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2023/03/07 No.11 

 

- 司書通信 - 
  

 学年末考査も終わり、のんびりしているところでしょうか。テストの結果をしっかり振り返り、

次の学年に向けての準備をしてくださいね。 

 新型コロナウイルスが私たちの生活に影響を及ぼして３年が経ちました。すっかりマスク生活に

も慣れましたが、そろそろマスクのない生活に向かっていますね。春ももうすぐそこまで来ていま

す。感染対策をしっかりとりながら、新しい季節を迎えてください。 

 長いお休み、本に親しむこともよいと思います。図書室ではおすすめの本をたくさん用意して待

っていますので、足を運んでみてくださいね。お待ちしています。 

  

 

 

 

開室日・時間  

3月の開室時間は下記となります。 

また、閉室日が多いので注意してください。 

 

月～金  8:30 ～ 16:20 

土     8:30 ～ 13:20 

＊変更時は図書室前の掲示
け い じ

、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

26 27 28 1 2 3 4

学年末考査

閉室 閉室
閉室 高校卒業式

5 6 7 8 9 10 11

閉室 答案返却
NCLアワード
チャリティー

コンサート

12 13 14 15 16 17 18

閉室 閉室 終業式

19 20 21 22 23 24 25

閉室 春分の日 閉室

26 27 28 29 30 31 1

 3 月

閉室
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 返却のお願い 
 

返却を忘れている本はありませんか？ 

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まで来てください。 

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 

 

 

貸出冊数の変更 
 

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 7日（火）～ 24日（金） 

＊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。 

 

 

お知らせ 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「イラストでサクッと理解流れが見えてくる宗教史図鑑」
＊所在記号 162/ｲﾗ  
「イラストでサクッと理解流れが見えてくる世界史図鑑」
＊所在記号 209/ｶﾐ 
「イラストでサクッと理解流れが見えてくる日本史図鑑」 
＊所在記号 210.1/ｶﾐ 
 
「イラストでサクッと～」シリーズが入りました。受験に
向けての高 2学年はもちろん、歴史や世界史がよくわから
ないという人も、もっとよく知りたいという人にもおすす
めです。 
歴史関係はほかにも図書がたくさん入りましたし、歴史ま
んがも複数あるので、時間のある時に目を通しておくと後
で役立ちますよ！ 
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『外国語をつかって働きたい!』小島さなえ著  
＊所在記号 366.29/ｺｼ 
「語学力だけでは就職できない？」 
語学力を生かして働きたい人、必読のコミックエッセイ。 
語学は「ツール（道具）」。その語学を使って何をしたいかを見
つける必要があります。本校生徒におススメの一冊です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 新着
し ん ち ゃ く

図書
と し ょ

 ◆ 

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

」は本の住所のようなものです。 

本の背についているラベルに記
しる

されていて、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 

007.35/ﾊﾁ メタバース進化論 バーチャル美少女ねむ  技術評論社 

007.35/ﾌｲ VTuberメタ Vol.02 

 

コアマガジン 

007.35/ﾌｲ VTuberメタ Vol.03 

 

コアマガジン 

020/ﾄﾗ ドラえもん探究ワールド本の歴史と未来 藤子・F・不二雄 小学館 

100/ﾀﾅ 哲学用語図鑑 続 田中正人  プレジデント社 

140/ｼﾝ 心理の取扱説明書:心の特性がよくわかる!人生に役立つ心理学の授業 ニュートンプレス 

141.1/ﾉﾌ 「覚える」と「わかる」:知の仕組みとその可能性 信原幸弘  筑摩書房 

141.18/ｻｲ 天才とは何か ディーン・キース・サイモントン  大和書房 

141.5/ﾊﾀ やらかした時にどうするか 畑村洋太郎  筑摩書房 

141.62/ｵﾁ 恋愛の科学:出会いと別れをめぐる心理学 越智啓太  実務教育出版 

143/ｻｲ 最新図解よくわかる発達心理学 林洋一  ナツメ社 

143/ﾀｶ 親は選べないが人生は選べる 高橋和巳  筑摩書房 

145.2/ﾜﾀ 人はなぜ夢を見るのか:夢科学四千年の問いと答え 渡辺恒夫  化学同人 

146.89/ｲﾀ カウンセラー〈公認心理師・臨床心理士〉という生き方 井澗知美 イースト・プレス 

150/ﾄｳ ぼくたちの倫理学教室 E.トゥーゲントハット  平凡社 

159.7/ﾃﾝ 君たちが生き延びるために:高校生との 22の対話 天童荒太  筑摩書房 

159.7/ﾄﾊ 君は君の人生の主役になれ 鳥羽和久  筑摩書房 

『リカちゃんが着る世界の民族衣装』アップルミンツ著  
＊所在記号 594.3/ﾘｶ 
リカちゃんが着こなす世界の様々な民族衣装が楽しめる一冊。かぎ針編
みで、全作品とも編み図はわかりやすい全図解で展開されています。馴
染みのある衣装から、ペルーのカラフルなコーディネート、メキシコの
民踊衣装まで数多くご紹介されています。 
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161/ｲｼ 宗教を「信じる」とはどういうことか 石川明人  筑摩書房 

162/ｲﾗ イラストでサクッと理解流れが見えてくる宗教史図鑑 中村圭志  ナツメ社 

201.2/ｵﾀ 歴史学のトリセツ:歴史の見方が変わるとき 小田中直樹  筑摩書房 

  イラストでサクッと理解流れが見えてくる世界史図鑑 かみゆ歴史編集部  ナツメ社 

210.1/ｲｼ/25 マンガ日本の歴史 25:大日本帝国の成立 石ノ森章太郎  中央公論新社 

210.1/ｲｼ/26 マンガ日本の歴史 26:大正デモクラシーと政党政治の没落 石ノ森章太郎  中央公論新社 

210.1/ｲｼ/27 マンガ日本の歴史 27:太平洋戦争から高度成長時代まで 石ノ森章太郎  中央公論新社 

210.1/ｶﾐ イラストでサクッと理解流れが見えてくる日本史図鑑 かみゆ歴史編集部  ナツメ社 

210.36/ﾁｽ 地図でスッと頭に入る平安時代 繁田信一  昭文社 

210.4/ﾁｽ 地図でスッと頭に入る鎌倉・室町時代 山田邦明  昭文社 

210.47/ﾁｽ 地図でスッと頭に入る戦国時代 小和田哲男  昭文社 

210.58/ﾁｽ 地図でスッと頭に入る幕末・維新 木村幸比古  昭文社 

210.6/ﾁｽ 地図でスッと頭に入る昭和と近現代史 後藤寿一  昭文社 

213.61/ｽｶ 図解でスッと頭に入る江戸時代 大石学  昭文社 

289.1/ﾅｶ 中村哲物語:大地をうるおし平和につくした医師 松島恵利子  汐文社 

290/ｳﾉ SDGsは地理で学べ 宇野仙  筑摩書房 

302.22/ﾁﾕ 中国がわかる 

 

毎日新聞出版 

302/ｱｻ/2024 朝日キーワード 2024 朝日新聞出版 朝日新聞出版 

304/ﾊﾗ/1,2 ホモ・デウス 上・下:テクノロジーとサピエンスの未来 ユヴァル・ノア・ハラリ  河出書房新社 

316.8/ﾄﾒ/1 止めたい!人種差別:アジア人差別が起こした銃撃事件ほか 川島正樹  汐文社 

316.8/ﾄﾒ/2 止めたい!人種差別:「黒人の命も大切だ」ブラック・ライブズ・マター運動 川島正樹  汐文社 

316.8/ﾄﾒ/3 止めたい!人種差別:「ガイジン」って呼ばないで!ほか 梁英聖  汐文社 

319/ｳﾄ 日本とウクライナ:二国間関係 120年の歩み ヴィオレッタ・ウドヴィク  インターブックス 

320.4/ｿｴ ライフステージと法 副田隆重  有斐閣 

320/ｺﾊ オタク六法 小林航太  KADOKAWA 

326.34/ｵﾓ 面白いほどよくわかる!犯罪心理学 内山絢子 西東社 

331/ﾔﾏ 大都市はどうやってできるのか 山本和博  筑摩書房 

334.4/ｹﾜ 厨房で見る夢:在日ネパール人コックと家族の悲哀と希望 ビゼイ・ゲワリ 上智大学出版 

334.41/ｽｽ アンダーコロナの移民たち:日本社会の脆弱性があらわれた場所 鈴木江理子  明石書店 

336/ｺﾝ 完全無欠の問題解決:不確実性を乗り越える 7ステップアプローチ チャールズ・コン  ダイヤモンド社 

336/ﾋﾄ ひと目でわかるマネジメントのしくみとはたらき図鑑 創元社 

350.9/ｽﾐ 〈国別比較〉危機・格差・多様性の世界地図:データが語る改善への道しるべ ダン・スミス  柊風舎 

350.9/ﾄﾘ 絵で見る統計:世界の国ぐに ミレイア・トリウス あすなろ書房 

361.4/ﾜﾀ みんなに好かれなくていい 和田秀樹  小学館 

361.45/ｻﾄ 非言語表現の威力:パフォーマンス学実践講義 佐藤綾子  講談社 

361.45/ｻﾄ 自分をどう表現するか:パフォーマンス学入門 佐藤綾子  講談社 

366.29/ｺｼ 外国語をつかって働きたい! 小島さなえ  左右社 

366.29/ﾁﾕ 中高生のスポーツハローワーク:スポーツを仕事にしたい君へ 学研プラス 

367.6/ｼｼ 家族に「イヤなこと」をされているあなたにお願い 獅城けい  高文研 

367.9/ｴﾝ わたしの心と体を守る本:マンガでわかる!性と体の大切なこと 遠見才希子  KADOKAWA 

367.9/ｷﾝ となりの LGBT:初心者向け Q&A 金城克哉 玄武書房 
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367.9/ﾆｼ 10代の妊娠:友だちもネットも教えてくれない性と妊娠のリアル にじいろ  合同出版 

368.3/ｵｵ 「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由:あなたのいばし

ょは、必ずあるから 

大空幸星  河出書房新社 

369.43/ﾀﾅ 児童養護施設という私のおうち:知ることからはじめる子どものためのフェア

スタート 

田中れいか  旬報社 

369/ｼﾌ ヤングケアラーってなんだろう 澁谷智子  筑摩書房 

370/ﾋﾛ 学校はなぜ退屈でなぜ大切なのか 広田照幸  筑摩書房 

375.1/ﾔﾏ 教師のための説明実践の心理学 山本博樹 ナカニシヤ出版 

375.2/ｺﾝ こんなに厳しい!世界の校則 二宮皓  メディアファクトリー 

378.8/ｺﾓ 学習障害のある子どもが第 2言語を学ぶとき ジュディット・コーモス  明石書店 

383.1/ｱｸ ストリートファッション 1980-2020:定点観測 40年の記録 ACROSS編集室 パルコ 

383.8/ﾌｼ 縁食論:孤食と共食のあいだ 藤原辰史  ミシマ社 

385.9/ﾃｲ ディズニープリンセス幸せをつかむマナー 諏内えみ  KADOKAWA 

402/ｶｷ 身の回りにあるノーベル賞がよくわかる本:しろねこと学ぶ生理学・医学賞、

物理学賞、化学賞 

かきもち  翔泳社 

450/ﾀｼ 46億年の地球史 田近英一  三笠書房 

450/ﾁｷ 地球大図鑑 倉本圭 ニュートンプレス 

450/ﾌﾝ 文系のためのめっちゃやさしい地球 46億年:理科が苦手な人でも、どんどん

楽しく読める! 

田近英一 ニュートンプレス 

450/ﾏﾅ 学びなおし中学・高校の地学:中学から高校までの地学が,楽しみながらよく

わかる 

ニュートンプレス 

451.85/ﾀﾝ 気候文明史:世界を変えた 8万年の攻防 田家康  日本経済新聞出版社 

451.85/ﾁｷ 地球温暖化の教科書:われわれが直面する自然災害を一挙に解説 ニュートンプレス 

456/ｷﾖ 地球全史スーパー年表 清川昌一  岩波書店 

457.8/ｻﾗ 絵でわかるカンブリア爆発 更科功  講談社 

457/ｾｲ 生物の進化大図鑑 マイケル・J・ベントン 河出書房新社 

467.25/ﾐﾔ トコトンやさしいゲノム編集の本 宮岡佑一郎  日刊工業新聞社 

467.3/ﾐｽ マンガでわかるゲノム医学:ゲノムって何?を知って健康と医療に役立てる! 水島-菅野純子  羊土社 

469.43/ﾋｼ ビジュアル顔の大研究 原島博 丸善出版 

471.1/ｿﾉ 植物の形には意味がある 園池公毅 KADOKAWA 

480.75/ﾓﾘ 犬が殺される:動物実験の闇を探る 森映子  同時代社 

481.37/ﾆｲ 嗅覚はどう進化してきたか:生き物たちの匂い世界 新村芳人  岩波書店 

490.15/ｱﾝ 見捨てられる〈いのち〉を考える:京都 ALS嘱託殺人と人工呼吸器トリアージ

から 

安藤泰至  晶文社 

490.15/ｸﾛ 生命倫理の教科書:何が問題なのか 黒崎剛  ミネルヴァ書房 

490.15/ﾐﾂ 安楽死のできる国 三井美奈  新潮社 

491.37/ﾋﾄ ひと目でわかる脳のしくみとはたらき図鑑 

 

創元社 

491.37/ﾎﾘ 眠りと夢のメカニズム:なぜ夢を見るのか?睡眠中に脳が育つのか? 堀忠雄  ソフトバンククリエイティブ 

491.37/ﾓｳ 「気の持ちよう」の脳科学 毛内拡  筑摩書房 

493.76/ｲﾜ 発達障害という才能 岩波明  SBクリエイティブ 

495.48/ｲｼ ゲノムの子:世界と日本の生殖最前線 石原理  集英社 
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498.14/ﾀｶ ほんとうの医療現場の話をしよう:医学部を目指す君たちへ 高須賀とき  晶文社 

498.3/ｼﾔ 図解でわかる 14歳からのストレスと心のケア 社会応援ネットワーク  太田出版 

548.3/ﾐﾗ 未来につながる!ロボットの技術:歴史からしくみ、人工知能との関係までよ

くわかる 

日本ロボット学会  誠文堂新光社 

589.2/ｱｻ もっと知りたいシャネルと 20世紀モード 朝倉三枝  東京美術 

589.21/ﾌﾗ ウィメンズウェア 100年史 キャリー・ブラックマン  トゥーヴァージンズ 

589.21/ﾌﾗ メンズウェア 100年史 キャリー・ブラックマン  トゥーヴァージンズ 

594.3/ﾘｶ リカちゃんが着る世界の民族衣装:かわいいかぎ針編み アップルミンツ 

594.9/ﾅｶ 100ネエサンスタイルブック:おしゃれに着せ替えて遊ぶ布ぬりえ 中島一恵  グラフィック社 

596.4/ｱﾐ ハロウィーンの料理帳:魔女と吸血鬼のちょっと不気味な 30のレシピ ヴァンサン・アミエル  原書房 

596/ﾁｷ 地球のかじり方世界のレシピ BOOK:62の国と地域の名物料理 89品を再現!食

の歴史・文化・習慣を学べる雑学コラム付き 

佐藤わか子 学研プラス 

611.3/ﾐﾗ 未来の食べもの大研究:「食」の歴史とこれからをさぐろう 石川伸一 PHP研究所 

687.3/ｻﾉ 知られざる空港のプロフェッショナル:グランドスタッフの舞台裏 佐野倫子  交通新聞社 

707/ｻﾄ 海外にとびだそう英語でアート！:アートに関わる人におくる実践的英語読本 佐藤実 マール社 

723/ﾐﾔ メンタルに効く西洋美術:逆境にもくじけないアーティストたち 宮本由紀  マール社 

726.1/ｵﾁ コミックマーケットへようこそ:準備するから準備会 おーちようこ  星海社 

761.12/ｵｶ 音律と音階の科学:ドレミ…はどのように生まれたか 小方厚  講談社 

761.12/ﾊｳ 音楽と人のサイエンス:音が心を動かす理由 デール・パーヴス  ニュートンプレス 

761.8/ﾃﾕ 作曲の科学:美しい音楽を生み出す「理論」と「法則」 フランソワ・デュボワ  講談社 

762.3/ﾅｶ クラシック音楽の歴史 中川右介 KADOKAWA 

763.55/ｾ 初心者レッスン女の子のためのアコースティックギター入門 瀬川千鶴 ドリーム・ミュージック・フ

ァクトリー 

780/ｽﾀ 女性・スポーツ大事典 エレン・J・スタウロ

ウスキー 

西村書店東京出版編集部 

801.03/ﾀﾅ 社会言語学への招待:社会・文化・コミュニケーション 田中春美  ミネルヴァ書房 

809.6/ﾁﾖ 13歳からのファシリテーション:クラスで、学校で、社会で役立つコミュニケ

ーション力が身につく本 

ちょんせいこ  メイツユニバーサルコ

ンテンツ 

813.5/ﾋﾝ 品格語辞典 関根健一  大修館書店 

816.5/ｵｵ 短期完成受かる 11メソッド小論文の書き方:人文・教育・社会科学編 大田裕二  旺文社 

910.23/ﾐﾔ 〈萌えすぎて〉絶対忘れない!妄想古文 三宅香帆  河出書房新社 

913.34/ｳﾂ/1 うつほ物語 1 室城秀之 KADOKAWA 

F/ｴﾄ 魔術師 江戸川 乱歩 KADOKAWA 

F/ｵｸ 黒死館殺人事件・完全犯罪 小栗虫太郎 KADOKAWA 

F/ｼﾝ 小説言の葉の庭 新海誠 KADOKAWA 

F/ﾆｼ/3 屋根裏の美少年 西尾維新  講談社 

F/ﾆｼ/4 押絵と旅する美少年 西尾維新  講談社 

F/ﾆｼ/5 パノラマ島美談 西尾維新  講談社 

F/ﾐﾅ カケラ 湊かなえ  集英社 

913.68/ｷｼ 岸辺露伴は倒れない 荒木飛呂彦 集英社 

 


