田秀全  朝日新聞出版 

289.1/ﾋﾛ 広岡浅子:明治日本を切り開いた女性実業家 小前亮  星海社 

290/ｽｾ 図説世界の地域問題 100 漆原和子  ナカニシヤ出版 

302.23/ｼﾝ シンガポールを知るための 65章 田村慶子  明石書店 

『まんがで読む万葉集・古今和歌集・新古今和歌集』 所在記号 911.12/ﾏﾝ 

 

『まんがで読む竹取物語・宇治拾遺物語』      所在記号 913.3/ﾀｹ 

 

『まんがで読む平家物語』             所在記号 913.43/ﾍｲ 

 

『まんがで読む枕草子』              所在記号 914.3/ｾｲ 

 

『まんがで読む徒然草・おくのほそ道』       所在記号 914.3/ｾｲ  

 
「まんがで読む」古典シリーズが入りました。 
教科書で習う古典もまんがなら多少は分かりやすいかもしれません。 
大体の内容を頭に入れておくだけでも理解度がアップするのでぜひ手に取ってみ
てください。！ 
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316.8/ｳｲ 14 歳から考えたいアメリカの奴隷制度 ヘザー・アンドレア・ウィ

リアムズ  

すばる舎 

326/ﾅｶ 刑法的思考のすすめ:刑法を使って考えることの面白さを伝えたいんだよ! 仲道祐樹  大和書房 

367.1/ﾆﾂ 早く絶版になってほしい#駄言辞典 日経 xwoman  日経 BP 

376.87/ｺｽ KOSKOS 式総合型・学校推薦型選抜の教科書:大学入試改革対応 小杉樹彦  エール出版社 

376.87/ﾔｷ 学校推薦型選抜・総合型選抜志望理由書・自己推薦書の書き方 八木暉雄 河合出版 

376.87/ﾜﾀ 総合・推薦入試志望理由書で合格:面接・小論文対策つき 和田圭史  学研プラス 

448.9/ﾊﾀ 地図リテラシー入門:地図の正しい読み方・描き方がわかる 羽田康祐  ベレ出版 

451/ﾓﾘ いま、この惑星で起きていること:気象予報士の眼に映る世界 森さやか  岩波書店 

498.36/ｳﾂ 寝るのが楽しくなる睡眠のひみつ ヴィッキー・ウッドゲート 創元社 

501.6/ｲﾗ イラスト&図解知識ゼロでも楽しく読める!エネルギーのしくみ エネルギー総合工学研究所  西東社 

501.6/ｴﾈ 見てわかる!エネルギー革命:気候変動から再生可能エネルギー、カーボンニュ

ートラルまで 

エネルギー総合工学研究所  誠文堂新光社 

519.1/ﾏｴ 60 分でわかる!カーボンニュートラル超入門 前田雄大  技術評論社 

611.3/ｼﾓ 食べる経済学 下川哲  大和書房 

616.2/ｻﾄ 知ろう食べよう世界の米 佐藤洋一郎  岩波書店 

649/ﾀﾑ 珍獣の医学 田向健一  扶桑社 

649/ﾄﾐ いぬねこ動物病院日記 とみた黍  KADOKAWA 

649/ﾅｶ 獣医学を学ぶ君たちへ:人と動物の健康を守る 中山裕之  東京大学出版会 

689/ｻｶ 日本のアニメはなぜ世界を魅了し続けるのか:アニメ聖地と地方インバウンド論 酒井亨  ワニ・プラス 

814.4/ﾆｼ 世にも美しい三字熟語 西角けい子  ダイヤモンド社 

834/ｼﾔ 中学英語で読んでみるイラスト英英英単語 ジャパンタイムズ出版英語

出版編集部  

ジャパンタイムズ出版 

911.12/ﾏﾝ まんがで読む万葉集・古今和歌集・新古今和歌集 吉野朋美  学研プラス 

913.3/ﾀｹ まんがで読む竹取物語・宇治拾遺物語 谷口孝介  学研教育出版 

913.43/ﾍｲ まんがで読む平家物語 山野井健五  学研教育出版 

F/ｷﾅ 私はだんだん氷になった 木爾チレン  二見書房 

F/ｽﾐ 腹を割ったら血が出るだけさ 住野よる  双葉社 

F/ﾂｼ 傲慢と善良 辻村深月  朝日新聞出版 

F/ﾅﾂ 臨床の砦 夏川草介  小学館 

913.68/ﾜﾀ わたしを変えた夏 汐見夏衛  スターツ出版 

914.3/ｾｲ まんがで読む枕草子 中島和歌子  学研教育出版 

914.45/ﾏﾝ まんがで読む徒然草・おくのほそ道 島内裕子  学研教育出版 

 

秋の夜長は読書でもいかが。 


