
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図書館だより vol.１ 

   

 
１ 今年度も図書館をよろしくお願いします 

 遅くなりましたが図書館だより第１号です。図書部が無くなったり、図書館を担当す

るメンバーが３人中２人も変わったりと、今年度の図書館は新しいこと尽くしです。ど

うぞ今年度もたくさん図書館を利用してくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ １年生の疑問、質問に答えます 

 先月、１年生を対象に図書館オリエンテーションを行いました。その際に実施したア

ンケートで、皆さんが寄せてくれた質問に答えていきます。 

 

Q1 図書館の本をどこに返すか分からない時はどうしたらいいですか？ 

A.カウンターで「返す場所が分からなくなりました」と声をかけてください。適当な場

所に返すことは絶対にしないでください。 

 

Q2 何のジャンルも貸し出しできますか？ 

A.図書館の資料で貸出ができないのは雑誌の最新号、ＤＶＤやビデオ、新聞だけです。

他の資料はマンガや雑誌（最新号以外）も貸出が可能です。 

 

＊2021 年度図書館担当＊ 

図書館担当の先生：山本 彰子先生（家庭科）  

島田 喜文先生（国語科） 

学校図書館司書： 香山 友里 

司書教諭：    吹擧 美香先生 

※今年度から図書館を担当する分掌は“教育推進部”になりました。部長は

嶋﨑俊樹先生（工業科）です。 

2021年５月田辺高校図書館発行 

（作成：司書 香山） 

 

Q３ マンガなどどんな作品がありますか？ 

A.図書館にどんな本があるかは、以下３つの方法で調べることができます。 

・蔵書検索用コンピュータで検索する。   

・図書館担当の教員や司書に訊く。 

・カーリルの蔵書検索を利用する。   

（※所蔵状況の確認のみ可。貸出状況については図書館で尋ねてください。また、校内では学

校のルールを守ってスマホを利用してください。） 

 

Q４ 固まったジャンルの本を読んでしまうのですが、どうしたらいいですか？ 

A.友達や先生など身近な人に“オススメの本”を聞いてみるのはどうですか？それから、今

は YouTube や TikTok などからも、たくさん本の情報を得ることができますよ。 

 

Q５ 本を読んでいると、分からない漢字がでてきます。どうしたらいいですか？ 

A.国語科の島田先生に聞いてみました。「一番いいのは、漢和辞典を引いてみることだと思い

ます。また、家などパソコンが使える時は手書き入力で調べたり、スマホの手書きアプリで調

べたりするのもオススメです。」 

 

３ 本で自己紹介 

 今年度田辺高校に来られた先生に、オススメの本を紹介して頂きました。どちらも図書館

に所蔵しているので、興味のある人は探してみてください。 

 

◆数学科・八山健太郎先生より 

「愛するということ」／エーリッヒ・フロム著（請求記号：940 フ） 

 皆さんは「愛」についてどんなイメージを持っているでしょうか？この本を読んだとき、私

は少し自分を俯瞰
ふ か ん

できたように感じ、自分や周りの人のことがより好きになれました。 

 皆さんもこれからの高校生活や人生の中で、いろんな経験、発見を重ねて自分の良さを知

り、自分のことを好きになってもらえたら嬉しいなと思います。これからもよろしくお願い

します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆理科・小関宗平先生より 

「しくじり動物大集合」／新宅広二著（請求記号：480 シ） 

 理科の中でも「生物」という科目が大好きです。地上には、 

様々な進化を経た多くの生物が存在します。なかには、「これ本当？」、「なん

でそうなった？」と少し笑える行動をする生き物がいます。そんなしくじり動

物たちを紹介している本ですので、是非読んでみてください。これからよろし

くお願いします。 

 

４ 新着図書案内 

 図書館に新しく入った本、これから入る本の一部を紹介します。紹介した本

は図書館の「新しく入った本」コーナーに置いています。 

なお、ライトノベルとマンガは、今年度は図書委員会でどれを買うかを検討

します。新しく入ったら図書館だよりなどでお知らせする予定です。 

るるぶ ONE PIECE 

旅行ガイドブック「るるぶ」シリーズに、マンガ・ONE 

PIECEの世界を紹介した１冊が仲間入り！アラバスタ、

空島など８カ所が、「ここがモデルになったのでは？」と

るるぶ編集部が推測する実在の場所ととも取り上げら

れています。なかなか遠出ができない今、本の力で旅行

気分を味わってみませんか？ 

不思議なお菓子レシピサイエン

ススイーツ／太田さちか著 

宝石みたいな輝きを放つ砂糖菓

子の琥珀
こ は く

糖
と う

、室温では溶けないア

イスキャンディー、インスタ映えしそ

うな二層のドリンクなどなど。科学

の力を利用した、不思議なスイー

ツの作り方を教えます。 

ガチガチの世界をゆるめる／澤田智洋著 

澤田さんは“イモムシラグビー”や“100cm 走”をはじめと

する、“ゆるスポーツ”の生みの親。彼は、息子が視覚と知

的能力に障害を持って生まれたことをキッカケに、「この

世界全体をもっとゆるめること」に関心を持ち始めまし

た。スポーツ、仕事など色々な分野をゆるめてきた実践

と、意義を紹介する。 

・イラストで覚える 

ｈｉｍｅ式たのしい韓

国語単語帳／hime 著 

・ｈｉｍｅ式イラスト

＆書いて覚える韓国語

文法ドリル／hime 著 

クセのあるイラストと語

呂合わせで、楽しく韓国

語が学べます。 

 たった４０分で誰でも必ず小説が

書ける超ショートショート講座 

／田丸雅智著 

著者はショートショート（きわめて短

い小説のこと。星新一さんが有名）を

得意とする現役の小説家。全国各地

で行っている小説の書き方講座を紙

上に再現します。 

すごい！品質検査／うえたに夫婦著 

鉛筆やお金、飲料品などはどのような

品質検査を受けて私たちの手元に届

くのか？普段なかなか見ることができ

ない工場の裏側をレポートする。 

なぜ僕らは働くのか／池上彰監修 

働く理由、“好きなこと”と仕事との関

係、未来の労働など、多様な切り口か

ら、「働く」を考える１冊。 

 

勉強する気はなぜ起こらな

いのか／外山美樹著 

やる気の出し方や、やる気の

維持の仕方、上手な目標設

定方法などを、心理学の視

点から教えます。 

鳥類学者だからって、鳥が

好きだと思うなよ。 

／川上和人著 

無人島で虫の大群に襲われ

たり、家に引きこもって某お

菓子のキャラクター“キョロち

ゃん”が何の鳥かを真剣に考

えたり･･･。鳥類学者の刺激

的で笑いに満ちた日常を、

ユーモアを交えすぎた口調

で語る科学エッセイ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより vol.２ 

   

 

2021年 7月田辺高校図書館発行 

（作成：司書 香山） 

３ 図書委員会選書班の活動報告 

 ６月 28 日に図書委員会の選書班で会議を開き、購入するマンガ＆ライトノベルを決定し

ました。今回は司書が事前にピックアップした「貸出の多いマンガ＆ライトノベル」の中か

ら、どの続巻を買うかを選びました。結果は以下の通りです。 

 

・五等分の花嫁 14 巻／春場ねぎ著 

・ワールドトリガー 21～23 巻／葦原大介著 

・Re:ゼロから始める異世界生活 24～27 巻／長月達平著 

・SPY×FAMILY ２～７巻／遠藤達哉著 

・ハイキュー！！ 41～45 巻／古舘春一著 

・ブラック・クローバー 21～29 巻／田畠裕基著 

＊現在、本屋さんに注文しているところです。貸出の準備が整い次第、「新しく入った本」に

配架しますので、気になる人はこまめにチェックしに来てください。 

 

４ 新着図書案内 

 図書館に新しく入った本、これから入る本の一部を紹介します。紹介した本は図書館の「新

しく入った本」コーナーに置いています。 

 

Q1 田辺高校図書館の好きなところは？ 

・小説やマンガの種類が多くあるところ（三宅くん） 

・マンガ、小説共に種類が豊富なところ（吉田くん） 

 

Q2 田辺高校図書館にある本で、１冊オススメするとしたら？ 

・ひぐらしのなく頃に／竜騎士 07著（三宅くん） 

・ハクメイとミコチ／樫木祐人著（吉田くん） 

 

Q３ 委員長、副委員長としての抱負など 

・図書館を昼や放課後にゆっくり過ごせる場所にしていきたいです。（三宅くん） 

・副委員長として委員長の助けになれるように頑張ります。（吉田くん） 

進路関係の図書がたくさん入りました 

・大学の学科図鑑 改訂版／石渡嶺司著 

・将来が見えてくる！日本の給料＆職業図鑑Ｓｐｅｃｉａｌ 

／給料ＢＡＮＫほか著 

この２冊は RPG風のイラストを添えて、大学の学科や世の

中の様々な仕事を紹介している本です。「なぜこの職業や学

科が、こんなイラストに！？」とツッコミどころ満載。 

・会社で働く／松井大助著 

・教育業界で働く／三井綾子著 

・小学校教諭になるには／森川輝紀ほか編著 

・自衛官になるには／岡田真理著 

・ＡＩエンジニアになるには／丸山恵著 

 

１ 夏休み特別貸出 

 以下の日程、内容で夏休み特別貸出を行います。なお夏休み中の開館日、開館時間に

ついては後ほど連絡します。 

実施期間：７月 12 日（月）～７月 30 日（金） 

貸出冊数：無制限 

最終返却日：８月 27 日（金） 

 

 

２ 今年度図書委員長、副図書委員長に聞いてみた 

 今年度は３年６組三宅大志くんが委員長を、２年５組吉田郁也くんが副委員長を務め

ます。挨拶に代えて、２人に図書館からの質問に答えてもらいました。 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
桜のような僕の恋人／宇山佳佑著 

カメラマンを目指す晴人は、ひょんなことか

ら美容師の美咲と知り合い、恋に落ちた。

恋人として幸せな毎日を送る２人だった

が、美咲は人の何十倍もの早さで年老い

る難病を発症してしまう。TikTok で大きな

話題を呼んだ恋愛小説。 

わたしの幸せな結婚／顎木あくみ著 

美
み

世
よ

は実母亡き後、継母と義母妹に虐め

られる日々を送っていた。そうして成長

した彼女は、“冷酷無慈悲”と評される

久堂家の当主に嫁ぐことになるのだ

が･･･。和風シンデレラストーリー。 

マンガでわかる！今日からドヤれ

る科学リテラシー講座／くられ著 

「ワクチンって本当に効果がある

の？」、「一番潤う化粧水って？」

などなど。巷の噂から疑似科学ま

で、科学のあれこれをマンガとＬ

ＩＮＥ風の短文で解説する。 

繊細すぎてしんどいあなたへ 

ＨＳＰ相談室／串崎真志著 

あなたの“繊細さ”を“短所”

から“長所”へ。ＨＳＰを６つ

のパターンに分けて、それぞれ

の“繊細さ”との向き合い方を

心理学者がアドバイスします。 

 

＊読書感想文全国コンクール

課題図書 

・水を縫う／寺地はるな著 

・兄の名は、ジェシカ 

／ジョン・ボイン著  

・科学者になりたい君へ 

／佐藤勝彦著 

白鳥とコウモリ／東野圭吾著 

善良と評判だった一人の弁護士が殺され

た。犯人はあっさり逮捕され、事件は無事

解決と思われたのだが、些細な矛盾点から

事件は思わぬ方向へ転がり出す。彼は誰に

殺されたのか？そして事件の真相とは？ 

  

 
こじれないＮＯの伝え方／八巻香織著 

相手の気持ちを考えすぎて、なかなか

「NO」と言えないあなたへ。相手との関

係を壊さないで上手に断るためのコツを、

具体的なシチュエーションを交えながら教

えます。 

 

 

障がい者だからって、稼ぎがない

と思うなよ。／姫路まさのり著 

障害者＝低い賃金しか稼げない。

この現状を打破すべく、奮闘を続

ける人たちがいます。障がい者雇

用の場にビジネスの視点を取り入

れた、“ソーシャルファーム”の

最前線を報告する。 

 くそじじいとくそばばあの日本

史／大塚ひかり著 

大昔から、日本のお年寄りたちは元

気いっぱい！色んな意味で衰え知ら

ずだった、日本の“ヤバイ老人”たち

を紹介する。 

ファシズムの教室／田野大輔著 

なぜ人は強大な権力に魅了され、そ

れに嬉々として従うのか？“ナチスを

体験する授業”を生み出した大学教

授が、そのメカニズムを暴く。 

ニッポン制服百年史／内田静枝編著 

セーラー服、ブレザー、コギャル文化

etc･･･。日本の女学生の制服の歴史

を、豊富なビジュアル資料とともに振り

返る。 

 

どうしても頑張れない人たち 

／宮口幸治著 

「ケーキの切れない非行少年たち」の

続巻。今回は「頑張れない人をいかに

支援するか？」に焦点を当てる。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館だより vol.３ 

   

 １ 夏休みの開館日について 

７月下旬以降、図書館は下記の予定で開館します。読書や勉強に活用してください。

変更がある場合には図書館前に掲示します。 

 

2021年 7月田辺高校図書館発行 

（作成：司書 香山） 

２ 夏休み特別貸出、実施中 

いつもより長い期間、たくさんの本が借りられます。暑くて外に出たくない時は、 

家の中で読書をして過ごしませんか？  

実施期間：７月 12 日（月）～７月 30 日（金） 

貸出冊数：無制限 

最終返却日：８月 27 日（金） 

 

３ 図書館の利用方法を復習しよう 

初めての利用や、久しぶりの利用も図書館は大歓迎です。以下、図書館の利用方法を記載し

ますので参考にしてください。分からないことがあれば、遠慮なく聞いてくださいね。 

 

◆本の貸出から返却まで 

①借り方 

コンピュータによる個人バーコード式の貸出しです。図書館に１～３年生全員のバーコード 

を保管してあるので、何も持ってこなくても本を借りることができます。 

カウンターで「学年・組・生徒番号・名前」を言ってください。 

 

②何が借りられるの？ 

図書と雑誌のバックナンバー（最新号以外の雑誌）が借りられます。 

ＤＶＤやビデオ、新聞は館内利用のみ。貸出不可です。 

 

③返し方 

通常はカウンターの返却箱へ。閉館時には図書館前の返却ポストへ返してください。 

 

④予約サービス 

読みたい本が貸出中の場合には「予約」ができます。「予約」をしておくと、本が返 

却された時に優先的に借りられます。希望者はカウンターで申し出てください。 

 

◇本の探し方 

・蔵書検索用コンピュータで検索する。   

・図書館担当の教員や司書に訊く。 

・カーリルの蔵書検索を利用する。   

 

 

※所蔵状況の確認のみ可。貸出状況については図書館で尋ねてください。 

※校内でのスマホの利用は学校のルールに従うこと。 

開館時間 開館時間

7月20日 火 終業式／8:40～12:30

7月21日 水 9:00～12:00

7月22日 木 CLOSED 8月23日 月 9:00～12:00

7月23日 金 CLOSED 8月24日 火 CLOSED

7月24日 土 CLOSED 8月25日 水 始業式／8:40～12:30

7月25日 日 CLOSED 8月26日 木 8:40～17:00

7月26日 月 9:00～12:00 8月27日 金 8:40～17:00

7月27日 火 9:00～12:00

7月28日 水 9:00～12:00

7月29日 木 9:00～12:00

7月30日 金 9:00～12:00

2021/7/31～8/22　CLOSED



   

  

４ 本にまつわるコンテストの紹介 

現在、本や読書に関する様々なコンテストが開催されています。興味がある人はぜひ 

チャレンジしてみてください。「学校を通して応募するコンテスト」については田辺高校

図書館が応募の窓口になります。興味がある人は詳しい説明を行いますので、７月末ま

でに司書・香山のところまで来てください。校内応募締め切りは８月 23 日（月）です。 

 

【学校を通して応募するコンテスト】 

①第 10 回本のしおりコンテスト（京都府教育委員会・京都府図書館等連絡協議会主催） 

■内容：読んで面白かった本や感動した本について、文と絵で表現してください。最優

秀作品は“しおり”として配布されるほか、入賞作品は府内各地の図書館で巡回展示も。 

■規定：サイズは約９～10 センチ×約 25～27 センチ。画材は自由。 

 

②令和３年度「本のポップカードコンテスト」（京都府山城教育局主催） 

■内容：読んだ本の魅力・特長などを家族や友人に紹介するための「ポップカード」を

作成してください。入賞作は山城教育局 HP に掲載されます。 

■規定：サイズは A5 判～B5 判。画材は自由。そのほか細かい規定があるので、知りた

い人は聞きに来てください。 

 

【個人で応募するコンテスト】 

※学校を通す必要はありません。下記の QRコードからそれぞれの公式サイトへアクセス

できます。なお校内でのスマホの利用は学校のルールに従うこと。 

 

①新潮文庫第９回中高生のためのワタシの一行大賞 

■内容：対象図書の中から、あなたの心に深く残った「一行」を選び、なぜその一行を

選んだのかを書いてください。2021 年「中学生に読んでほしい 30 冊」「高校生に読ん

でほしい 50 冊」選定作品、「新潮文庫の 100 冊」の各冊子に載っているものを対象図

書とします。 

■規定：「一文」を選んだ理由を 100～400 字で書いてください。 

 

②名古屋学院大学商学部主催 【ＰＯＰコンテスト】 

■内容：課題図書から１冊を選び、その本を紹介するＰＯＰを制作します。 

■規定：【総合部門】Ａ６サイズの用紙にＰＯＰを作成します。 

【キャッチコピー部門】キャッチコピーを 25 文字以内（句読点、記号含む）で作成し、 

Ａ６サイズの用紙に横書きで記入。 

※課題図書は「文字渦」（円城塔著／新潮文庫）、「菌世界紀行」（星野 保著／岩波現代文庫）、

「リープフロッグ」（野口悠紀雄 著／文春新書）、「おならをならしたい」（鈴木のりたけ作／

小学館）です。 

 

③カクヨム甲子園２０２1 

■内容：高校生限定の文学コンテストです。募集ジャンルは、現代ドラマ、 

エッセイ・ノンフィクション、恋愛、ラブコメ、ミステリー 、ホラー、SF、異世界ファンタ

ジー、現代ファンタジー、歴史・時代・伝奇・詩・童話・その他です。 

■規定：【ロングストーリー部門】6,000 文字以上、20,000 文字以下の作品を募集します 

【ショートストーリー部門】：4,000 文字以下の作品を募集します。 

 

④第２回高校生のための小説甲子園 

■内容：高校生を対象とした文学コンテストです。予選を勝ち抜いた代表者 

７名を、湊かなえ先生が待つ本戦会場（東京の集英社）へ招待します。本戦の課題は当日発

表されます。 

■規定（予選）：400 字詰め原稿用紙 15～30 枚、または 6000～12000 字の短編小説（ジ

ャンルは不問）を執筆してください。作品はオリジナル作品に限ります。 

 

① 

② 

③ 

④ 



 

２ 図書館内の本の場所の表示（配架場所）を新しくしました。 

 

 

 

これまで図書館内にある検索端末では、「開架」、「書庫」

など大まかな本の場所（配架場所）しか確認することができ

ませんでした。夏休み中にデータの修正を行い、「進路」、

「文庫・新書」などもう少し詳しい場所まで調べられるように

改善しました。加えて、検索端末の詳しい使い方や、図書館

内のマップ（どの書架にどんな本が入っているか）も新たに

掲示しました。 

また、自宅などネットが使える環境では、田辺高校の 

“カーリル”のページからも本の検索ができますよ。 
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2021年９月田辺高校図書館発行 

（作成：司書 香山） 

３ 新着図書案内 

 図書館に新しく入った本、これから入る本の一部を紹介します。紹介した本は図書館の「新

しく入った本」コーナーに置いています。 

 
進路関係の図書がたくさん入りました 

進路選択や就職活動、小論文対策に役立ちます。 

・最新福祉ビジネスの動向とカラクリがよくわかる本 

／大坪信喜著 

・最新コンテンツ業界の動向とカラクリがよくわかる本 

第４版／中野明著 

・最新アニメ業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 

第３版／谷口功著  麻生はじめ著  

・最新印刷業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 第

３版／中村恵二著  榎木由紀子著 

・最新エレクトロニクス業界の動向とカラクリがよ～く

わかる本／高橋潤一郎著 

・最新食品業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 第

５版／中村恵二  

・社会福祉士・精神保健福祉士になるには 

／田中英樹著  菱沼幹男著 

・ アプリケーションエンジニアになるには 

／小杉眞紀ほか著 

・社会福祉士・精神保健福祉士になるには 

／田中英樹著  菱沼幹男著 

・電話応対はこわくない！／松本昌子著 

・本業はオタクです。／劇団雌猫著 

副題は「シュミも楽しむあの人の仕事術」。仕事もしつ

つ、大好きなアーティストやアイドルを追いかけ続ける大

人たちが、仕事と趣味の両立を熱く語った１冊。 

１ 夏休み特別貸出の本の返却、済んでいますか？ 

夏休み特別貸出期間に本を借りた人で、まだ手元に本を持っている人は、 

速やかに返却するか、延長手続きを取るかのどちらか

の手続きをしてください。 

なお現在は通常貸出に戻っていますので、借りられる冊数は３冊まで、貸出期間は１週

間です。また、延滞している本を返却するまで、新しい本は借りられません。 

 

 

 

←カーリルの QR コード 



   

  

 

 

 

      

 

乙女の本棚シリーズ 

・山月記／中島敦著  ねこ助イラスト 

・夢十夜／夏目漱石著  しきみイラスト 

・蜜柑／芥川龍之介著  げみイラスト 

・檸檬／梶井基次郎著  げみイラスト 

・刺青／谷崎潤一郎著  夜汽車イラスト 

「乙女の本棚シリーズ」は、有名な日本文

学に人気イラストレーターの挿絵を添え

た、絵本のようなシリーズです。小説として

も画集としても楽しめます。 

 

ぼくはイエローでホワイトで、ちょ

っとブルー／ブレイディみかこ著 

著者の息子が通うのは、イギリスの労

働者階級の町にある元底辺中学校。家

庭環境やバックグラウンド、宗教など多

くの違いを持った生徒が在籍していま

す。この場所で起こる様々な出来事を

見つめ、時に悩み、「多様性の中で生き

ること」を考えたノンフィクション。 

・家が呼ぶ／朝宮運河編 

・宿で死ぬ／朝宮運河編 

・怪談和尚の京都怪奇譚 怖～

い／三木大雲著 

まだまだ残暑が厳しい今日この頃。

怖い話で涼しくなってみませんか？

１冊目は“物件”は、２冊目は“宿”を

テーマにしたホラー小説のアンソロ

ジー、３冊目は現役のお坊さんが語

った怪談集です。 

工学関係の本、色々入りました 

・トコトンやさしい工作機械の本 第２版 

／清水伸二ほか著 

・トコトンやさしい電線・ケーブルの本 

／福田遵著 

・トコトンやさしい金属材料の本 

／吉村泰治著 

・電柱マニア／オーム社編 

・ひと目でわかるテクノロジーのしくみと

はたらき図鑑／村上雅人ほか監修 

・メートルくんとキログラムくんと単位の

なかまたち 新装版／うえたに夫婦著 

・仕掛学／松村真宏著 

自転車をきれいに並べてもらいたい、階段を使

って欲しい etc･･･。他人を上手く動かすにはど

んな仕掛けをデザインすればいいのか？そのコ

ツを“仕掛学”の第一人者が書いた入門書。 

竜とそばかすの姫／細田守著 

高校生の鈴は、インターネット上の超

巨大仮想空間『Ｕ』で絶世の歌姫・

ベルとして注目を浴びていた。ある

日、鈴はそこで“竜”と呼ばれる謎の

存在と出会い･･･。監督自らが執筆

した、同名映画の原作小説。 

・世界のサンドイッチ図鑑 

／佐藤政人著 

・世界のスープ図鑑／佐藤政人著 

・世界の郷土料理事典 

／青木ゆり子著 

どの本も驚くのは、そのレシピの数。

世界各国から 300種類以上のレシ

ピが収録されています。あまり日本で

は知られていない料理も多数掲載。 

新敬語「マジヤバイっす」 社会

言語学の視点から／中村桃子著 

若者が敬語の一種として使う、「○○

っす」という表現。この、“っす”はどこか

ら来て、どこへいくのか？大学生の会

話、webサイト、CMなどから考える。 

世界の神話や伝説を知る 

・ゼロからわかる中国神話・伝説 

／かみゆ歴史編集部著 

・ゼロからわかる日本神話・伝説 

／かみゆ歴史編集部著 

・ゼロからわかるメソポタミア神話 

／かみゆ歴史編集部著 

・ゼロからわかるケルト神話とアー

サー王伝説／かみゆ歴史編集部著 

 

当面の図書館の開館時間は 

８：40～13:30です。 


