
６月１５日（月）から、昼休みの図書室利用を開始します。 

１年生には、分散登校期間中に、学校図書館利用オリエンテーションを行います。

感染症対策のため、今までの使い方とは変更している部分もあります。２・３年生

の皆さんは改めて確認してください。 1 年生は、予習・復習として読んでください。 

 
※感染症予防のためにふだん気をつけていることを、図書室でも守るようにお願いします。 

 ・マスク着用 ・本を読む前後の手洗い ・お互いの距離に注意 ・図書室内では静かに 

                               

  

  

 

                               

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

開 館 時 間 
１０：３０～１６：１５ 

  ※司書が休みの日（主に水曜日） 

は、ボランティアの村上さんが

来てくださいます。 

開館時間 13：10～15：00 

 

 

本をさがすとき 

＊検索パソコンで、目的の本が七中

図書館にあるかどうか、どんな内

容の本か、などがわかります。 

＊請求記号（分類番号と著者記号）

で、本のある場所が分かります。 

 

令和２（2020）年６月 3 日 

調布市立第七中学校図書館 

  本 を借 りるとき  （変更あり） 

＊3 冊・2 週間借りられます。カウンターで手続きしましょう。 

＊借りるときは、 個人貸出カード  を使います。 

 貸出カードを生徒手帳カバーに入れて、図書室に来るときは必ず

持って来るようにしましょう。 

＊司書がパソコンで貸出処理し、 返却期限のしおりを渡します。 

・2・3 年生で今までに獲得したカードを持っている人は、必ず

持って来てください。カードを持ってない人には、仮の貸出

カードを発行する予定です。 

・1 年生には、オリエンテーションで仮のカードを配ります。 

 

  本を返すとき  （変更あり） 

＊返す本は、図書室に入ってすぐ、カウンター手前の 

  返す本を入れる箱  に入れてください。 

後で、司書が返却処理し、消毒してから棚にもどします。 

 

図書館の本の並び方には法則があります。 

「日本十進分類法」(ＮＤＣ)による分類番号が図書館

の基本で、この分類番号順に本が並べられています。 

 

 

 
※図書室内で利用した本は、ラベルの分類番号を 

確認して、正しい場所に戻すのが原則です。                              

→ 分類番号 (913：日本の小説) 

→ 著者記号（著者名の頭文字） 

９１３ 

 ア ＊ラベルの上にシールを貼ってある本 

 館内 シール → 貸出できない本   

銀色の丸シール → 中学校司書のおすすめ 

（ほんとのであい） 

 教 シール → 教科書に出てくる本  

 職 シール → 職業・進路コーナーの本 

 

 

＊返却日までに読み終わらなかったら…               

カウンターで「貸出延長」の手続きをしましょう。 

（その本に予約が入っている場合は、延長できません。） 

 

第七中学校 
 図書館だより 

     ＊ 本はともだち ＊ 

   令和 2（2020）年度 第１号 

３月から続いた長い休校の間に、季節もすっかり移り変わ

り、梅雨入りが近づいてきたこの頃です。日本中・世界中

に新型コロナウィルスの影響が広がり、ニュースを見ては

驚いたり不安になることの多い毎日でした。やっと学校が

再開してホッと一息ですが、疲れやすい気候でもあるの

で、油断しないで元気に過ごしましょう。 （司書：森） 

※昨年度の学級文庫で、まだ返ってこない本があります。 

 どこかで本を見つけたら司書までとどけてください。 

＊図書室内を一方通行にします。 
図書室前方（体育館側）の扉が入り口、
保健室側の扉が出口です。 

※図書室で利用した本はすぐにもどさないで、机の上

の 返す本を入れる箱 に入れるようにします。 

司書が１冊ずつ確認・消毒してから棚にもどします。   

 

第七中図書館の 

使 い 方 

変

更 

 

※検索パソコンは、

しばらくの間使用
禁止とします。 



    昨年度、七中図書館で人気があった本はどんな本でしょうか？  

貸出冊数順位８位までをまとめました。この本は、図書室に展示しています。 

順位 書名 著者 出版社 分類 貸出回数

1 ドラえもん科学ワールド　　シリーズ１８冊 藤子　Ｆ　不二雄∥まんが 小学館 17～６

2 ５分後に意外な結末  　シリーズ13冊 桃戸　ハル∥編著 学研プラス 908 16～６

3 文豪ストレイドッグス　１～４　ほか８冊 朝霧　カフカ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913 12～５

ファンタジー衣装の描き方 もくり 玄光社 726 11

名探偵コナン安室透セレクション　ゼロの推理劇（ミステリー）ほか２２冊 青山　剛昌∥原作　 小学館 913 11～５

名探偵コナン理科ファイル　空気と水の秘密　ほか６冊 青山　剛昌∥原作 小学館 9～５

本当に怖いスマホの話 遠藤　美季∥監修 金の星社 694 9

キャプテン　　１、２ ちば　あきお∥原作 学研プラス 913 各9

５分後に恋の結末　シリーズ３冊 橘　つばさ 学研プラス 913 ９～７

かがみの孤城 辻村　深月 ポプラ社 913 9

春の旅人 村山　早紀 立東舎 913 9

空想科学読本　各巻 柳田　理科雄 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 404 8～５

泣けるいきもの図鑑 今泉　忠明∥監修 学研プラス 480 8

マンガキャラの髪型資料集 アミューズメントメディア総合学院∥監修 広済堂出版 726 8

完全解説和装キャラクターの描き方 ユニバーサル　パブリシング∥編著 誠文堂新光社 726 8

記憶屋　　　１～３ 織守　きょうや ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913 各８

奇譚ルーム はやみね　かおる 朝日新聞出版 913 8

予知夢 東野　圭吾 文芸春秋 913 8

名探偵コナン推理ファイル　江戸の謎　ほか３冊 青山　剛昌∥原作 小学館 7～５

ハッピーになれる心理テスト 森　冬生 金の星社 140 7

わけあって絶滅しました。　〔正〕 丸山　貴史 ダイヤモンド社 482 7

ドレスの描き方 ｋｙａｃｈｉ 玄光社 726 7

のび太くん、もう少しだけがんばって 藤子　Ｆ　不二雄 小学館 726 7

あるかしら書店 ヨシタケ　シンスケ ポプラ社 726 7

わたしが少女型ロボットだったころ 石川　宏千花 偕成社 913 7

青の王 広嶋　玲子 東京創元社 913 7

サマーウォーズ 細田　守∥原作 角川書店 913 7

昔話法廷　Ｓｅａｓｏｎ１～３ ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班∥編 金の星社 913 7～５

明日のひこうき雲 八束　澄子 ポプラ社 913 7

１０代のための疲れた心がラクになる本 長沼　睦雄 誠文堂新光社 146 6

学研まんがＮＥＷ世界の歴史　１～11 近藤　二郎∥監修 学研プラス 209 各６

マンガキャラの服装カタログ　女子編 小峯　有華∥イラスト監修 広済堂出版 726 6

女子中・高生のイラストブック クマノイ 日貿出版社 726 6

神様の御用人　１、２ 浅葉　なつ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913 各6

迷路館の殺人 綾辻  行人 講談社 913 6

僕は上手にしゃべれない 椎野　直弥 ポプラ社 913 6

打順未定、ポジションは駄菓子屋前 はやみね　かおる 講談社 913 6

探偵ガリレオ 東野　圭吾 文芸春秋 913 6

ナミヤ雑貨店の奇蹟 東野　圭吾 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913 6

狐霊の檻 広嶋　玲子∥作 小峰書店 913 6

「悩み部」の復活と、その証明。 麻希　一樹 学研プラス 913 6

南風（みなみ）吹く 森谷　明子 光文社 913 6

『氷菓』のシリーズ  ４冊 米沢　穂信 角川書店 913 各6
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★第 七 中 図 書 館 の本 はみんなの財 産 です。大 事 にしましょう！  

・きれいな手で、ていねいにあつかう。 ・ぬらさないように注意する。                            
＊破れた本・こわれた本があったら、そのまま司書までとどけてください。 

セロテープは絶対に貼らないで！ 
 

☆今年度の新しい本も届いて
いますが、現在準備中です。
次の号で本の紹介をのせる
ので、お楽しみに！ 


