
10月の新着図書案内 

  

NDC タイトル 著者名 

914 とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下奈都∥著 

913.6 小説・夏目友人帳 1～３ 村井さだゆき∥小説 

913.6 僕が僕をやめる日  松村涼哉∥〔著〕 

913.6 時をかける少女 新装版  筒井康隆∥〔著〕 

913.6 武士とジェントルマン 榎田ユウリ∥著 

913.68 科学探偵ＶＳ．4.5 佐東みどり∥ほか作 

933.78 短編画廊 絵から生まれた１７の物語 ローレンス・ブロック∥編 

…〇〇の秋を探すにふさわしいラインナップの本たちが、250 冊入荷しました。

ここで紹介できるのは、ほんの 1 部です。図書室に入ってすぐのカウンター沿い

の棚で展示していますので、この機会にぜひ本を手に取ってみてください。 

 社会に関する本 

NDC タイトル 著者名 

281.04 図解日本史人物通説のウソ 最新研究でここまでわかった 日本史の謎検証委員会∥編 

210.04 日本史の有名人たち「その後」どうなった？  山本博文∥監修 

210.1 再現イラストでよみがえる日本史の現場 だからわかるシリーズ 朝日新聞出版∥編 

345.2 世界を変えた「ヤバい税金」 イースト新書 大村大次郎∥〔著〕 

281.04 すごいヤバい戦国武将図鑑 小和田泰経∥監修，蟹めんま∥

絵 
 

学研まんがＮＥＷ世界の歴史 １４巻セット 近藤二郎∥ほか監修 
 

学研まんがＮＥＷ日本の歴史 １４巻セット 大石学∥監修 
 

知ってる？偉人たちのこんな名言 戦国武将編 ３巻セット 河合敦∥著 

290 ＤＯＯＲ ２０８の国と地域がわかる国際理解地図 ５巻セット 

 

 

 理科に関する本 

NDC タイトル 著者名 

609 メートルくんとキログラムくんと単位の仲間たち 新装版 うえたに夫婦∥著 

489.97 人生で大事なことはみんなゴリラから教わった 山極寿一∥著 

445.3 火星は… スザンヌ・スレード∥文 

440 世界で一番美しい深宇宙図鑑 太陽系から宇宙の果てまで ホヴァート・スヒリング∥著 

446 月と星座大事典 縣秀彦∥監修 

451.75 虹の図鑑 しくみ、種類、観察方法 武田康男∥文・写真 

440 ネコだらけのＯｈ！宇宙 イジー・ハウエル∥著 

440.38 ビジュアル宇宙探検図鑑 美しい宇宙の謎にせまる 山岡均∥日本語版監修 

 

理科好きが講じて会社設立、理科の基礎知

識をわかりやすく伝える本の出版まで！！

うえたに夫婦の理科の本に注目☆ 

 小説 読み物     →→→ 

 

 雑学 頭の体操 見て楽しめる本 

NDC タイトル 著者名 

933 ジョン・クラッセンのぼうしシリーズ絵本 ３巻セット ジョン・クラッセン∥作 

387.9 信じてみたい幸せを招く世界のしるし 米澤敬∥著，出口春菜∥画 

804 翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース∥

著 

331 世界でいちばん素敵なＳＤＧｓの教室 小林亮∥監修 

164.31 世界でいちばん素敵なギリシア神話の教室 蔵持不三也∥監修 

810.4 世界でいちばん素敵な大和言葉の教室 吉田裕子∥監修 

521.823 世界でいちばん素敵なお城の教室 加藤理文∥監修 

148.14 よくわかる手相 見方と運勢 最新版 仙乙恵美花∥監修 

148.9 相性を知る本 橙花の数秘占い 橙花∥著 

798 東大ナゾトレ 東京大学謎解き制作集団ＡｎｏｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎか

らの挑戦状 第 6巻～10巻 

東京大学謎解き制作集団Ａｎｏ

ｔｈｅｒＶｉｓｉｏｎ∥著 

798 ポール・スローンのウミガメのスープ 1～４ ポール・スローン∥著 

480 べんりなしっぽ！ふしぎなしっぽ！  いきもの写真

館 

小宮輝之∥文・写真 

780.19 スポ飯 世界で戦うアスリートを目ざす子どもたちに 橋本玲子∥著 
 

かんたん！かわいい！材料３つからのスイーツレシ

ピ ５巻セット 

八木佳奈∥著 

 
はじめてのファッション 自分らしくコーディネート！ 

３巻セット 

木本晴美∥監修 

 

水平思考推理ゲームって

知っていますか？ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 体育祭・合唱祭と頑張ってきた三田中のみなさんに、本格的

な秋と冬の始まりが迫ってきています。一生懸命に取り組む 

ことがある時には、少しくらいの無理は気にならなくても、 

ぽかんと時間が空いた時にどっと疲れが押し寄せて来たり 

するものです。  

 みなさんのONOFFスイッチはしっかり働いていますか？ 

ずっと頑張り続ける（ONのまま）のは辛いので、一旦気持ちを

リラックス（OFF）させていきたいですね。図書室は気持ちの

切り替えにも最適な場所だと思います。昼休みでも放課後で

も、一人か気の休まる友達と来室して、ゆっくり本でも眺めて

みましょう。想像しているより、気持ちが切り替えられるかもし

れませんよ☆ 

 図書室Q＆A 

…最近、「図書室に初めてきた！」 

と言う人や、1年以上経ての来室者も 

増えてきて、司書はとてもうれしいの 

ですが、利用ルールを再確認しておき 

たいなと思うことが少しでてきました。 

快適に図書室を活用するためにも、 

利用ルールを確認しておきましょう。 

 

（基本貸出・返却のルール） 

 1週間に 3冊まで貸出を受けられる 

 貸出返却は必ずカウンターで PCを 

通した手続きを行う 

 返却本は返却台にのせる 

 覚えのない督促状を受け取った時は図書室に知らせる 

Q1、図書室で借りた本を 

持ち帰っていいの？ 

A.  もちろん、持って帰って 

大丈夫です。 

…個人貸出の本は、持ち帰って家で

ゆっくり読んでください。本の取り

扱いには注意してください。 

※学級文庫は持ち帰り禁止です。 

Q2、図書室で本を読む以外

のことは出来るの？ 

A. 学習や学校の課題を 

することもできます。 

…道具を使う宿題（絵具・針・筆・は

さみなど）はできませんが、一般

的な学習は可能です。グループ

活動も小声でならできますよ。 

Q3、図書室の利用時間は？放課後もつかえる？ 

A. 開室時間は、通常 10時半から 4時 20分までです。 

放課後ももちろん活用できますよ。 

…昼休みに比べると、静かにゆったりとした時間が流れています。

放課後利用もおすすめです。 

 新着図書貸出はじまります 

※このお便りの裏面に新着図書案内あります。 

 新着図書貸出優先チケット保持者 

→11月４日（金）～ 

 一般貸出→11月 7日（月）昼休み～ 
 

1０月 11日（火）から始まった読書週間イベントで、新着図書優先 

貸出チケットをゲットした人は、11月 4日（金）昼休みに図書室に 

来てください。お好きな新着図書を 1冊優先で貸出を受けつけます。 

 

チケットを持っていない人の新着図書貸出は 7日（月）昼休み～に 

なりますのでご注意ください。 

 

※11月中は新着図書の貸し出しを 1回につき 1冊までとします。 

 読書週間イベントに参加して、読書の秋を楽しもう♪ 

…来室者調査（～10月 28日まで）以外は、11月 18日（金） 

まで楽しむことができます。 

【イベント内容】 

① 100 人目おめでとう☆→昼休み来室者を数え、ちょうど 100 人目に当たっ

た人に、記念栞をプレゼントします。 

…すでに第１回 100人目が出ました！！（２－５白髭花音さんでした。 

おめでとうございます。）次の 100人目に向けたカウントは始まった 

ばかり…。次はあなたかも？！ 

 

② 3年生受験応援企画☆お守り1体プレゼント→図書室で本を 1冊かりたら、

お好きなお守り 1体をプレゼントします。※1人 1回まで 

…卒業するまで 1度も図書室に行かなかった、なんてことがないように、この 

機会にぜひ来室してみてください。 

 

③ スタンプカードにポイントをためて、 

個人バーコード付き貸出カードを 

ゲットしよう 

…貸出、期限内返却、ミッションカード、ポイン 

ト GET3角クジ、早口言葉、ジャンケン… 

でどんどんポイントが貯まります。 

遊びながら、読書も楽しもう！！ 

 

図書室にて随時配布中☆ 

読書が苦手…タブレットやスマホが 

あれば本はなくてもよくない？ 

そう考えるみなさんへ 

強要される読書ほど、つまらなくて苦痛なも

のはないと思います。確かに、便利なツールを

使えば知識だって手に入る世の中ですよね。 

 ただ、文章を読んで内容を理解する、という

力は生涯求められます。読書は、その力を高

めるトレーニングにも最適な方法なので、 

ぜひ、取り組んでみて欲しいのです。 

  

本や図書室が苦手な理由は、人それぞれ…。

読書してみようかな、と言う気持ちが少

しでもうまれたら、図書室に足を運んで

みてください。一緒に本を探すお手伝い

が出来ると思います。 

 

   図書室に来る時間がないけど何か読みた

い！と言う人には、三田中 HP の校長先

生のブログ『三田中つれづれ草』を毎日 

読んでみるのもおすすめです☆ 

    


