
平成２６年1月７日

立花中学校

図書室

あけましておめでとうございます。
今年もたくさん図書室を
利用してください

うぉんてっど！
このお休みの間に図書室の本の状況を調べました。その結果いくつかの不明

本が見つかりました。要は貸出手続きがされないままの貸し出された本です。

その原因は２つ考えれます。

①図書委員が貸出のときコンピュータ画面で「貸出完了」を確認していなかった

②すぐ返すつもりで手続きをせずにもちだしたもののそのまま忘れている

①の場合は数日のうちに戻ってきますが、②は本人が（借りたのも）忘れて

いると、まず出てきません。そこでお願いします。

全員参加のわくわく児童劇シナリオ ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ＦＩＬＭ Ｚ

子どもといっしょにつくる和のおかず ヘタリア ３

ヴェノマニア公の狂気 徳川十五代

体脂肪計タニタの社員食堂 土と岩石

小林カツ代のたのしいお弁当 ランナー

キッチンの大誤解 鈍感力

絵解き江戸しぐさ リリース

裏ワザＣｏｏｋｉｎｇカンタンレシピブック ４ 日本文学全集 ３８ 太宰治

裏ワザＣｏｏｋｉｎｇカンタンレシピブックＧＯＬＤ！！ 科学者の目

マネジメント基本と原則エッセンシャル版 日本の名随筆 ８ 「死」

高校入試作文・小論文の書き方 日本の名随筆 １５ 「旅」

たのしい切り紙 日本の名随筆 ４３ 「雨」

モンスターハンター英雄の条件 ゆめつげ

１３歳からの英語ノート 赤い指

銀魂 帰ってきた３年Ｚ組銀八先生フェニックス ファンキーモンキーティーチャーズ

▲を見て「あっ」と思ったらちょっと探してみてください。で、もしも

見つかったら図書室前の返却ボックスに入れておいてください。



１１，１２月の新刊
１１，１２月は新しい本が次々入ってきたのですが、貸し出し準備が追いつ

かずいくつかが閲覧のみなっていました。また、新刊紹介もできなかったの

で今回は一挙紹介です！

奪い合い必至の人気本 （希望者が多いので読み終わったら即返却を！）

モンスターハンター暁の誓い ２、３ 語シリーズ 暦物語 ／ 終物語 上 ／ 佰物語

銀魂帰ってきた３年Ｚ組銀八先生フォーエバー ログ・ホライズン ６

黒子のバスケ－Ｒｅｐｌａｃｅ ４ 吹奏楽部あるある ２

ソードアート・オンラインプログレッシブ ２ 銀の匙（Ｓｉｌｖｅｒ Ｓｐｏｏｎ） ９

根強い支持のある本（ほぼラノベ＆ボカロ系です）

ノーブルチルドレンの愛情 からくさ図書館来客簿

妖怪アパートの幽雅な日常 ９ ささみさん＠がんばらない １１

ドラゴンクライシス！ ドイツ恋占い騒動 ドラゴンクライシス！ ローズの覚醒

ドラゴンクライシス！ 新学期は大騒ぎ!! Ｋ ＳＩＤＥ：ＢＬＡＣＫ＆ＷＨＩＴＥ

あやかし緋扇 放課後の隠れ鬼 春日坂高校漫画研究部 第１号

モナミは世界を終わらせる？ モナミは宇宙を終わらせる？We are not alone!

少年名探偵虹北恭助の冒険フランス陽炎村事件 悪ノ大罪悪食娘コンチータ

小説千本桜 ２ イカサマライフゲイム リンちゃんなう！ＳＳｓ

二次元ドリームフィーバー 六兆年と一夜物語 ファントムのキス

スキキライ こちら、幸福安心委員会です。女王様と永遠に幸せな死刑囚

。

ＲＰＧのサブキャラや舞台、アイテムを理解するための本

図解 魔導書 図解 悪魔学 図解 吸血鬼 図解 西洋占星術

図解 巫女 図解 陰陽師 図解 日本の装束 図解 日本神話

図解 北欧神話 魔女・魔法使い生態図鑑

題名だけ見ると「怪しげ」ですがちゃんと「民俗学」に分類されます。

怖い本はありませんか？、という声にお応えして▼

黒い本 赤い本 白い本 緑の本 黄色い本 青い本 
金の本 銀の本 怖い本 （紫が抜けました。今月末に入る予定です）

緑川聖司さんのシリーズ本です。小学生向きですが昨年のビブリオバトル阪神大会で尼北の

生徒が「これいいです！」と猛プッシュしていました。



お仕事関係の本を、ちょっと切り口を変えて…

交通警察最前線!! われら消防レスキュー隊 最新版 走る動物病院

雑貨屋をつくりたい人の本 カフェをつくりたい人の本 萌える！「建築基準法」

「われら消防～」には少しですが尼崎の隊も載っています「～を作りたい人の本」は将来

お店を持ちたいなぁ～と考えている人の参考にならばいいな、と思います。

それに関連して乗り物や技術関係の本です

建築のすべてがわかる本 橋の構造と建設がわかる本

建設機械のすべて Ｔｈｅ大型特殊車輌 ｢新旧」鉄道車両大研究

自動車のすべてがわかる本 自動車のメカニズム 消防車のヒミツ８０

船のすべてがわかる本 船のメカニズム 飛行機のメカニズム

新幹線のすべてがわかる本 電車の運転としくみがわかる本 電車のメカニズム

太陽電池のすべてがわかる本 電気のすべてがわかる本 通信のすべてがわかる本

「～のすべてがわかる本」は初級、「～のメカニズム」は中級です。（と勝手に分類しました）

ホビー（趣味）の本です。

プロの技全公開！まんが家入門 めざせパティシエ！スイーツ作り入門

ゼロからのつり入門 茶道百科ハンドブック 自転車はここを走る！

今日からはじめる ジオラマ趣味 今日からはじめる プラモ工作 自動車編 改訂新版

これからは仕事も遊びもできる人が重要です

友達の掃除をまつ間て読める本（もちろん朝読でもご利用を！）

５分で読める！ひと駅ストーリー

乗車編 ／ 降車編 ／ 夏の記憶 東口編 ・ 西口編 ／ 冬の記憶 東口編 ・ 西口編

一編が１０～１５ページと短く、執筆者も２０名以上で多彩で、内容も「？」というのも正直

あります。なので目次（簡単な内容が書いてある）をみて選んで読んでください。

日々の暮らしを豊かにしましょう！

覚えておきたい！暮らしの基本１００ 覚えておきたい！家事の基本大百科

１３歳からの家事のきほん４６ さんまをキレイに食べられますか？

しばわんこの和のこころ ②四季の悦び ③日々の愉しみ

世界のエリートが学んできた「自分で考える力」の授業

知らないと恥ずかしい！おとなの常識力テスト１４００

１日でできる！声を変えれば、うまく話せる!

ラッピングのきほん事典 ストールの巻き方 部屋が見違えるコーディネートの基本

生活百科的な…？本をそろえました。上の４つは掃除、料理、裁縫など毎日の生活の

知恵が詰まっています。しばわんこ…は初めの１冊がありましたので続巻２冊を入れ

ました。日本の伝統的な生活様式や風習が判ります。残りはちょっと対象年齢が上で

すが、これから身につけておくとよいモノの見本として見てください。



文芸書も少しですが入ってます
ふるさと銀河線 ／ 最後の一日 ／ 最後の一日－７月２２日 ／ 最後の一日－３月２３日

この４作品は短編集ですが「生き方の選択」や「その時に人はどんな決断をするか」が

描かれていて結構考えさせられる内容です。道徳で使いたい作品のいくつかありました

妻と飛んだ特攻兵 ／ 終わらざる夏 上,中,下

昭和２０年８月１６日以降、北の地で続いた戦闘のお話。オキナワ、原爆も忘れてはいけ

ませんが、それ以外の出来事が見過ごされてきたのでは、と思います。

きりこについて ／ きいろいゾウ ／ 樹上のゆりかご ／ 炎上する君 ／ 漁港の肉子ちゃん

最近本屋さんでよくみかける西加奈子さんの作品です。リクエスト本ですがちょっと

中学生には難しいかもしれません。自称読書家のヒト、挑戦してみてください。

いとみち ／ シンデレラ・ティース ／ お任せ！数学屋さん ／ かもめ達のホテル ／

クリスマス物語集 ／ 鹿乃江さんの左手 ／ ご当地あるあるワイドＳＨＯＷ / 見とこ行とトコトコ関西

図書室（先生やボランティアさん）のオススメ本ということで…

授業で習ったコトをさらに詳しく、別の視点から学ぶために

【音楽】 ＣＤで聴く一冊でわかる 楽典 ／ クラシックソムリエ検定公式問題集

【技術・家庭】 からだによく効く旬の食材魚の本 ／ 木工手道具入門 カラー新版 スパイス＆ハ

ーブの便利帳

【社会】 その時歴史が動いた経済立国編 ／ 忠臣蔵編 ／ 陽だまりの樹 １～８ ／ ヘタリア ４～６

写真で見る日本陸軍兵営の生活 ／ 江戸絵画を知りたい。 保存版

【国語】 まんがで学ぶ故事成語 ／ 中国的名言を４コマ漫画にしてみた ／ マンガ書の歴史 殷～唐

日本人の知らない日本語４ 海外編

【総合】 挨拶絵本 ／ 質問絵本 ／ 買物絵本 ／ 歌舞伎を楽しむ本 ／ 能・狂言を楽しむ本

義務教育の国語 ／ 算数 ／ 社会 ／ 理科

これからも本を増やしていきますのでまたリクエストをしてください。その

際、理由に「面白そうだから」とか「読みたいから」だと、一応内容のチェ

ックをしないといけないので発注までに時間がかかります。ですから「～と

いう評判だから」と書いてくれると決定が早いです。

あてんしょん！

今借りてもらっている本の返却日は１月８日です。蔵書点検の結果と

合わせるためにも期日までに返却をお願いします。開館時間外でも返却

ボックスにいれてもらえばＯＫです。


