
 

★課題研究、小論文対策に！ 

カウンター前にあるブックトラックに新聞

記事の切り抜き資料や各分野のオスス

メ本を用意していますので、活用してく

ださい。 

興味が広がったら、関連分類の書架へも

行ってみよう。 

★展示コーナー、見てね❤ 
入り口には季節もの、仕事小説、新着本、

テーマ展示、今月は「夢を持つ人を応援」、

館内には部活動がテーマのコーナーを作

っています。手に取ってみてね。貸出も

OKです。 

●冊数は無制限  ●期間は一週間 

★借りる方法  

①本と利用者カードをカウンターの当番か司書等へ渡す。 

②係がＰＣで利用者のバーコードと本のバーコードをピッピッ！ 

③返却期限日のスタンプを押してもらって、手続き完了！ 

＊カウンターやとなりの図書準備室に誰もいない時は 

貸出券にクラスと名前とバーコード番号を書いて缶の中へ入れる。 

返却期限日のスタンプも忘れず、押してね！ 

＊もう少し読みたいときは予約がない場合に限り、継続貸出ができる 

よ。本と利用者カードを持ってきて、継続貸出の手続きをしよう。 

★返す方法  

カウンターの人に手渡す or カウンターの返却ＢＯＸへ。 

●返却期限は守ろうね！ 春休み前に借りた本は早く返しましょう 

★★こんな雑誌があります★★ 

・栄養と料理…女子栄養大学出版の雑誌。 

・オレンジページ…料理レシピや暮らしの情報が満載。 

・蛍雪時代…大学や勉強法を紹介。進路・大学受験の応援雑誌 

・ナショナルジオグラフィック…世界中の自然や生物を迫力ある写真で紹介。 

・Number…スポーツ全般を紹介した雑誌。 

・Newton…数学、物理、宇宙、医学などの自然科学系の新情報も満載。 

・Non-no…ファッション誌。 

・MOE…絵本やイラストを楽しめる癒し系の雑誌。 

・日経エンタテイメント…芸能関係の雑誌   

・月刊新聞ダイジェスト…1か月の主要ニュースを集めた雑誌。 

このほか寄贈された雑誌もたくさんあります。 

*雑誌も借りられます。（最新号は一晩、バックナンバーは 1週間） 
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開館時間 ８：３０～１７：３０  

 ★本の数は 

２５４６２冊 

０総記 1272 

１哲学 776 

２歴史 2665 

３社会科学 3592 

４自然科学 2404 

５技術 1092 

６産業 424 

７芸術 2775 

８言語 850 

９文学 9612 

H28年度に ★置いてある新聞★ 

朝日新聞、山陰中央新報、毎日新聞、 

島根日日新聞（毎日と島根日日は一日遅れ） 

 

★読みたい本を Getする方法☆ 
 貸出中 → 予約 → 返却されたら   
ない  → リクエスト → 貸出の準備ができたら 

 

「図書館からのお知らせ」を出しますので、
カウンターで見せて下さい。 
有効期限は７日。お早目に！ 
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図書館は学校生活の応援団！使いたおしてください！ 
１年生のみなさん、入学おめでとう！一週間経ちましたが、学校にも少し慣れましたか？ 

毎日、新しいことがいっぱいで、ワクワクとドキドキの連続でしょう。いい刺激をたくさん受

けて、自分の可能性を広げてください。オリエンテーションはまだですが、今日からでも借り

られますので、管理棟の２階の図書館へ来てみて下さい。２、３年生の皆さんも、自分の目指

すところに向かって毎日の勉強や活動に積極的に取り組んでいるところだと思います。そん

な皆さんを図書館は応援していきます。使いやすくて、役に立つ、そしてホッとできる居心地

のよい図書館でありたいと思っています。いつでも来てくださいね。待ってます。by司書 

 

 

★登校したら「朝の読書」です。 

２年生はすでに始まっていますが、 

3年生もすぐに始まります。読む「本」

を用意してください。（マンガや雑誌

は除く） 

学級文庫も設置しましたので、教室内

で利用してください。 

1年生は時期が未定ですが、朝、登校

したら、席について静かに本の世界を

味わってください。 

 

 図書館からのお知らせ    

 

裏面に新しく入った本の紹介があります。本選びの参考にしてね♡ 



002-ﾇ はじめての研究レポート作成術
沼崎一郎 著 岩波書店 
初めて自分で何かを調べてレポートにま

とめる人のために、図書館とインターネット

を使って入手できる資料を用いた研究レポ

ート作成術を懇切丁寧に解説。研究への取り

組み方から、コピペ不要の文章の組みたて方

の技術まで網羅した一冊。 

 

【情報】007-ﾅ サイバー攻撃  
ネット世界の裏側で起きていること 

中島明日香 著 講談社  

あらゆる機器がネットワークにつながる

ようになった今、誰しもサイバー攻撃と無関

係ではいられない。国際的に活躍する情報セ

キュリティ研究者がその原理から対策まで

を平易に解説。 

 

【情報】070-ﾂ その情報、本当ですか?  
ネット時代のニュースの読み解き方 

塚田祐之 著 岩波書店  
ネットやテレビを通して流れる膨大な量

のニュースや情報…。あふれる情報の中から

誤った情報に惑わされずに「事実」を読み取

るにはどうすればよいのか。報道のあり方や

ネット情報の仕組みを論じ、情報の正しい読

み取り方を伝える。 

 

【郷土】092.9-ﾃﾞ 出雲歴史ワンダーランド 
出川卓, 出川通 著 言視舎  
とことん歩いていろいろ発見しました！

日本最大の神話の里「出雲」を実際に歩き、

神々と神社の世界を再発見。島根県民も知ら

ない秘められた物語を掘り出します。古代だ

けではなく、近代に至る歴史散歩も充実。 

 
【郷土】093.8-ﾏ 斐伊川の漁具・漁法  
松本保則, 松本進 著 ; 稲田信 編 
八日市地域づくりの会  
 

【郷土】096.8-ｾ三江線の過去・現在・未
来 地域の持続可能性とローカル線の役割 
関耕平ほか 著 今井出版 (発売) 
「田植えする人々」の手元が見えて、人間

が人間らしく生きる農村風景を車窓から望

むことができる三江線。…廃線で失うものに

思いをはせて刊行する１冊。 

 

【366職業紹介】 
366-ﾅ-148 グランドスタッフになるには 
京極祥江 著 ぺりかん社 
グランドスタッフは空港で、お客さまのチ

ェックインから飛行機への搭乗、そして到着

して空港を去るまでをサポートする役割を

担う。サービスの最前線に立ち、安全で快適

な飛行機の旅を実現するために活躍してい

る。その現場を見てみよう！ 

 

366-ﾋﾞ クリエイターのハローワーク  
ものづくり業界と職種がわかる本  

ビーコムプラス 著 マール社  

モノをつくって生きていく道はたくさん

ある。どんな仕事があって、どうすればその

職業に就けるのか、６０の職業の７０人のク

リエイターに取材し、生の声を収録。進路を

考えたとき、夢と真剣に向き合ったとき、や

り直したくなったとき、そして他の職業の内

情を知りたくなったとき、本書の中にヒント

がある！ 

 

【震災関係】369-ｼ 試練と希望  
東日本大震災・被災地支援の二〇〇〇日 
シャンティ国際ボランティア会 編  
明石書店  
 

【369社会福祉】 
369-ﾉ 聴導犬のなみだ  

良きパートナーとの感動の物語 
野中圭一郎 著 プレジデント社 
あなたは、捨てられた犬と人との奇跡を信

じますか？耳が聞こえない人のお手伝いを

する聴導犬の想い…この本を読めば「人生っ

ていいな」と幸せな気持ちに。 

 

369-ﾊ 最期も笑顔で 在宅看取りの医
師が伝える幸せな人生のしまい方 
花戸貴司 著 朝日新聞出版 
滋賀県の山間部、東近江市の永源寺地域で

実践されている「地域まるごとケア」が、い

ま注目を集めている。在宅看取り医は日々、

どう接しているのか。医療、介護の専門職、

行政、地域ボランティア含め、その連携と取

り組みを明らかにする。 

 

369-ﾌ 保育園は誰のもの  
子どもの権利から考える  

普光院亜紀 著 岩波書店 
待機児童が問題になって久しい。そもそも

保育園は誰のもの？誰のための「便利」？子

どもにとって最良の保育とは何か。日本が批

准している「子どもの権利条約」に立ち戻り、

原点から問い直す。 

 

【37 教育】 
376-ｲ 大学の学科図鑑  
石渡嶺司 著 SB クリエイティブ  

資格＆検定、学費、進路、就職先。役立つ

データ満載。伝統ある定番の学科から新進気

鋭の学科まで、１５８学科収録。今どきの大

学教育が楽しくわかる！！ 

 

376-ｲ 保育園を呼ぶ声が聞こえる 
猪熊 弘子ほか 著 太田出版 
子どもの視点から保育問題をとらえかえ

し、根本的な処方箋を提案する。当事者だけ

でなく、これから子どもを持ちたい人たちも

知っておくべき保育の前提がここに。 

 

378-ｲ つまり、「合理的配慮」って、こう
いうこと?! 共に学ぶための実践事例集  
インクルーシブ教育データバンク 編 
現代書館  

障害のある子もない子も同じ教室、同じ教

材で学ぶことは不可能ではない。楽しくみん

なが参加できる教科学習、行事、学校生活の

様々な工夫と個の障害に合せた合理的配慮

の実践 28 例が統一フォーマットに整理さ

れ、役に立つ。 

 

378-ﾀ 自分らしさを見つけて育むワーク
ノート 実践発達障害を乗りこえる  
竹内吉和 著 幻冬舎ルネッサンス 
なぜ「できないか」を正しく知ると自然と

「できる」が増えていく。生きにくさを感じ

ている人にも最適な具体的対処法。あなたの

能力が引きだせるチェックリスト付き。 

 

【医学】498-ｲ「国境なき医師団」を見に行く 

いとうせいこう 著 講談社  
生きることは難しい。けれど人間には仲間

がいる。大地震後のハイチで、ギリシャの難

民キャンプで、マニラのスラムで、ウガンダ

の国境地帯で―。日本の小説家がとらえた、

世界の“リアル”と人間の“希望”。 

 

【工学】548-ｴ ロボットが家にやってきた
ら… 人間と AIの未来  
遠藤薫 著 岩波書店  
ふと気がつくと身の回りにはロボットや

ＡＩがあふれ、毎日の生活に欠かせないもの

になっている。ロボットの普及によって私た

ちの生活はどのように変わるのか。ロボット

は人間を幸せにしてくれるのか？これから

の人とロボットの関係を考える。 

 

【製造】588-ﾅ 日本の伝統発酵の科学  
微生物が生み出す「旨さ」の秘密  

中島春紫 著 講談社  

味噌、醤油、納豆、清酒、酢、漬物、鰹節

―。微生物を巧みに使いこなし、豊かな発酵

文化を築いた日本。室町時代にはすでに麹を

造る「種麹屋」が存在し、職人技として発酵

の技術は受け継がれてきた。多様な発酵食品

の歴史をたどりながら、現代科学の視点から

も理にかなった伝統の技を紹介。 

 

新着図書案内 ラベルの番号 書名 著者名 出版社の順 ☆はリクエスト  

 


