
2011 年 司書部 夏期研修会

「発想をひろげよう」

～さまざまな視点からテーマを発展させてたくさんの資料を提供する～

日時 ：2011 年 7 月 27 日（水）

場所 ：大阪府立交野高校 図書館

参加者：３７名（府立２８ 私学７ 支援学校２）

１． 内容

学校では一年を通じてＬＨＲや学校行事でさまざまな取組みがなされていま

す。人権問題であったり、進路や仕事であったり、文化祭であったりと、授業

だけでなく、生徒の多様な学びや生きる力を支えるために取り組んでいます。

図書館側からそうした教育活動を支援していくためには、ＬＨＲや行事に役に

立つ本や資料を揃えることが必要でしょう。しかし、ひとりでたくさんの資料

に対応するのは大変です。ひとつのテーマをどれくらい広げて資料を紹介でき

るか？は課題の一つだと思います。

そこで午前は、ＬＨＲなどでよく取り上げられるテーマをいくつか選び、各

高校の司書が協力して「幅広い内容の資料を提供する」ための実習を行いまし

た。それらの資料をイメージマップにまとめて、掲示しました。

午後は、ＬＨＲや学校行事、授業とは直接関係しない「展示」について考え

ました。実際に行われている一年間の「展示」例を見ながら、展示の企画を作

成しました。また、ダンボールを使った「便利で簡単！展示台」を作成し、季

節感溢れるグッズを展示（紹介）しました。

２． 実習１ テーマに沿って「幅広い内容の資料を提供する」

ちょっと視点を変えるだけで疑問に思うことや知りたいことが見えてきます。

しかし、視点を変えることはなかなか難しいことです。そこで、「マインドマッ

プ」という方法使って、一人では広がらないイメージもみんなで出し合い、深

めていきました。

（１）港高校でのイメージマップづくり

港高校では、夏休みにむけて生徒図書委員会で本を紹介

したり、図書だよりを作ったりします。企画班は「今年の

夏」から連想されるイメージマップをつくりました。“夏”

“涼しい”“エコ”の 3 つの大きなテーマから発想される

言葉や事項を思いつく限り、下書き用紙にあげてもらいま

す。テーマから放射線状に線を引き、連想された言葉をつ

ないでおきます。それぞれの言葉を付箋に記入し、模造紙

に張り合わせれば完成です（図書館入り口に掲示しました）。



（２）研修委員会でも事前学習

夏の研修会を前に、メインテーマを“原発”に設定し、そこから発展させた

イメージをマップにしたものを作ってみました。“原発”からは「放射線」「セ

シウム」「核」「原子力爆弾」「広島・長崎」「電力」「エコ」などなど、多くの事

項が出てきました。それを大きい付箋（一枚に一項目）に記入し、関係を考え

て配置します。配置が決まったら、それぞれの関係を線で結びます。大きい付

箋に書き込まれたそれぞれのテーマに関する本を選び、“書名”“著者名”“出版

社”を小さい付箋に記入したものをテーマの下に貼って仕上げてあります。

（３）各班のテーマ

夏期研修会全体の大きなテーマを“人権”と設定しました。

そこから派生して各班のテーマを

“子どもと人権”

“女性と人権”

“老人と人権”

“労働と人権”

“いじめと人権”

“セクシャリティと人権”

“障がい者と人権”

“人種差別と人権”（今回は実施せず）

と、設定しました。参加者が 4～5 人のグループに分かれて、核となるテーマ

から発展させ、それぞれの班で一枚のイメージマップを作りました。複数で話

し合いながら作業を進めるため、発想が膨らみより多くの資料提供へとつなが

ったと思います。イメージマップそのものは大きいすぎるので、小テーマと資

料を一覧表にしました（資料 1 ）。

３． 実習２ 便利で簡単！展示台作成 ～展示をするための面展示台の製作～

ダンボールの空き箱を使って手軽に作れるのが特徴です。書架の上に置いて


原発

		テーマ		書名		著者名		出版社名

		原発 ゲンパツ		原発を考える50話 ゲンパツカンガワ		西尾漠 ニシオ		岩波ジュニア新書 イワナミシンショ

				Q&A　原発 ゲンパツ		中島篤之助 ナカジマアツノスケ		新日本出版社 シンニッポンシュッパンシャ

				スリーマイル・チェルノブイリ・そして日本　原発銀座・若狭から ニッポンゲンパツギンザワカサ		中島鉄演 ナカジマテツエン		光雲社 ヒカリクモシャ

		チェルノブイリ		「チェルノブイリ」融けた原発悲劇 トゲンパツヒゲキ		アンドレイ・イレッシュ		読売新聞社 ヨミウリシンブンシャ

				チェルノブイリ　上・下 ウエシタ		ＲＰ・ゲイル		岩波新書 イワナミシンショ

				チェルノブイリ報告 ホウコク		広瀬隆一 ヒロセリュウイチ		岩波新書 イワナミシンショ

				チェルノブイリから広島へ ヒロシマ		広瀬隆一 ヒロセリュウイチ		岩波ジュニア新書 イワナミシンショ

		土壌汚染 ドジョウオセン		原発事故　残留汚染の危険性 ゲンパツジコザンリュウオセンキケンセイ		武田邦彦 タケダクニヒコ		朝日新聞社 アサヒシンブンシャ

				緊急解説　福島第一原発事故と放射線 キンキュウカイセツフクシマダイイチゲンパツジコホウシャセン		水野倫之 ミズノリンユキ		ＮＨＫ出版 シュッパン

		地域交付金 チイキコウフキン		知事抹殺　つくられた福島県汚職事件 チジマッサツフクシマケンオショクジケン		佐藤栄佐久 サトウエイサク		平凡社 ヘイボンシャ

				原発列島を行く ゲンパツレットウイ		鎌田慧 カマダ		集英社 シュウエイシャ

				私たちはこうして「原発大国」を選んだ ワタシゲンパツタイコクエラ		武田徹 タケダトオル		中央公論社 チュウオウコウロンシャ

		エネルギー		人間生活とエネルギー ニンゲンセイカツ		押田勇雄 オシダイサオ		岩波書店 イワナミショテン

				クリーン発電がよくわかる本 ハツデンホン		山本良一 ヤマモトリョウイチ		東京書籍 トウキョウショセキ

				原発社会からの離脱 ゲンパツシャカイリダツ		宮台真司 ミヤダイシンジ		講談社 コウダンシャ

		省エネ ショウ		大江戸省エネ事情 オオエドショウジジョウ		石川英輔 イシカワエイスケ		講談社 コウダンシャ

		太陽 タイヨウ		「太陽電池」のキホン タイヨウデンチ		佐藤勝昭 サトウカツアキラ		ソフトバンククリエィティブ

		風力 フウリョク		風をつかまえた少年 カゼショウネン		ウィリアム・カムクワンバ		文藝春秋社 ブンゲイシュンジュウシャ

				すばらしい新世界（小説） シンセカイショウセツ		池澤夏樹 イケザワナツキ		中央公論社 チュウオウコウロンシャ

				トコトンやさしい風力発電の本 フウリョクハツデンホン		牛山泉 ウシヤマイズミ		日刊工業新聞社 ニッカンコウギョウシンブンシャ

		プルトニウム		元素周期 ゲンソシュウキ		S・ハードデラックス		PHP

				プルトニウムの未来　２０４１年からのメッセージ ミライネン				岩波新書 イワナミシンショ

				原発とプルトニウム ゲンパツ		常石敬一 ツネイシケイイチ		PHP

		原爆 ゲンバク		原爆写真　ノーモア　ヒロシマ・ナガサキ ゲンバクシャシン		黒石一夫／編 クロイシカズオヘン		日本図書センター ニッポントショ

		広島・長崎 ヒロシマナガサキ		爆心地ヒロシマに入る バクシンチハイ		林重男 ハヤシシゲオ		岩波ジュニア新書 イワナミシンショ

				夕凪の街　桜の国 ユウナギマチサクラクニ		こうの史代 シヨ		双葉社 フタバシャ

		ビキニ島 トウ		核に蝕まれる地球 カクムシバチキュウ		森住卓 モリススグル		岩波書店 イワナミショテン

		第五福竜丸 ダイ５フクリュウマル		ここが家だ　第五福竜丸 イエダイ５フクリュウマル		ベン・シャーン		集英社 シュウエイシャ

		温暖化 オンダンカ		原発と日本の未来 ゲンパツニッポンミライ		吉田斉 ヨシダ		岩波ブックレット イワナミ

				地球温暖化を考える チキュウオンダンカカンガ		宇沢弘文 ウザワヒロシブン		岩波新書 イワナミシンショ

		CO２		科学者の９割は「地球温暖化」じょCO２犯人説はウソだと知っている カガクシャワリチキュウオンダンカハンニンセツシ		丸山茂徳 マルヤマシゲトク		宝島新書 タカラジマシンショ

				二酸化炭素温暖化説の崩壊 ニサンカタンソオンダンカセツホウカイ		広瀬隆 ヒロセタカシ		集英社新書 シュウエイシャシンショ

		原発論 ゲンパツロン		原発事故はなぜくりかえすのか ゲンパツジコ		高木仁三郎 タカギニンサブロウ		岩波新書 イワナミシンショ

				核廃絶は可能か カクハイゼツカノウ		飯島宗一 イイジマソウイチ		岩波新書 イワナミシンショ

		反対 ハンタイ		科学としての反原発 カガクハンゲンパツ		久米三四郎 クメサンシロウ		七つ森書館 ナナモリショカン

				隠される原子力・核の真実　原子力の専門家が原発に反対するわけ カクゲンシリョクカクシンジツゲンシリョクセンモンカゲンパツハンタイ		小出裕章 コイデユウアキラ		創史社 ソウシシャ

				危険な話 キケンハナシ		広瀬隆 ヒロセタカシ		新潮社 シンチョウシャ

				原発のウソ ゲンパツ		小出裕章 コイデユウアキラ		扶桑社 フソウシャ

		高木仁三郎 タカギジンザブロウ		反原発 ハンゲンパツ		スティーヴン・クロール		現代書館 ゲンダイショカン

				原子力神話からの開放 ゲンシリョクシンワカイホウ		高木仁三郎 タカギジンザブロウ		講談社 コウダンシャ

				市民科学者として生きる シミンカガクシャイ		高木仁三郎 タカギジンザブロウ		岩波新書 イワナミシンショ

		原子力 ゲンシリョク		原子力のことがわかる本 ゲンシリョクホン		舘野淳 カンノジュン		数研出版 カズケンシュッパン

				四番目の恐怖 ４バンメキョウフ		広瀬隆 ヒロセタカシ		講談社 コウダンシャ

		豊田有恒 トヨタアツネ		日本の原発技術が世界を変える ニッポンゲンパツギジュツセカイカ		豊田有恒 トヨタアツネ		祥伝社新書 ショウデンシャシンショ

		電力会社 デンリョクカイシャ		東電帝国 トウデンテイコク		志村嘉一郎 シムラカイチロウ		文藝春秋社 ブンゲイシュンジュウシャ

		福島　 フクシマ		Newton　６月・７月号　原発と放射線 ガツガツゴウゲンパツホウシャセン

		地震 ジシン		原子炉時限爆弾　大地震におびえる日本列島 ゲンシロジゲンバクダンダイジシンニッポンレットウ		広瀬隆 ヒロセタカシ		ダイヤモンド社 シャ

				地震イツモノート ジシン		地震イツモプロジェクト ジシン		木楽社 キラクシャ

				地震予知を考える ジシンヨチカンガ		茂木清夫 モギキヨオ		岩波新書 イワナミシンショ

				日本人が知りたい巨大地震の疑問50 ニッポンジンシキョダイジシンギモン		島村英紀 シマムラエイオサム		サイエンス・アイ新書 シンショ

		活断層 カツダンソウ		変動する日本列島 ヘンドウニッポンレットウ		藤田和夫 フジタカズオ		岩波新書 イワナミシンショ

				活断層 カツダンソウ		村田時彦 ムラタトキヒコ		岩波新書 イワナミシンショ

		柏崎 カシワザキ		原発崩壊 ゲンパツホウカイ		明石昇二郎 アカシノボルジロウ		金曜日 キンヨウビ

		ボランティア		幸せを届けるボランティア　不幸を招くボランティア シアワトドフコウマネ		田中優 タナカユウ		河出書房新社 カワデショボウシンシャ

		労働者 ロウドウシャ		原発ジプシー　被爆下請け労働者 ゲンパツヒバクシタウロウドウシャ		堀江邦夫 ホリエクニオ		現代書館 ゲンダイショカン

				原発労働記 ゲンパツロウドウキ		堀江邦夫 ホリエクニオ		講談社 コウダンシャ

				日雇い派遣 ヒヤトハケン		派遣ユニオン ハケン		旬報社 シュンホウシャ

		放射能 ホウシャノウ		放射線のひみつ ホウシャセン		中川恵一 ナカガワケイイチ		朝日出版社 アサヒシュッパンシャ

				知っておきたい放射能の基礎知識 シホウシャノウキソチシキ		斎藤勝裕 サイトウカツヒロ		サイエンス・アイ新書 シンショ

		被爆 ヒバク		原爆被爆者問題 ゲンバクヒバクシャモンダイ		田沼肇 タヌマハジメ		新日本新書 シンニッポンシンショ

				ヒバクシャ・イン・USA		春名幹男 ハルナミキオ		岩波新書 イワナミシンショ

				「原爆一号」といわれて ゲンバク１ゴウ		吉川清 ヨシカワキヨシ		筑摩書房 チクマショボウ

				人体・環境を破壊する核兵器 ジンタイカンキョウハカイカクヘイキ		白六郎 シロロクロウ		合同出版 ゴウドウシュッパン

		X線 セン		放射線と放射能 ホウシャセンホウシャノウ		安斉育郎 アンザイイクロウ		ナツメ社 シャ

				放射線利用の基礎知識 ホウシャセンリヨウキソチシキ		東嶋和子 ヒガシシマカズコ		講談社 コウダンシャ





子どもと人権

		テーマ		書名 ショメイ		著者名 チョシャメイ		出版社名 シュッパンシャメイ

		子どもと人権 コジンケン		世界じゅうの子どもたちーいろいろな幸せのかたち セカイコシアワ		ベアトリクス・シュニッペンケッ

				ユニセフ写真集世界の子供たち シャシンシュウセカイコドモ				岩波書店 イワナミショテン

		いじめ		自分をまもる本 ジブンホン		ローズマリー・ストーンズ		晶文社 ショウブンシャ

				きみの友だち トモ		重松清 シゲマツキヨシ		新潮社 シンチョウシャ

				青い目　茶色い目 アオメチャイロメ				日本放送出版協会 ニホンホウソウシュッパンキョウカイ

		不登校 フトウコウ		友だち幻想 トモゲンソウ		菅野仁 スガノヒトシ		ちくまプリマー新書 シンショ

				小中高、不登校生の居場所探し ショウチュウコウフトウコウセイイバショサガ

				ぼくをわかって		阿蘭ヒサコ アラン		NTT出版 シュッパン

		生活習慣病 セイカツシュウカンビョウ		子どもを生活習慣病にしない食卓 コセイカツシュウカンビョウショクタク		北川博敏 キタガワヒロトシ		主婦の友社 シュフトモシャ

				図解　生活習慣病がわかる本 ズカイセイカツシュウカンビョウホン		福井次矢 フクイツギヤ		法研 ホウケン

		出産 シュッサン		あかいひと		須田慎太郎 スダシンタロウ		バジリコ

				女子と出産 ジョシシュッサン		山本貴代 ヤマモトタカヨ		日本経済出版 ニホンケイザイシュッパン

				11時間 ジカン		江花優子 エハナユウコ		小学館 ショウガクカン

		虐待 ギャクタイ		シーラという子 コ				早川書房 ハヤカワショボウ

				子どもの貧困 コヒンコン		阿部彩 アベサイ		岩波新書 イワナミシンショ

				永遠の仔　上、下 エイエンコウエシタ				幻冬舎 ゲントウシャ

				犬として育てられた少年 イヌソダショウネン				紀伊国屋書店 キノクニヤショテン

				知っていますか？子どもの虐待 シコギャクタイ				解放出版 カイホウシュッパン

				凍りついた瞳 コオヒトミ				集英社 シュウエイシャ

		少年法犯罪 ショウネンホウハンザイ		アイシテル		伊藤実 イトウミノル		講談社 コウダンシャ

		障害児 ショウガイジ		光とともに ヒカリ				秋田書店 アキタショテン

		人身売買 ジンシンバイバイ		世界中から人身売買がなくならないのはなぜ？ セカイジュウジンシンバイバイ				合同出版 ゴウドウシュッパン

				あなたの夢はなんですか？私の夢は大人になるまで生きることです ユメワタシユメオトナイ				致知出版社 イタシシュッパンシャ

		臓器売買 ゾウキバイバイ		僕の心臓を盗まないで ボクシンゾウヌス		テスジュリッツェン		角川文庫 カドカワブンコ

		性　売春 セイバイシュン		闇の子どもたち ヤミコ		梁石日 リョウイシヒ		幻冬舎 ゲントウシャ

				エッチのまわりにあるもの		すぎむらなずみ		解放出版社 カイホウシュッパンシャ

				切除されて セツジョ		キャディ		ヴィレッジブックス

				わたしはノジュオド10歳で離婚 サイリコン		ノジュオド・アリ		河出書房新社 カワデショボウシンシャ

		児童養護施設 ジドウヨウゴシセツ		児童養護施設の子どもたち ジドウヨウゴシセツコ				高文研 コウブンケン

				保育園と幼稚園がいっしょになるとき ホイクエンヨウチエン				岩波ブックレット イワナミ

		ストリートチルドレン		地を這う祈り チハイノ		石井光太 イシイヒカリタ		徳間書店 トクマショテン

				ぼくは12歳　路上で暮らしはじめたわけ サイロジョウク				合同出版 ゴウドウシュッパン

		食事 ショクジ		子どもの孤食 ココショク				岩波ブックレット イワナミ

				コンビニの買ってはいけない食品 カショクヒン		渡辺雄二 ワタナベユウジ		大和書房 ヤマトショボウ

				買ってもいい食品 カショクヒン

		ファーストフード		ファストフードが世界を食いつくす セカイク		エリック・シュローサー		草思社 ソウシシャ

				ファストフードと狂牛病 キョウギュウビョウ				草思社 ソウシシャ

				おいしいハンバーガーのこわい話 ハナシ		エリック・シュローサー		草思社 ソウシシャ

		ベビーホテル		ベビーホテル				至文堂 イタブンドウ

		エイズ		ヘブンショップ		デボラ・エリス		すすき出版 シュッパン

		スラム　貧困 ヒンコン		紛争、貧困、環境破壊をなくすために フンソウヒンコンカンキョウハカイ				合同出版 ゴウドウシュッパン

				この子を救えるのはわたしかもしれない コスク		ワールド・ビジョン・ジャパン		小学館 ショウガクカン

		育児 イクジ		ネグレクト		杉山春 スギヤマハル		小学館文庫 ショウガクカンブンコ

				子どもの声に耳をすませば ココエミミ				岩波ブックレット イワナミ

		奴隷 ドレイ		メンデ		メンデ・ナーゼル		ソニーマガジン

				女盗賊プーラン オンナトウゾク				草思社 ソウシシャ

		労働　アルバイト ロウドウ		わたし8歳カカオ畑で働きつづけて サイバタケハタラ				合同出版 ゴウドウシュッパン

		兵士 ヘイシ		戦場から生きのびて センジョウイ		イシメール・ベア		河出書房新社 カワデショボウシンシャ

				ぼくは13歳　職業兵士 サイショクギョウヘイシ		鬼丸昌丸 オニマルマサマル		合同出版 ゴウドウシュッパン

		アジアアフリカ植民地 ショクミンチ		子どもたちのアフリカ コ		石弘之 イシヒロユキ		岩波書店 イワナミショテン

				炎の鎖をつないで ホノオクサリ		ビヴァリー・ナイドゥ		偕成社 カイセイシャ

				子ども・平和・未来 コヘイワミライ				岩崎書店 イワサキショテン





女性と人権

		テーマ		書名 ショメイ		著者名 チョシャメイ		出版社名 シュッパンシャメイ

		家族制度 カゾクセイド		おくりびと		百瀬しのぶ モモセ		小学館文庫 ショウガクカンブンコ

				結婚と家族　新しい関係に向けて		福島瑞穂 フクシマミズホ		岩波新書 イワナミシンショ

		介護 カイゴ		ひとり誰にも看取られず　激増する孤独死とその防止策		ＮＨＫスペシャル取材班　佐々木とく子		阪急コミュニケーションズ

		社会福祉 シャカイフクシ		セックスボランティア		河合香織		新潮文庫

		ジェンダー		東京少女		林誠人　笹原ひとみ		泰文堂

				女子の国はいつも内戦		辛酸なめ子		河出書房新社

				私と僕が生きた道　性同一性障害と向き合った２９年		流星		幻冬舎

				性同一性障害って何？
　一人一人の性のありようを大切にするために		野宮亜紀　針間克己　大島俊之　原科孝雄　虎井まさ衛　内島豊		緑風出版

				オニババ化する女たち　女性の身体性を取り戻す		三砂ちづる		光文社新書　

				性同一性障害と戸籍　性別変更と特例法を考える		針間克己　大島俊之　野宮亜紀　虎井まさ衛　上川あや		緑風出版

				女装する女		湯山玲子		新潮新書

				オンナらしさ入門〈笑〉		小倉千加子		理論社

		児童福祉 ジドウフクシ		子どもの声に耳をすませば　電話でつくる〈心の居場所〉		チャイルドライン支援センター／編		岩波ブックレット

				告発・現代の人身売買　奴隷にされる女性と子ども		デイヴィッド・バットストーン／著　山岡万里子／訳		朝日新聞出版

		宗教 シュウキョウ		現代の「女人禁制」　性差別の根源を探る		「大峰山女人禁制」の開放を求める会／編		解放出版社

				「女人禁制」Ｑ＆Ａ		源淳子／編著		解放出版社

				いくつもの日本６　女の領域・男の領域		赤坂憲雄／〔ほか〕編集委員		岩波書店

		虐待 ギャクタイ		少女売買　インドに売られたネパールの少女たち		長谷川まり子		光文社

		労働問題 ロウドウモンダイ		男女同権は女性を幸福にしない
　「女女格差」「少子化」を助長しているのは誰か		山下悦子		ＰＨＰ研究所

		各国の事情 カッコクジジョウ		アーミッシュへの旅　私たちのなくした世界		菅原千代志		ＰＩＬＡＲ　ＰＲＥＳＳ

				生きながら火に焼かれて		スアド／著　松本百合子／訳		ソニー・マガジンズ

				メンデ　奴隷にされた少女		メンデ・ナーゼル／著　ダミアン・ルイス／共著　真喜志順子／訳		ヴィレッジブックス

				砂漠の女ディリー		ワリス・ディリー／著　武者圭子／訳		草思社文庫　

				わたしはノジュオド、１０歳で離婚		ノジュオド・アリ／著　デルフィヌ・ミヌイ／著　鳥取絹子／訳		河出書房新社

				切除されて		キャディ／著　松本百合子／訳		ヴィレッジブックス

		戦争 センソウ		奇跡の少女ジャンヌ・ダルク		レジーヌ・ペルヌー／著　塚本哲也／監修　遠藤ゆかり／訳		創元社

		歴史 レキシ		プリンセス・マサコ　完訳　菊の玉座の囚われ人		ベン・ヒルズ／著　藤田真利子／訳		第三書館

				『プリンセス・マサコ』の真実　“検閲”された雅子妃情報の謎		野田峯雄		第三書館

				あゝ野麦峠　ある製糸工女哀史　〔正〕		山本茂実		朝日文庫

				日本女性史　新版		井上　清		三一新書

				婦人・女性・おんな　女性史の問い		鹿野政直		岩波新書

				お江戸ガールズライフ		江藤千文／文		ブロンズ新社

				女工哀史		細井和喜蔵		岩波文庫

				少女が知ってはいけないこと　神話とおとぎ話に描かれた〈女性〉の歴史		片木智年		ＰＨＰエディターズ・グループ

		職業差別 ショクギョウサベツ		Ｑ＆Ａ女性と労働１１０番　働く女性の権利を守るために		職場の女性問題研究会／編		民事法研究会

		人物 ジンブツ		自由		アウンサン・スーチー／著　マイケル・アリス／編　ヤンソン由実子／訳		集英社

				獅子座の女シャネル		ポール・モラン／著　秦早穂子／訳		文化出版局

				クレオパトラの謎		吉村作治		講談社現代新書

				マザー・テレサ　あふれる愛		沖守弘／〔著〕		講談社文庫

				イエスを愛した女マザー・テレサ　「聖女」の真実		アンセルモ・マタイス		現代書林

		ＤＶ		Ｑ＆Ａドメスティックバイオレンス児童・高齢者虐待対応の実務		富永忠祐／編集		新日本法規出版

				性同一性障害の社会学		佐倉智美		現代書館

				女と男　男も考える性差別の現在		熊田亘		ほるぷ出版

				Ｑ＆Ａ　ＤＶってなに？　この１冊でドメスティック・バイオレンスまるわかり		番敦子　中山洋子　根本真美子		明石書店

				よくわかるＤＶ被害者への理解と支援　
対応の基本から法制度まで現場で役立つガイドライン		石井朝子／編著　石本宗子／〔ほか著〕		明石書店

				知っていますか？スクール・セクシュアル・ハラスメント一問一答		亀井明子／編著		解放出版社

				リストカット症候群から卒業したい人たちへ　ストップ・ザ・カッティング　マンガ		たなかみる		星和書店

				知っていますか？ドメスティック・バイオレンス一問一答　夫・恋人からの暴力　　第４版		日本ＤＶ防止・情報センター／編著		解放出版社

				デートＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）
　愛か暴力か、見抜く力があなたを救う		遠藤智子		ベストセラーズ

				性的マイノリティの基礎知識		ヴァネッサ・ベアード／著　町口哲生／訳		作品社

				デートレイプってなに？　知りあいからの性的暴力		アンドレア　パロット／著　村瀬幸浩／監修　富永星／訳		大月書店

				１４歳のカミングアウト　性同一性障害を乗り越えて		三峰有生		ポプラ社

				愛する、愛される　デートＤＶをなくす・若者のためのレッスン７		山口のり子		梨の木舎

				沈黙をやぶって　
子ども時代に性暴力を受けた女性たちの証言＋心を癒す教本		森田ゆり／編著		築地書館

				それ、恋愛じゃなくてＤＶです		滝田信之		ＷＡＶＥ出版

		生殖 セイショク		さらば、悲しみの性　産婦人科医の診察室から		河野美代子		高文研

				ティーンズの生理＆からだ＆ココロの本　
娘に伝えたい　気になる疑問・不安にドクターがホントのことを答えます！　		対馬ルリ子　種部恭子　吉野一枝		かもがわ出版

				娘たちの性＠思春期外来		生活人新書　		ＮＨＫ出版

		からだ		Ｗｏｍａｎ女性のからだの不思議　上、下 ゲ		ナタリー・アンジェ／著　中村桂子／訳　桃井緑美子／訳		綜合社

				かわいいうんち		寺門琢己		ぴあ

		エイズ		中学＆高校生エイズと性を学ぶ　「性」と「生」をつなげて		武田聖／〔ほか〕共著		農山漁村文化協会

				知っていますか？ＡＩＤＳと人権一問一答		屋鋪恭一　鮎川葉子		解放出版社

		職業問題 ショクギョウモンダイ		珍獣ハンターイモトの動物図鑑　世界の果てまでイッテＱ！				日本テレビ放送網

		スポーツ		女はなぜ土俵にあがれないのか		内館牧子		幻冬舎新書

				目でみる女性スポーツ白書		井谷惠子／編著　田原淳子／編著　来田享子／編著		大修館書店

				女性スポーツの社会学		江刺正吾		不昧堂出版

				女性スポーツの医学		目崎登		文光堂

				女子マネージャーの誕生とメディア　スポーツ文化におけるジェンダー形成		高井昌吏		ミネルヴァ書房

				フェミニズム・スポーツ・身体		アン・ホール／著　飯田貴子／監訳　吉川康夫／監訳		世界思想社

		結婚 ケッコン		差別のなかの女性　底辺を歩いた母たち		八木晃介		三一新書

				「婚活」時代		山田昌弘／〔著〕　白河桃子／〔著〕		ディスカヴァー・トゥエンティワン

				ザ・ママの研究		信田さよ子		理論社





老人と人権

		テーマ		書名 ショメイ		著者名 チョシャメイ		出版社名 シュッパンシャメイ

		医療 イリョウ		老年の心と健康		奈倉道隆		ミネルヴァ書房

				福祉が変わる医療が変わる　日本を変えようとした７０の社説＋α		朝日新聞論説委員室／編著　大熊由紀子／編著		ぶどう社

		孤立 コリツ		ひとり誰にも看取られず　激増する孤独死とその防止策		ＮＨＫスペシャル取材班　佐々木とく子		阪急コミュニケーションズ

		悪徳商法 アクトクショウホウ		悪質商法のすごい手口　ここまで巧妙ならみんなだまされる！　知っておきたい被害の実態と対処法		国民生活センター／監修		徳間書店

				警察のしくみ：図解雑学－絵と文章でわかりやすい！－		北芝健／監修		ナツメ社

		情報 ジョウホウ		熟年のための法律入門　相続・遺言から成年後見制度まで：高齢社会の手引き		渥美雅子		岩波書店

				知っていますか？個人情報と人権一問一答　第２版		白石孝		解放出版社

				プライバシーと高度情報化社会		堀部政男		岩波新書　新赤版　１４

				知っておきたい情報社会の安全知識		坂井修一		岩波ジュニア新書　６４９

		あそび		あやとり全書　ひとりあやとり　ふたりあやとり　ひもあそび		武内元代／編		池田書店

				ボランティア入門ハンドブック　ボランティアとは意思する人である		鏑木孝昭		オーエス出版

				ことわざで遊ぶいろはかるた　日本のことば		時田昌瑞		世界文化社　ほたるの本

				シリーズ子どもとつくる　６：伝承おもちゃをつくる		大賀弘章		大月書店

				シリーズ子どもとつくる　３５：紙パックでつくる		芳賀哲		大月書店

		行政 ギョウセイ		シリーズ福祉のこころ　１：福祉のこころ		一番ケ瀬康子／編　河畠修／編		旬報社

				福祉ってなんだ		古川孝順		岩波ジュニア新書　５８３

				池上彰の社会科教室　２：こんなに身近な政治		池上彰		帝国書院

		年金 ネンキン		図解わかる年金　国民年金　厚生年金保険　共済組合　２０１１－２０１２年版		中尾幸村　中尾孝子		新星出版社

		社会とのかかわり シャカイ		知っていますか？高齢者の人権一問一答		「知っていますか？高齢者の人権一問一答」編集委員会／編		解放出版社

				はじめの一歩　労働法のことならこの１冊　改訂６版		河野順一		自由国民社　

		孤食 コショク		変わる家族変わる食卓　真実に破壊されるマーケティング常識		岩村暢子		中公文庫

		バリアフリー		まちづくりとコミュニティワーク		内田雄造／編著		部落解放・人権研究所

				高齢者も楽しい車椅子でできる健康体操＆レク　機能回復に役立ち、毎日無理なくできる！		原田律子／編著		いかだ社　亀は万年ブックス

				居住福祉		早川和男		岩波新書　新赤版　５２７

				しっかりしろ！！日本のバリアフリー　共生（活）感を大切に		斉場三十四		中央法規出版

		生活 セイカツ		熟年のための法律入門　相続・遺言から成年後見制度まで：高齢社会の手引き		渥美雅子		岩波書店

				高齢社会の経済図説　社会は変わる　１：高齢化社会とは　人口・経済		宮崎勇／著　川名英子／著　石川和夫／図		岩波書店

				高齢社会の経済図説　社会は変わる　２：人生８０年へ　家計・就業		宮崎勇／著　川名英子／著　石川和夫／図		岩波書店

				高齢社会の経済図説　社会は変わる　３：敬老とは　家族・健康		宮崎勇／著　川名英子／著　石川和夫／図		岩波書店

				高齢社会の経済図説　社会は変わる　４：かけがえのない人生　余暇・地域		宮崎勇／著　川名英子／著　石川和夫／図		岩波書店

				高齢者は暮らしていけない　現場からの報告		結城康博／編著　嘉山隆司／編著		岩波書店

				オケ老人！		荒木源		小学館文庫　あ１９－３

				科学者からの手紙　６：老いを考える		香原志勢／文　古川タク／絵		ほるぷ出版

				老人を見つめる		岡村重夫		ミネルヴァ書房　ＯＰ叢書　２

				生活保障　排除しない社会へ		宮本太郎		岩波新書　新赤版　１２１６

				日本型高齢化社会　ソフト・ランディングへの提言		松原治郎／編		有斐閣選書　６６９

				少子高齢社会の基礎知識　新図表でわかる		エイジング総合研究センター／編著		中央法規出版

		認知症 ニンチショウ		よりみちパン！セ　２５：おばあちゃんが、ぼけた。		村瀬孝生／著　１００％ＯＲＡＮＧＥ／装画・挿画		理論社

				ボケの原因を探る		黒田洋一郎		岩波新書　新赤版　２５５

				認知症とは何か		小沢勲		岩波新書　新赤版　９４２

				アルツハイマー病		黒田洋一郎		岩波新書　新赤版　５６１

				痴呆を生きるということ		小沢勲		岩波新書　新赤版　８４７

				ボケずに生きる　こころの寿命「精神余命」はいつまで延ばせるか		牛久保行男		ソニー・マガジンズ

		ホーム		特別養護老人ホーム幻月苑		阿比聖介		雲母書房

				特養ホームが変わる、特養ホームを変える　第２版：高齢社会の手引き		本間郁子		岩波書店

		死 シ		お墓がないと死ねませんか		安田睦彦／〔著〕		岩波ブックレット　Ｎｏ．２６２

				さよならエルマおばあさん　写真絵本		大塚敦子／写真・文		小学館

				山谷でホスピスやってます。　「きぼうのいえ」、涙と笑いの８年間		山本雅基		実業之日本社　じっぴコンパクト新書　０５２

				変わるお葬式、消えるお墓　新版：高齢社会の手引き		小谷みどり		岩波書店

				やっぱりわが家で暮らしたい　老いても自立できる住まいづくり：高齢社会の手引き		夏目幸子		岩波書店

		老化 ロウカ		ぼくに「老後」がくる前に　老人体験レポート		永井明		飛鳥新社

				老化とは何か		今堀和友		岩波新書　新赤版　２９７

				老いと健康		吉川政己		岩波新書　新赤版　１４０

				老化の原点をさぐる		鈴木【ケン】之		裳華房　ポピュラーサイエンス





労働と人権

		テーマ		書名 ショメイ		著者名 チョシャメイ		出版社名 シュッパンシャメイ

		労働と人権 ロウドウジンケン		労働白書				労働省 ロウドウショウ

				働くってなにがいいんですか ハタラ		Ｍｙｃｏｍ　ｍｏｏｋ		毎日コニュにケーションズ マイニチ

		就職難 シュウショクナン		ルポ　若者ホームレス ワカモノ		飯島裕子 イイジマユウコ		筑摩書房 チクマショボウ

				就職迷子の若者たち シュウショクマイゴワカモノ		小島貴子 コジマタカコ		集英社 シュウエイシャ

				自分に適した仕事がないと思ったら読む本 ジブンテキシゴトオモヨホン		福澤徹三 フクザワトオルサン		幻冬舎 ゲントウシャ

		パワーハラスメント		パワーハラスメントなんでも相談 ソウダン		金子雅臣 カネコマサオミ		日本評論社 ニホンヒョウロンシャ

		労働組合 ロウドウクミアイ		蟹工船 カニコウセン		小林多喜二 コバヤシタキジ		角川書店 カドカワショテン

				労働基本権　労働組合を考え直す ロウドウキホンケンロウドウクミアイカンガナオ		花見忠 ハナミタダシ		中央公論社 チュウオウコウロンシャ

		セクハラ		職場いじめ ショクバ		金子雅臣 カネコマサオミ		平凡社 ヘイボンシャ

				セクシャルハラスメント一問一答 イチトイチコタ		養父知美 ヤブシビ		解放出版 カイホウシュッパン

		いじめ		いじめと人権 ジンケン		小松茂朗 コマツシゲロウ		泰流社 ヤスシナガシャ

				わたしの妹 イモウト		松谷みよこ マツタニ		階成社 カイシゲルシャ

		労働基本法 ロウドウキホンホウ		知っていおきたい働く時のﾙｰﾙと権利 シハタラトキケンリ		旗智優子 ハタトモユウコ		ぺりかん社 シャ

				はじめの一歩　労働法のことならこの１冊 イッポロウドウホウサツ				自由国民社 ジユウコクミンシャ

				人材派遣のことならこの１冊 ジンザイハケンサツ		岡田良則 オカダヨノリ		自由国民社 ジユウコクミンシャ

				わかりやすい労働基本法 ロウドウキホンホウ				自由国民社 ジユウコクミンシャ

				雇用破戒最前線　雇い止め　派遣切り コヨウハカイサイゼンセンヤトドハケンキ		中野麻美 ナカノアサミ		岩波ブックレット イワナミ

				ガイドブック労働者派遣法 ロウドウシャハケンホウ		高橋保 タカハシタモツ		法学書院 ホウガクショイン

		障害者 ショウガイシャ		障害者はいま ショウガイシャ		大野智也 オオノトモヤ		岩波新書 イワナミシンショ

		賃金格差 チンギンカクサ		解雇　雇止め カイコヤトイド		丸尾拓養 マルオヒラクオサム		労務行政 ロウムギョウセイ

				貧困の現場 ヒンコンゲンバ		東海林智 ショウジサトシ		毎日新聞社 マイニチシンブンシャ

				年齢差別 ネンレイサベツ		玄幡まみ ゲンハタ		岩波ブックレット イワナミ

		ボランティア		国際ボランティアをめざす人へ コクサイヒト		横山和子 ヨコヤマカズコ		岩波ブックレット イワナミ

				ボランティア入門ハンドブック ニュウモン		鏑木孝昭		オーエス出版 シュッパン

		夢の実現 ユメジツゲン		アスリートの夢　 ユメ		日本ドリームプロジェクト ニホン		いろは出版 シュッパン

		労働災害 ロウドウサイガイ		放射線と健康 ホウシャセンケンコウ		舘野之男		岩波新書 イワナミシンショ

		高齢者 コウレイシャ		年金を問う ネンキント		保坂展人		岩波ブックレット イワナミ

				高齢者と福祉 コウレイシャフクシ		副田あけみ		日本図書センター ニホントショ

		女性 ジョセイ		私はトランスジェンダー ワタシ		宮崎留美子 ミヤザキルミコ		わおらいん

				ワーキングママの時間管理 ジカンカンリ		ワクママ		阪急コミュニケーションズ ハンキュウ

				Ｑ＆Ａ女性と労働１１０番 ジョセイロウドウバン		職場の女性権利を守るために ショクバジョセイケンリマモ		民事法研究会 ミンジホウケンキュウカイ

				賃金の男女差別是正をめざして チンギンダンジョサベツゼセイ		中島通子		岩波ブックレット イワナミ

				ジェンダー		加藤秀一 カトウシュウイチ		ナツメ社 シャ

				男女共同参画の時代 ダンジョキョウドウサンカクジダイ		鹿嶋敬		岩波新書 イワナミシンショ

				雇用平等の最前線 コヨウビョウドウサイゼンセン		女性労働問題研究会		岩波ブックレット イワナミ

		野球ドラフト ヤキュウ		イチロー物語 モノガタリ		佐藤健 サトウケン		毎日新聞社 マイニチシンブンシャ

		ニート		フリーター・ニートになる前に読む本 マエヨホン		鳥居徹也 トリイトオルヤ		三笠書房 ミカサショボウ

				フリーター家を買う イエカ		有川浩 アリカワヒロ		幻冬舎 ゲントウシャ

				ニートって言うな！ イ		本田由紀 ホンデンユキ		光文社 ヒカブンシャ

				希望のニート キボウ		二神能基 ニカミノウモト		東洋経済 トウヨウケイザイ

		職業選択 ショクギョウセンタク		自分に適した仕事がないと思ったら読む本 ジブンテキシゴトオモヨホン		福澤徹三 フクザワトオルサン		幻冬舎 ゲントウシャ

				神去なあなあ日常 カミサニチジョウ		三浦しをん ミウラ		徳間書店 トクマショテン

				食堂かたつむり ショクドウ		小川糸 オガワイト		ポプラ社 シャ

				ふむふむおしえてお仕事 シゴト		三浦しをん ミウラ		新潮社 シンチョウシャ

				ディズニーランドが教えてくれたみんなが笑顔で働く習慣 オシエガオハタラシュウカン		石坂秀己 イシザカヒデミ		こう書房 ショボウ

				やりたい仕事がある！ シゴト		池上彰 イケガミアキラ		小学館 ショウガクカン

		外国人 ガイコクジン		外国労働者と日本 ガイコクロウドウシャニホン		江橋崇		岩波ブックレット イワナミ

				ストリートチルドレン		工藤律子 クドウリツコ		岩波ジュニア新書 イワナミシンショ

				ルポ　戦場出稼ぎ労働者 センジョウデカセロウドウシャ		安田順平 ヤスダジュンタイ		集英社 シュウエイシャ

		雇用問題 コヨウモンダイ		自分に適した仕事がないと思ったら読む本 ジブンテキシゴトオモヨホン		福澤徹三 フクザワトオルサン		幻冬舎 ゲントウシャ

				はじめの一歩　人材派遣のことならこの１冊 イッポジンザイハケンサツ				自由国民社 ジユウコクミンシャ

				わたし８歳カカオ畑で働きつづけて サイハタケハタラ		岩附由香		合同出版 ゴウドウシュッパン

				男女共同参画の時代 ダンジョキョウドウサンカクジダイ		鹿嶋敬		岩波書店 イワナミショテン

				生活保障 セイカツホショウ		宮本太郎 ミヤモトタロウ		岩波書店 イワナミショテン

		定年制 テイネンセイ		よくわかる継続雇用制度 ケイゾクコヨウセイド		川端重夫		日本実業出版社 ニホンジツギョウシュッパンシャ

		芸能界 ゲイノウカイ		お笑い芸人就職読本 ワラゲイニンシュウショクドクホン		増田晶文 マスダアキフミ		草思社 クサオモシャ

				ＹＯＵ！		五十嵐貴久 イガラシタカヒサ		双葉社 フタバシャ





いじめと人権

		テーマ		書名 ショメイ		著者名 チョシャメイ		出版社名 シュッパンシャメイ

		いじめと人権 ジンケン		知っていますか？人権教育一問一答 シジンケンキョウイクイチモンイットウ		森実 モリミノ		解放出版社 カイホウシュッパンシャ

				しらんぷり		梅田俊　佳子 ウメダシュンヨシコ		ポプラ社 シャ

				猫の事務所 ネコジムショ		宮澤賢治 ミヤザワケンジ		偕成社 カイセイシャ

				いじめを考える カンガ		なだいなだ		岩波ジュニア新書 イワナミシンショ

		心理 シンリ		友だちをいじめる子どもの心がわかる本 トモコココロホン		原田正文 ハラダマサフミ		講談社 コウダンシャ

				いじめを考える・家庭崩壊・自律神経失調症・そして今 カンガカテイホウカイジリツシンケイシッチョウショウイマ		いずみ加奈 カナ		文芸社ビジュアルアート ブンゲイシャ

				いじめの心理構造を解く シンリコウゾウト		吉田脩二 ヨシダシュウジ		高文社 コウブンシャ

				安心して落ち込める本 アンシンオコホン		徳永京子 トクナガキョウコ		サンマーク出版 シュッパン

				不登校セラピー　 フトウコウ		新井てるかず アライ		大月書店

				死ななくてよかった シ		豪濠太郎 ゴウゴウタロウ		文芸社 ブンゲイシャ

				こども・からだ・こころBOOK　気まずい　いじめた！いじめられた キ		ちいさい・おおきい・よわい・つよいシリーズ		ジャパンマーシスト

		差別 サベツ		百まいのドレス ヒャク		エレナー・エスティス／著　石井桃子／訳 チョイシイモモコヤク		岩波書店 イワナミショテン

				席を立たなかったクローデッド セキタ		フィリップ・フース		汐文社 シオブンシャ

				在日コリアンに権利としての日本国籍を ザイニチケンリニッポンコクセキ		佐々木てる ササキ		明石書店

				被差別の食卓 ヒサベツショクタク		上原善広 ウエハラヨシヒロ		新潮社（新書） シンチョウシャシンショ

		個性 コセイ		ええやん　そのままで		ドット・パール		エルくらぶ

				いい子じゃなきゃいけないの？ コ		香山リカ カヤマ		ちくまプリマー新書 シンショ

		孤独 コドク		わたしのいもうと		松谷みよ子 マツタニコ		偕成社 カイセイシャ

				「準」ひきこ森 ジュンモリ		樋口康彦 ヒグチヤスヒコ		講談社 コウダンシャ

		人間関係 ニンゲンカンケイ		友だちいないと不安だ症候群につける薬 トモフアンショウコウグンクスリ		斎藤孝 サイトウタカシ		朝日新聞社 アサヒシンブンシャ

				大人も知らない本当の友だちのつくり方 オトナシホントウトモカタ		松本啓子 マツモトケイコ		講談社 コウダンシャ

				自分をまもる本 ジブンホン		ローズマリー・ストーンズ		晶文社 ショウブンシャ

		セクハラ		女と男これまで、これから　ジェンダー・フリーの絵本　４  オンナオトコ		中嶋みさき ナカジマ		大月書店

				男女共同賛画の時代 ダンジョキョウドウサンガジダイ		鹿嶋敬 カシマケイ		岩波新書 イワナミシンショ

		ケータイ		ケータイ世界の子どもたち セカイコ		藤川大祐 フジカワダイスケ		講談社現代新書 コウダンシャゲンダイシンショ

				学校裏サイト ガッコウウラ		渋井哲也 シブイテツヤ		晋遊舎ブラック新書 アソシャシンショ

				ネット王子とケータイ姫 オウジヒメ		香山リカ カヤマ		中公クラレ チュウコウ

				「ケータイ時代」を生きるきみへ ジダイイ		尾木直樹 オギナオキ		岩波ジュニア新書 イワナミシンショ

				ケータイを持ったサル モ		正高信男 マサタカノブオ		中公新書 チュウコウシンショ

		学校生活 ガッコウセイカツ		いじめと不登校 フトウコウ		河合隼雄 カワイハヤブサオ		新潮文庫 シンチョウブンコ

				学校は死に場所じゃない ガッコウシバショ		藤井誠二 フジイセイジ		ブックマン社 シャ

				なぜ　若者はトイレで「ひとりランチ」をするのか ワカモノ		和田秀樹 ワダヒデキ		祥伝社

				子ども格差　 コカクサ		尾木直樹 オギナオキ		角川ONEテーマ21 カドカワ

				ナイフ		重松清 シゲマツキヨシ		新潮社

		障がい サワ		知ってますか？どもりと向きあう一問一答 シムイチモンイットウ		伊藤伸二 イトウシンジ		解放出版社 カイホウシュッパンシャ

				さっちゃんのまほうのて				偕成社

		ジャンダー		女が少年だったころ オンナショウネン		佐倉智美 サクラトモミ		作品社 サクヒンシャ

				女子高生になれなかった少年 ジョシコウセイショウネン		佐倉智美 サクラトモミ		青弓社 アオユミシャ

				わたし男子校出身です ダンシコウシュッシン		椿姫綾菜 ツバキヒメアヤナ		ポプラ社 シャ

				性同一性障害って何？ セイドウイツセイショウガイナニ				緑風出版 ミドリカゼシュッパン

				子どもの人権と学校 コジンケンガッコウ		子どもの人権と体罰研究会 コジンケンタイバツケンキュウカイ		草土文化 クサツチブンカ

		パワハラ		新卒はツラいよ シンソツ		きたみりゅうじ		幻冬舎

				職場のいじめ・パワハラと法対策 ショクバホウタイサク		水谷英夫 ミズタニエイオット		民事法研究会

		暴力 ボウリョク		普通の子がふるう暴力 フツウコボウリョク		松原達哉 マツバラタツヤ		教育開発研究所 キョウイクカイハツケンキュウショ

				それって恋愛じゃなくDVです レンアイ		瀧田信之 タキタノブノ		WAVE出版 シュッパン

				Q&A　DVってなに？				明石書店 アカシショテン

				ドメステック・バイオレンス　愛が暴力に アイボウリョク		森田ゆり モリタ		小学館文庫 ショウガクカンブンコ

				わかってほしい		MOMO		クレヨンハウス

				暴力・虐待・ハラスメント ボウリョクギャクタイ		藤本修 フジモトオサム		ナカニシ出版 シュッパン

				少年犯罪と向きあう ショウネンハンザイム		石井小夜子 イシイサヨコ		岩波書店 イワナミショテン

		介護 カイゴ		介護のきほんがわかる本 カイゴホン				池田書店 イケダショテン

				人権と介護 ジンケンカイゴ		丹波史紀　石倉康次 タンバシキイシクラヤスジ		地域人権ネット

				介護現場はなぜ辛いのか カイゴゲンバツラ		本岡類 モトオカルイ		新潮社

				遠距離介護 エンキョリカイゴ		太田差恵子 オオタサメグコ		岩波ブックレット　

				介護・福祉のことがわかる事典 カイゴフクシジテン		コミュニティケア・プロジェクト		日本実業出版社

				「みかんの島」の介護日記 トウカイゴニッキ		山口放送 ヤマグチホウソウ		ワニ・プラス

				男性ヘルパーという仕事 ダンセイシゴト		山口道宏 ヤマクチミチヒロ		現代書館

				介護入門 カイゴニュウモン		モブノリオ		文藝春秋

		ネット環境 カンキョウ		大人が知らないネットいじめの真実 オトナシシンジツ		渡辺真由子 ワタナベマユコ		ミネルヴァ書房 ショボウ

				大人の知らない子どもたち オトナシコ		今一生 イマイッセイ		学事出版 ガクジシュッパン

				「インターネットと人権」を考える ジンケンカンガ		部落解放人権研究所 ブラクカイホウジンケンケンキュウショ		解放出版社 カイホウシュッパンシャ

				ネットいじめ		加納寛子 カノウヒロコ		ぎょうせい

				インターネット自由自在 ジユウジザイ		石田晴久 イシダハルヒサ		岩波新書 イワナミシンショ

		コミュニケーション		母と子のことば世界 ハハコセカイ		阿坂卯一郎 アサカウイチロウ		灯台ブックス トウダイ

				アスペルガー症候群のおともだち２　発達と障害を考える本 ショウコウグンハッタツショウガイカンガホン		内山登紀夫 ウチヤマトキオ		ミネルヴァ書房

				自分の気持ちをきちんと伝える技術「 ジブンキモツタギジュツ		平木典子 ヒラキノリコ		PHP





セクシャリティと人権

		テーマ		書名 ショメイ		著者名 チョシャメイ		出版社名 シュッパンシャメイ

		ジェンダー		ちょっと変じゃない?―「女らしさ」「男らしさ」ってなんだろう  ヘン		青木やよい アオキ		小峰書房 コミネショボウ

				オンナらしさ入門 ニュウモン		小倉千加子 オグラチカコ		理論社 リロンシャ

				ジェンダー（図解雑学）		加藤秀一　海老原暁子　石田仁 カトウシュウイチ		ナツメ社 シャ

		いじめ		14歳のカミングアウト―性同一性障害を乗り越えて  サイ		三峰有生		ポプラ社 シャ

		多様な性 タヨウセイ		NHK「ハートをつなごう」LGBT BOOK		石田衣良　ソニン　杉山文野　茂木健一郎　リリー・フランキー　ピーコ　竹内佐千子　針間克己　平田俊明　NHK「ハートをつなごう」制作班／監修		太田出版

				多様な「性」がわかる本		伊藤悟　虎井まさ衛		高文研

		セクシャルハラスメント		セクシャルハラスメントとどう向き合うか ムア		落合恵子　吉武輝子 オチアイケイコ		岩波書店(ブックレット） イワナミショテン

		医学的性転換手術 イガクテキセイテンカンシュジュツ		わたし男子校出身です ダンシコウシュッシン		椿姫彩菜		ポプラ社 シャ

		パワハラ		パワーハラスメント なぜ起こる？どう防ぐ？ オフセ		金子雅臣		岩波書店(ブックレット） イワナミショテン

		同性愛 ドウセイアイ		性同一性障害の社会学 セイドウイツセイショウガイシャカイガク		佐倉智美		現代書館

		性同一性障害 セイドウイツセイショウガイ		性同一性障害と戸籍―性別変更と特例法を考える (プロブレムQ&A)		針間克己　大島俊之　野宮亜紀　虎井まさ衛		緑風出版

		家庭内暴力 カテイナイボウリョク		暴力家族で育ったあなたへ ボウリョクカゾクソダ		斉藤学　日本トラウマサバイバーズユニオン／編 サイトウマナヘン		解放出版社

				暴力・虐待・ハラスメント―人はなぜ暴力をふるうのか		藤本修　東牧子　荒賀文子　角典哲		ナカニシヤ出版

		結婚 ケッコン		Search きみがいた―GID(性同一性障害)ふたりの結婚		平安名祐生　平安名恵		徳間書店

		人物 ジンブツ		女子高生になれなかった少年―ある性同一性障害者の青春時代  ジョシコウセイショウネン		佐倉智美		青弓社

				性同一性障害って何?―一人一人の性のありようを大切にするために (プロブレムQ&A)		野宮亜紀　針間克己　大島俊之　原科孝雄　虎井まさ衛　内島豊		緑風出版

				女が少年だったころ―ある性同一性障害者の少年時代 オンナショウネン		佐倉智美		作品社

				変な子と呼ばれて ヘンコヨ		吉永みち子		筑摩書房(プリマー新書） チクマショボウシンショ

		法律 ホウリツ		男と女の結びつき 現代家庭の法律読本・家庭は変わる １  オトコオンナムス		渡辺洋三		岩波書店

				図解雑学Ｑ＆Ａ 知って得する民法		萩谷雅和　松江協子　渡辺一成／【著】		ナツメ社

		男女差別 ダンジョサベツ		女と男―男も考える性差別の現在 (ほるぷ150ブックス)		熊田亘		ほるぷ出版

		女性問題 ジョセイモンダイ		世界中から人身売買がなくならないのはなぜ セカイジュウジンシンバイバイ		小島優　原由利子		合同出版

				国語辞典にみる女性差別 コクゴジテンジョセイサベツ		ことばと女を考える会／編 ヘン		三一書房		新書 シンショ

				差別のなかの女性―底辺を歩いた母たち		八木晃介		三一書房		新書 シンショ

		女性史 ジョセイシ		日本女性史 新版  ニホンジョセイシ		井上清 イノウエキヨシ		三一書房		新書 シンショ

		モラルハラスメント		Ｑ＆Ａ モラルハラスメント		橋本智子　谷本惠美　矢田りつ子　熊谷早智子		明石書房 アカシショボウ

		ＤＶ		エッチのまわりにあるもの―保健室の社会学―		すぎむらなおみ		解放出版社

				ドメスティック・バイオレンス―男性加害者の暴力克服の試み		草柳和之 ソウヤギカズノリ		岩波書店(ブックレット） イワナミショテン

				女性の権利 ーハンドブック女性差別撤廃条約  ジョセイケンリ		赤松良子／監修　国際女性の地位協会／編 アカマツリョウコカンシュウコクサイジョセイチイキョウカイヘン		岩波書店(ジュニア新書 )  イワナミショテン

				Ｑ＆Ａ ＤＶってなに？		番敦子　根本真美子　中山洋子		明石書店

		上野千鶴子 ウエノチズコ		家父長制と資本制―マルクス主義フェミニズ… カフチョウセイシホンセイ		上野千鶴子 ウエノチズコ		岩波書店

				東大で上野千鶴子にケンカを学ぶ		遥洋子 ハルヨウコ		筑摩書房 チクマショボウ

		デイトＤＶ		それ恋愛じゃなくてＤＶです レンアイ		瀧田信之 タキタノブユキ		WAVE出版

				デートレイプってなに?―知りあいからの性的暴力		アンドレア・パロット		大月書店 オオツキショテン

				デートDV 愛か暴力か、見抜く力があなたを救う		遠藤智子 エンドウトモコ		ＫＫベストセラーズ

		虐待 ギャクタイ		新・子どもの虐待―生きる力が侵されるとき  シン		森田ゆり モリタ		岩波書店（ブックレット）

				沈黙をやぶって―子ども時代に性暴力を受け... 心を癒す教本(ヒーリングマニュアル)  チンモク		森田ゆり モリタ		築地書館 ツキジショカン

		クイヤ		共感する女脳 システム化する男脳 キョウカンオンナノウカオトコノウ		伊田広行　堀口悦子　石橋富士子		大月書店

				脳が決める男と女―性の起源とジェンダー・アイデンティティ  ノウキオトコオンナ		サイモン・ルベイ		文光堂

				話を聞かない男、地図が読めない女 ハナシキオトコチズヨオンナ		アラン・ピ－ズ　バ－バラ・ピ－ズ		主婦の友社

		外国の結婚 ガイコクケッコン		切除されて セツジョ		キャディ・コイタ		ヴィレッジブックス

				砂漠の女ディリー サバクオンナ		ワリス・ディリー		草思社

				私はノジュオド、10歳で離婚 ワタシサイリコン		ノジュオド・アリ　デルフィヌ・ミヌイ		河出書房新社

				いろんな国、いろんな生き方 クニイカタ		伊田広行　堀口悦子　石橋富士子		大月書店

				メンデ 奴隷にされた少女 ドレイショウジョ		メンデ・ナーゼル　ダミアン・ルイス		ソニーマガジンズ

		ハラスメント		知ってますか？スクール・セクシャル・ハウスメント一問一答 シイチモンイットウ		養父知美　牟田和恵		解放出版社

				知ってますか？セクシャル・ハウスメント一問一答 シイチモンイットウ		亀井明子		解放出版社

		性的マイノリティ セイテキ		セクシャルマイノリティ―同性愛、性同一性障害、インターセックスの当事者が語る人間の多様な性		池田久美子　木村一紀　高取昌二　宮崎留美子		明石書店

				性的マイノリティの基礎知識 セイテキ		ヴァネッサ・ベアード　町口哲生		町口 哲生





障がい者と人権

		テーマ		書名 ショメイ		著者名 チョシャメイ		出版社名 シュッパンシャメイ

		精神 セイシン		しっていますか？　精神障害者問題 セイシンショウガイシャモンダイ				解放出版社 カイホウシュッパンシャ

		羊水検査 ヨウスイケンサ		あなたを産んでよかった ウ				扶桑社 フソウシャ

		ユニバーサル		みんながつかうたてものだから				偕成社 カイセイシャ

		ボランティア		知っていますか？ボランティアと人権 シジンケン				解放出版社 カイホウシュッパンシャ

				幸せを届けるボランティア不幸を招くボランティア シアワトドフコウマネ		田中　優 タナカユウ		河出書房新社 カワデショボウシンシャ

				なるにはBooksシリーズ		＊		ペリカン社 シャ

				まるごとガイドシリーズ
社会福祉士丸ごとガイド シャカイフクシシマル		日本社会福祉士会 ニホンシャカイフクシシカイ		ミネルヴァ書房 ショボウ

		生活 セイカツ		福祉サービスの基礎知識 フクシキソチシキ		三浦　文夫 ミウラフミオ		自由国民社 ジユウコクミンシャ

				問題てんこもり　障害者自立支援法 モンダイショウガイシャジリツシエンホウ				解放出版社 カイホウシュッパンシャ

				図解わかる年金　国民年金　厚生年金保険　共済組合 ズカイネンキンコクミンネンキンコウセイネンキンホケンキョウサイクミアイ				新星出版社 シンセイシュッパンシャ

				子どもが育つ条件－家族心理学から考える コソダジョウケンカゾクシンリガクカンガ		柏木　恵子 カシワギケイコ		岩波書店（岩波新書） イワナミショテン

				障害児者へのサポートガイド ショウガイジシャ		新井　英靖 アライヒデヤス		中央法規出版 チュウオウホウキシュッパン

		聴覚 チョウカク		写真と絵でおぼえる手話 シャシンエシュワ		田中　清 タナカキヨシ		西東社 ニシヒガシシャ

				ノッポさんのはじめての手話 シュワ		高見　映　他 タカミエイタ		丸善メイツ マルゼン

		聴導犬 チョウドウケン		犬がくれた音　聴導犬誕生物語 イヌオトチョウドウケンタンジョウモノガタリ		高橋　うらら タカハシ		金の星社 キンホシシャ

				捨て犬　みかんとポチ　聴導犬ものがたり スイヌチョウドウケン		有馬　もと アリマ		佼成出版社 コウセイシュッパンシャ

		視覚 シカク		視界良好―先天性全盲の私が生活している世界 シカイリョウコウ		河野　泰弘 カワノヤスヒロ		北大路書房 キタオオジショボウ

		盲導犬 モウドウケン		盲導犬「サクラ」の仲間たち モウドウケンナカマ		船越　健之輔 フナコシケンノスケ		東京書籍 トウキョウショセキ

				Ｑ＆Ａ盲導犬―ともに暮らし、ともに歩き、広がる社会 モウドウケン		松井　進 マツイススム		明石書店 アカシショテン

				アシスタントドッグ		有馬　もと アリマ		大月書店 オオツキショテン

				動物のお医者さんになりたい ドウブツイシャ		石井　万寿美 イシイマンヒロミ		コモンヒルズ

		パピーウォーカー		パピーウォーカー		石黒　謙吾		文芸春秋 ブンゲイシュンジュウ

		点字 テンジ		点字で書いたラブレター テンジカ		こどもくらぶ		同友館 ドウトモカン

				点字であそぼう テンジ		田中　ひろし タナカ		同友館 ドウトモカン

		介助犬 カイジョケン		100歳になった介助犬 サイカイジョケン		高柳　友子 タカヤナギトモコ		ポプラ社 シャ

				介助犬 カイジョケン		高柳　友子 タカヤナギトモコ		角川書店 カドカワショテン

		義肢 ギシ		500人の町で生まれた世界企業
義肢装具メーカー「中村ブレイス」の仕事 ニンマチウセカイキギョウギシソウグナカムラシゴト		千葉　望 チバノゾ		武田ランダムハウスジャパン

				よみがえるおっぱい		千葉　望 チバノゾ		ランダムハウス講談社

		肢体 シタイ		さっちゃんのまほうのて		田畑　精一　他 タバタセイイチタ		偕成社 カイセイシャ

		共生 キョウセイ		だれかふつうを教えてくれ！ オシ		倉本智明 クラモトトモアキ		理論社 リロンシャ

		車いす クルマ		車椅子バスケットのＪリーガー クルマイス		京谷　和幸
京谷　陽子		主婦の友社 シュフトモシャ

				人生はリハビリテーションだ ジンセイ		福辺　節子 フクベセツコ		教育史料出版会 キョウイクシリョウシュッパンカイ

		パラリンピック		車椅子バスケットのＪリーガー
―４度目のパラリンピック日本代表選手を目指して クルマイス		京谷　和幸
京谷　陽子		主婦の友社 シュフトモシャ

				共に生きる－障害者のスポーツを通して トモイショウガイシャツウ		高橋　明 タカハシアキラ		文芸社 ブンゲイシャ

				夢を跳ぶ―パラリンピック・アスリートの挑戦 ユメト		佐藤　真海		岩波書店（岩波ジュニア新書） イワナミショテン

		スポーツ		障害者スポーツの世界 ショウガイシャセカイ		藤田　紀昭 フジタノリアキ		角川学芸出版 カドカワガクゲイシュッパン

				リアル　(車いすバスケットを描いたマンガ) クルマエガ		井上　雄彦 イノウエユウヒコ		集英社 シュウエイシャ

		ダウン症 ショウ		天使の招待　ダウン症の書家 テンシショウタイショウショカ				かまくら春秋社 シュンジュウシャ

				1/4の奇跡 キセキ		山元　加津子　他 ヤマモトカツコタ		マキノ出版 シュッパン

		知的 チテキ		自閉症の人の人間力を育てる ジヘイショウヒトニンゲンリョクソダ		篁　一誠 タカムラ１マコト		ぶどう社 シャ

				自閉児のココロ ジヘイジ		三木　裕和　他 ミキヒロカズタ		かもがわ出版 シュッパン

				ＩＱってホントは何なんだ？ ナン				日経ＢＰ社 ニッケイシャ

				自閉症のおともだち ジヘイショウ		内山　登紀夫 ウチヤマトキオ		ミネルヴァ書房 ショボウ

				なんとかなるよ統合失調症 トウゴウシッチョウショウ		森　実恵 モリミエ		解放出版社 カイホウシュッパンシャ

				アルジャーノンに花束を ハナタバ		ダニエル・キイス		早川書房 ハヤカワショボウ

		発達障害 ハッタツショウガイ		発達障害に気づかない大人たち ハッタツショウガイキオトナ		星野　仁彦 ホシノジンヒコ		祥伝社 ショウデンシャ

				発達障害の子どもたち ハッタツショウガイコ		杉山　登志郎 スギヤマトシロウ		講談社（講談社現代新書） コウダンシャ

				発達障害と向き合う―子どもたちのねがいに寄り添う教育実践 ハッタツショウガイムア		青木　道忠他 タ		クリエイツかもがわ

				アスペルガー症候群「高機能自閉症」のおともだち ショウコウグンコウキノウジヘイショウ		内山　登紀夫 ウチヤマトキオ		ミネルヴァ書房 ショボウ

				ＬＤ・学び方が違う子どものためのサバイバルガイド　　ティーンズ編 マナカタチガコヘン		ロ－ダ・カミングス　他 タ		明石書店 アカシショテン

				発達障害が引き起こす二次障害へのケアとサポート ハッタツショウガイヒオニジショウガイ		齋藤　万比古 サイトウマンヒコ		学習研究社 ガクシュウケンキュウシャ

				こころライブラリー　イラスト版
高校生の発達障害　 コウコウセイハッタツショウガイ		佐々木　正美　他 ササキマサミタ		講談社 コウダンシャ

				ありのままで　― 夫のガン死をこえＬＤの息子とともに		五十嵐　めぐみ イガラシ		教育史料出版会 キョウイクシリョウシュッパンカイ
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も、棚の中に置いても使える卓上面展示台

を作りました。作り方は（資料 2 ）を参

照してください。

４． 実習３ 展示の企画を考えよう ～年間の季節に合った展示について～

月ごとに企画された展示の例を一覧にした資料（資料３ ）を配布しました。

各班で話し合って「考えてみよう」の欄に展示テーマを記入します。一人ひと

りの発想をみんなで共有することで季節の展示をより豊富にすることが狙いで

す。

例えば「7 月は七夕」といった定番のテーマだけでなく、「夏」から「暑い」、

「暑い」から「カレー」など、午前中いろいろな発想をしたように定番の季節

行事のない月でもさまざまに連想し、より多くのテーマをみんなで出し合って

表を完成させました。各班の展示テーマは表にまとめました（資料４ ）。2 学

期以降の展示の参考にしてください。

５． 2 学期に使える「ハロウィンのグッズ」の紹介

おまけ

ダンボールに関する基礎知識

ダンボールの構造は 2 枚の厚

紙の間に

「波々」となった部分が挟まっ

ています。この波々を「フルー

ト」といいます。

ダンボールにフルートが 1 段

のシングルフルートと 2 段の

ダブルフルートがあります。本

の展示に使うので、できればダ

ブルフルートが望ましいと思

います。




《卓上面展示台　の作り方》 2011･7･27　司書部夏期研修会


＊　段ボール箱の面展示台は･･･丈夫な段ボール箱が手に入れば、いつでも作れます。


サイズを測る手間が要りません。すぐできます！


使える段ボール箱とは･･･底、側面、上部ふた　で、三角形ができるサイズ


側面の高さがある箱は


三角形を作れないので


不向きです。


＊展示台Ａ（簡易）〈材料〉･･･丈夫なダンボール箱　　別の丈夫なダンボール少し。


　(クラフトっぽい) 木工用ボンド、ガムテープ


〈道具〉：カッターナイフ、ステンレス定規（ナイフを使ってもかまわない定規）


①　段ボール箱を解体する。側面の角をカッターナイフでざっくり切る。


②　切ってガタガタの側面を


ふた面と底面に揃えて


バシッと切り揃える。


③　別の丈夫なダンボールを、横は幅に合わせて


縦は適当(25mmくらい)に切り、それに


合わせてあと２枚切り、計３枚にする。


★このダンボールは切る方向があります。


断面はナミナミが見える ④　細長い３枚のダンボールを張り合わせ


方向でカット！ それを、「側面」の下から5～７㎜上(適当)に


木工用ボンドで貼り付ける。


この方向は、切り口が強い。 ★強力な両面テープでも貼れますが、


ボンドだと乾くまでの時間がかかりますが、丈夫！


⑤　ふた面と底面をガムテープで貼り合せます。 1回目のガムテープは


しっかり止めるために3重貼りします。 　両方に半分づつ掛ける


　そのテープを止める


　ように重ね貼りする。


＊展示台Ｂ　(角材使用) (今回は(24×30㎜の角材を使用)


〈材料〉･･･丈夫な段ボール箱　角材（24×24㎜×適当な長さ）　ねじくぎ（3.1×16㎜）


ワッシャー、（４×20×1.0㎜）


〈道具〉：カッターナイフ、ステンレス定規　ドライバー　のこぎり


①,②　まで上記と同じ。


③　きれいに切ったダンボールの幅に合わせて、角材を切ります。


④　ダンボールの「側面」の下から５～7㎜上(適当)に両面テープで角材を貼り付ける。


裏に返して、3箇所(ダンボールの幅にもよりますが)ねじくぎをワッシャーをかまして


ドライバーでねじ込みます。


⑤　上記と同じ


追加：展示面にフィルムコートを貼っておくと、本の紹介などいろいろ貼ったり剥がしたり


できるので便利です。
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2010総括

				＊図書館の年間展示計画例　 トショカンネンカンテンジケイカクレイ

				月 ツキ				例１ レイ		例２ レイ		考えてみよう カンガ

				４月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・1年英語「和製英語」
・１年国語総合「水の東西」

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「新学期のスタートに！」
・「眺めて楽しむ本」
・「古典芸能」
・「龍馬」
・「お弁当を作ろう！」		・「はじめまして　わたしのおすすめ」                                                                                                                                                                    ・「体育祭横断幕はこれだ」
・「GW用持ち歩きに軽くて外で読みたい本」

				５月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・1年英語「野口健」
・2年現代文「詩をたのしむ」 ネンエイゴノグチケンネンゲンダイブンシ

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「森と樹の話」
・「君と一緒に生きよう」
・「ホッ　気分転換はこれ」
・「アリス　イン　ワンダーランド」）
・特設展示（兜飾りと共に）　「端午の節句　交校生よ、強くたくましく育て！＆武士道」　 カブトカザトモ		・「運動部支援本からのスキルアップ」
・「心が疲れたときに」                                                                                                                                                                                           ・「運動部特集」
・「仲間つくり」
・「心を癒す本」
 ウンドウブシエンホンココロツカ

				６月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（1年英語）「野口健」
・学校行事関係の展示　「文化祭資料展示」 ネンエイゴノグチケンガッコウギョウジカンケイテンジブンカサイシリョウテンジ

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「“雨ふり”と“本”は相性がいい」
・「こんな面白い大学があります」、
・「星に願いを、“はやぶさ”が帰ってきた！」
・「お気楽サイエンス」		・「映画原作本」
・「おうちでエクササイズ・ダイエット」                                                                                                                                                                       ・「家読み用、泣いてしまうので外では読めない本」
・「３校選択用、学部選びの本」
 エイガゲンサクホン

				７月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（3年選択21世紀学）「働くとは？」
・学校行事関係の展示　「文化祭資料展示」継続
 ネンセンタクセイキガクハタラケイゾク		・「２年国語感想文用」
・「２年理科感想文用」」
・「夏休み家庭科宿題用・絵本展示」 ネンコクゴカンソウブンヨウネンリカカンソウブンヨウナツヤスカテイカシュクダイヨウエホンテンジ

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「七夕」
・「遠くへ行こう!」
・「アフリカ大陸＆南アフリカ NOW」
・「working dog」
・「この夏、本を読む私たち“外国文学”のおすすめ」
・「夏休みといったら･･･“怖～い本＆長～い長い物語」　		・「七夕　願いをかなえる本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・「感想文が書きやすい？おすすめ本」
・「運動部大会前実戦本」
・「夏だから、シリーズ本」
・「文化祭用手作り本展示」
・「夏にトライ、基本的な文学」
 ブンカサイヨウテヅクホンテンジ

				８月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン

						一般 イッパン		・「夏に読み逃した本、でもまだ楽しめますよ！　特集」		・「今からでも間に合う感想文本」・「今から間に合う宿題用」 イママアカンソウブンホン

				９月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（1年国語総合）「なめとこやまの熊」
・（1年国語総合）「伊勢物語」
・（2、３年現代文）「日本文学のスパースター、夏目漱石＆三島由紀夫｣
 ネンコクゴソウゴウクマネンコクゴソウゴウイセモノガタリネンゲンダイブンニホンブンガクナツメソウセキミシマユキオ

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「秋の気配　月の本」
・「πの不思議」
・「ニーベルングの指環物語」　
・「コミュニケーション力をみがこう」		・「今からでも間に合う受験本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「文化祭企画用・手作り・舞台など」
・「夏にトライ、基本的な文学」
・「公募推薦用１冊でなんとかシリーズいろいろ」
 イママアジュケンホンブンカサイキカクヨウテヅクブタイナツキホンテキブンガクコウボスイセンヨウサツ

				１０月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（１年英語）「アマゾンの熱帯雨林を守ろう」　
・（3年現代文）　「脳死、臓器移植をめぐって」
・（3年　推薦入試）「スポーツ関係」
・（3年　推薦入試）「子どもの環境：難民･教育」
　 ネンエイゴネッタイウリンマモネンゲンダイブンノウシゾウキイショクネンスイセンニュウシカンケイネンスイセンニュウシコカンキョウナンミンキョウイク

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「ハロウィンとおいしい話」月の科学と文化展
・「熊との遭遇、クマの言い分」　
・「なぜがわかる“新書”リスト」		・「山に行こう、花、落ち葉等のガイドシリーズ」
・「ハローウィン」
・「小論文を書くために読んだほうがいい本」
 ヤマイハナオバトウショウロンブンカヨホン

				11月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（1年国語総合）「三浦哲郎『とんかつ』」　
・（1年国語総合）「竹取物語」
・（２年現代文）「村上春樹の作品を読んでみよう」
・（２年家庭科）保育実習参考資料展示＆「絵本展」
・（３年現代文）「『舞姫』関係資料」
・（3年　推薦入試）続き
 ネンコクゴソウゴウミウラテツロウネンコクゴソウゴウタケトリモノガタリネンゲンダイブンムラカミハルキサクヒンヨネンカテイカホイクジッシュウサンコウシリョウテンジエホンテンネンゲンダイブンマイヒメカンケイシリョウネンスイセンニュウシツヅ		・「修学旅行」

 シュウガクリョコウ

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「建築：夢を形にする　形が夢を育む」「あったかい我が家」
・「冬のあったかアイテム　手作り！」　　		・「秋の夜長の過ごし方特集｝
 アキヨナガスカタトクシュウ

				１２月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（1年英語）「川島隆太　脳の働き」
・（２年家庭科）保育実習参考資料展示＆「絵本展」続き ネンエイゴカワシマリュウタノウハタラツヅ		・「２年保健課題・環境等」
・「１年短歌・俳句」
 ネンホケンカダイカンキョウトウネンタンカハイク

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「クリスマス特集」
・「冬の読書」　
・「ヨーロッパの王室って？」
・「英語で日記を書いてみよう！」		・「クリスマス」
・「お正月」
 ショウガツ

				１月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・教科展示（1年英語）「川島隆太　脳の働き」継続
・学年展示　（2年　修学旅行資料）「北海道」
 キョウカテンジネンエイゴカワシマリュウタノウハタラケイゾクガクネンテンジネンシュウガクリョコウシリョウホッカイドウ

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「20１1年“卯年”うさぎの本特集」
・「君に恋する百人一首」
・「HUMAN　STORY…人類の歴史」 ジンルイレキシ		・「お寺・神社の本、ご利益本」

 テラジンジャホンリヤクホン

				２月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（1年国語）「短歌･俳句」　
・（1年英語）「英語で寸劇資料展」
・（1年英語）「マザー･テレサ」 ネンコクゴタンカハイクネンエイゴエイゴスンゲキシリョウテンネンエイゴ

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「バレンタイン･ディ特集」
・「チョコレートと児童労働」
・「寺田順三展にちなんで」		・「バレンタイン特集」
・「菜の花忌司馬遼太郎特集」

 トクシュウナハナキシバリョウタロウトクシュウ

				３月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		　

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「ひな祭り」
・「池上さんに聞いてみよう！」
・「歴女のための日本史」		・「今年人気があった本」
 コトシニンキホン

				その他 タ				＊上記以外に、話題・ＴＶ・映画などにあわせたミニ展示は常時行った ジョウキイガイワダイエイガテンジジョウジオコナ

						1		例を参考に展示例を各班で考えてみてください レイサンコウテンジレイカクハンカンガ

						2		考えた展示から午前中の要領で、自由に選んでください カンガテンジゴゼンチュウヨウリョウジユウエラ

						3		簡単に展示して、発表してください。 カンタンテンジハッピョウ
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2010総括

				＊図書館の年間展示計画例　 トショカンネンカンテンジケイカクレイ

				月 ツキ				例１ レイ		例２ レイ		考えてみよう　１ カンガ		考えてみよう　2 カンガ		考えてみよう３ カンガ		考えてみよう４ カンガ		考えてみよう　５ カンガ		考えてみよう　６ カンガ		考えてみよう　７ カンガ

				４月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・1年英語「和製英語」
・１年国語総合「水の東西」				・「ようこそ学校図書館へ　新入生オリエンテーション」 ガッコウトショカンシンニュウセイ		・「1年英語洋書を読もう」 ネンエイゴヨウショヨ				・「星野道夫さんの本」 ホシノミチオットホン				・「新入生へのオススメ本ｺｰﾅｰ」～上級生より推薦 シンニュウセイホンジョウキュウセイスイセン

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「新学期のスタートに！」
・「眺めて楽しむ本」
・「古典芸能」
・「龍馬」
・「お弁当を作ろう！」		・「はじめまして　わたしのおすすめ」                                                                                                                                                                    ・「体育祭横断幕はこれだ」
・「高校生にすすめたい100冊の本…展示」

 コウコウセイサツホンテンジ		・「桜…お花見」                                                                                                                                                                    ・「読書マラソンスタート」
・「GW用持ち歩きに軽くて外で読みたい本」

 サクラハナミドクショ		・「クラブ紹介」                                                                                                                                                                    ・「ｽﾎﾟｰﾂ技法」
・「イラスト　芸術関係の本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「あなたは映画？原作？」（通年）

 ショウカイゲイジュツカンケイホンエイガゲンサクツウネン		・「ようこそ図書館へ　」 トショカン		・「みどりの日」                                                                                                                                                                    ・「昨年よく読まれた本」
・「春の日におすすめ本」

 ヒハルヒホン		・「本屋さん大賞」                                                                                                                                                                    ・「オリエンテーションで紹介した本」
・「オススメ本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「出会いの本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「遠足の本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「部活のきっかけに　ｽﾎﾟｰﾂと文化」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「春の足音（春の本）」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「分類番号って何？」

 ホンデアホンエンソクホンハルアシオトハルホンブンルイバンゴウナニ				・「桜」                                                                                                                                                                    ・「お弁当」
・「絆」

 サクラベントウキズナ

				５月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・1年英語「野口健」
・2年現代文「詩をたのしむ」 ネンエイゴノグチケンネンゲンダイブンシ						・「1年国語　芥川龍之介」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「1年家庭科　仕事を調べよう」 ネンコクゴアクタガワリュウノスケネンカテイカシゴトシラ				・「歌舞伎」 カブキ				・「GWに地元（郷土）を歩こう　コーナー」 ジモトキョウドアル

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「森と樹の話」
・「君と一緒に生きよう」
・「ホッ　気分転換はこれ」
・「アリス　イン　ワンダーランド」）
・特設展示（兜飾りと共に）　「端午の節句　交校生よ、強くたくましく育て！＆武士道」　 カブトカザトモ		・「運動部支援本からのスキルアップ」
・「心が疲れたときに」                                                                                                                                                                                           ・「運動部特集」
・「仲間つくり」
・「心を癒す本」
 ウンドウブシエンホンココロツカ		・「ゴールデンウィーク　ミニ旅のすすめ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「同窓会総会を盛り上げよう」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「親子で話し合おう」 タビドウソウカイソウカイモアオヤコハナア				・「体育祭　ロンドンｵﾘﾝﾋﾟｯｸ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 タイイクサイ		・「母の日」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「子供の日」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「旅行の本」 ハハヒ		・「こどもの本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「部活関係の本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「母の日のための料理本」（1日シェフ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「自然を楽しむ本」 ホンイチニチシゼンタノホン		・「資格試験ｺｰﾅｰ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シカクシケン		・「いちご」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「遠足　ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

				６月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（1年英語）「野口健」
・学校行事関係の展示　「文化祭資料展示」 ネンエイゴノグチケンガッコウギョウジカンケイテンジブンカサイシリョウテンジ						・「1年英語　星野道夫」 ネンエイゴホシノミチオット				・「桃桜忌　太宰治」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「ベートーベン」 モモサクラキダザイオサム				・夏休みにむけ　「本と出会って旅に出よう」講座＆ｺｰﾅｰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ナツヤスホンデアタビデコウザ

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「“雨ふり”と“本”は相性がいい」
・「こんな面白い大学があります」、
・「星に願いを、“はやぶさ”が帰ってきた！」
・「お気楽サイエンス」		・「映画原作本」
・「おうちでエクササイズ・ダイエット」                                                                                                                                                                       ・「家読み用、泣いてしまうので外では読めない本」
・「３校選択用、学部選びの本」
 エイガゲンサクホン		・「梅雨を快適に」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「雨に関する本」 バイウカイテキアメカンホン		・「文化祭の展示」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブンカサイテンジ		・「文化祭」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブンカサイ		・「父の日」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「雨の日はミステリー」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「ジューンブライト」 チチヒアメヒ		・「運動会の為のｽﾎﾟｰﾂの本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「泣ける本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「国際交流　ベトナムの本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「気象の本」 ウンドウカイタメ」ケル」コクサイコウリュウホンキショウホン		・「就職　面接本　仕事関係のマンガ本紹介ｺｰﾅｰ」		・「雨」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「文化祭　9月に向けて」 アメブンカサイガツム

				７月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（3年選択21世紀学）「働くとは？」
・学校行事関係の展示　「文化祭資料展示」継続
 ネンセンタクセイキガクハタラケイゾク		・「２年国語感想文用」
・「２年理科感想文用」」
・「夏休み家庭科宿題用・絵本展示」 ネンコクゴカンソウブンヨウネンリカカンソウブンヨウナツヤスカテイカシュクダイヨウエホンテンジ		・「図書館で本を借りようー！」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「頑張れ就職応募前」１，２年国語総合　残り20分をいただいて。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「平和」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 トショカンホンカガンバシュウショクオウボマエヘイワ		・「1年　現社　裁判員制度」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　								・「震災ｺｰﾅｰ　現地に行かれた先方の写真ｱﾙﾊﾞﾑなど展示」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「七夕」
・「遠くへ行こう!」
・「アフリカ大陸＆南アフリカ NOW」
・「working dog」
・「この夏、本を読む私たち“外国文学”のおすすめ」
・「夏休みといったら･･･“怖～い本＆長～い長い物語」　		・「七夕　願いをかなえる本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
・「感想文が書きやすい？おすすめ本」
・「運動部大会前実戦本」
・「夏だから、シリーズ本」
・「文化祭用手作り本展示」
・「夏にトライ、基本的な文学」
 ブンカサイヨウテヅクホンテンジ		・「夏休みの過ごし方　海へ山へ　就活へ」 ナツヤススカタウミヤマシュウカツ		・「2年　修学旅行　台湾」 ネンシュウガクリョコウタイワン		・「緑のカーテン」 ミドリ		・「旅行の本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「七夕」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「祭り」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「花火」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「夏の日におすすめ本」 リョコウホンタナバタマツハナビナツヒホン		・「旅行の本　行ったつもりの旅行本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「海の本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「七夕（夜空をながめよう」〈星の本」「宇宙の本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「怪談」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「夏に読みたいサマー本」 リョコウホンイリョコウホンカイダンナツヨホン		・「七夕短冊をオススメ本短冊として笹に飾る」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「怖い話特集　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		・「七夕」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「星」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「夏休み読書　新潮100冊　ナツイチ」 タナバタホシナツヤスドクショシンチョウサツ

				８月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン

						一般 イッパン		・「夏に読み逃した本、でもまだ楽しめますよ！　特集」		・「今からでも間に合う感想文本」・「今から間に合う宿題用」 イママアカンソウブンホン				・「夏休みの宿題」 ナツヤスシュクダイ		・「天体」 テンタイ		・「ﾕﾆｰｸ本」 ホン		・「花火」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「写真集」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「水族館」 ハナビシャシンシュウスイゾクカン				・「戦争」 センソウ

				９月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（1年国語総合）「なめとこやまの熊」
・（1年国語総合）「伊勢物語」
・（2、３年現代文）「日本文学のスパースター、夏目漱石＆三島由紀夫｣
 ネンコクゴソウゴウクマネンコクゴソウゴウイセモノガタリネンゲンダイブンニホンブンガクナツメソウセキミシマユキオ				・「校内読書」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コウナイドクショ		・「国語　こころ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「3年　源氏物語」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コクゴネンゲンジモノガタリ								・「文化祭」　企画　アイデア本ｺｰﾅｰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブンカサイキカクホン		・「秋の味覚」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「月」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「星」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「芸術」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 アキミカクツキホシゲイジュツ

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「秋の気配　月の本」
・「πの不思議」
・「ニーベルングの指環物語」　
・「コミュニケーション力をみがこう」		・「今からでも間に合う受験本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「文化祭企画用・手作り・舞台など」
・「夏にトライ、基本的な文学」
・「公募推薦用１冊でなんとかシリーズいろいろ」
 イママアジュケンホンブンカサイキカクヨウテヅクブタイナツキホンテキブンガクコウボスイセンヨウサツ		・「感想文コンクール」 カンソウブン				・「面接にむけて（ｲﾒｰｼﾞアップ）」 メンセツ		・「文化祭」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「映画化された本特集」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブンカサイカホントクシュウ		・「修学旅行の本　北海道」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「進路」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「科目選択」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「お年寄りをいたわろう（ボランティア　老人理解のための本）」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「文化祭の本」 シュウガクリョコウホンホッカイドウシンロカモクセンタクトシヨロウジンリカイホンブンカサイホン

				１０月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（１年英語）「アマゾンの熱帯雨林を守ろう」　
・（3年現代文）　「脳死、臓器移植をめぐって」
・（3年　推薦入試）「スポーツ関係」
・（3年　推薦入試）「子どもの環境：難民･教育」
　 ネンエイゴネッタイウリンマモネンゲンダイブンノウシゾウキイショクネンスイセンニュウシカンケイネンスイセンニュウシコカンキョウナンミンキョウイク						・「国表　ディベート　死刑制度」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 シケイセイド				・「修学旅行」 シュウガクリョコウ		・「源氏物語」 ゲンジモノガタリ		・「体育祭にちなみ　ｽﾎﾟｰﾂ青春関連小説特集 タイイクサイセイシュンカンレンショウセツトクシュウ		・「ハロウィン」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「紅葉」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「ｽﾎﾟｰﾂ」 コウヨウ

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「ハロウィンとおいしい話」月の科学と文化展
・「熊との遭遇、クマの言い分」　
・「なぜがわかる“新書”リスト」		・「山に行こう、花、落ち葉等のガイドシリーズ」
・「ハローウィン」
・「小論文を書くために読んだほうがいい本」
 ヤマイハナオバトウショウロンブンカヨホン		・「体育祭　早く走る方法」 タイイクサイハヤハシホウホウ				・「読書週間」 ドクショシュウカン		・「ハローウィン」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「読書週間」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「秋の日におすすめ本」 ドクショシュウカンアキヒホン		・「ハローウィン」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「食欲の秋を戦う　ダイエット　エクササイズの本」 ショクヨクアキタタカホン

				11月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（1年国語総合）「三浦哲郎『とんかつ』」　
・（1年国語総合）「竹取物語」
・（２年現代文）「村上春樹の作品を読んでみよう」
・（２年家庭科）保育実習参考資料展示＆「絵本展」
・（３年現代文）「『舞姫』関係資料」
・（3年　推薦入試）続き
 ネンコクゴソウゴウミウラテツロウネンコクゴソウゴウタケトリモノガタリネンゲンダイブンムラカミハルキサクヒンヨネンカテイカホイクジッシュウサンコウシリョウテンジエホンテンネンゲンダイブンマイヒメカンケイシリョウネンスイセンニュウシツヅ		・「修学旅行」

 シュウガクリョコウ				・「保健　環境問題」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「3年　国語　舞姫」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ホケンカンキョウモンダイネンコクゴマイヒメ				・「古典の日　源氏物語」 コテンヒゲンジモノガタリ				・「学校万葉集を作ろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「俳句や短歌を公募」 ガッコウマンヨウシュウツクハイクタンカコウボ		・「編み物」 アモノ

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「建築：夢を形にする　形が夢を育む」「あったかい我が家」
・「冬のあったかアイテム　手作り！」　　		・「秋の夜長の過ごし方特集｝
 アキヨナガスカタトクシュウ		・「文化祭」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「映画」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ブンカサイエイガ				・「実りの秋」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		・「秋特集　ｽﾎﾟｰﾂ　食欲　芸術」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		・「修学旅行　北海道」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「サムーイ時にはほっこりメニュー（料理本）」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

				１２月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（1年英語）「川島隆太　脳の働き」
・（２年家庭科）保育実習参考資料展示＆「絵本展」続き ネンエイゴカワシマリュウタノウハタラツヅ		・「２年保健課題・環境等」
・「１年短歌・俳句」
 ネンホケンカダイカンキョウトウネンタンカハイク				・「英語1　ディベート　外国人労働」 エイゴガイコクジンロウドウ				・「小論文の本」 ショウロンブンホン

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「クリスマス特集」
・「冬の読書」　
・「ヨーロッパの王室って？」
・「英語で日記を書いてみよう！」		・「クリスマス」
・「お正月」
 ショウガツ		・「芸術鑑賞に向けて」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「人権月間」 ゲイジュツカンショウムジンケンゲッカン		・「年賀状」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ネンガジョウ		・「クリスマス」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・		・「クリスマス」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・		・「クリスマス」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「日本のしきたり、風習、百人一首」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「干支の本」 ニホンフウシュウヒャクニンイッシュエトホン				・「クリスマス」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「お正月料理」 ショウガツリョウリ

				１月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・教科展示（1年英語）「川島隆太　脳の働き」継続
・学年展示　（2年　修学旅行資料）「北海道」
 キョウカテンジネンエイゴカワシマリュウタノウハタラケイゾクガクネンテンジネンシュウガクリョコウシリョウホッカイドウ				・「残り少ない学校生活（3年生）」 ノコスクガッコウセイカツネンセイ		・「家庭科　絵本」 カテイカエホン				・「人権　手話の本」 ジンケンシュワホン				・「百人一首大会」 ヒャクニンイッシュタイカイ		・「占い」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「干支」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「お正月関係」 ウラナエトショウガツカンケイ

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「20１1年“卯年”うさぎの本特集」
・「君に恋する百人一首」
・「HUMAN　STORY…人類の歴史」 ジンルイレキシ		・「お寺・神社の本、ご利益本」

 テラジンジャホンリヤクホン						・「ドラゴン　干支にちなんで」 エト		・「お正月」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「冬の日におすすめ本」 ショウガツフユヒホン		･「お正月」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「神様の本」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「神社めぐりの本」 ショウガツカミサマホンジンジャホン

				２月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		・（1年国語）「短歌･俳句」　
・（1年英語）「英語で寸劇資料展」
・（1年英語）「マザー･テレサ」 ネンコクゴタンカハイクネンエイゴエイゴスンゲキシリョウテンネンエイゴ				・「修学旅行　2年生」　
・「卒業式　さよなら　お元気で」
 シュウガクリョコウネンセイソツギョウシキゲンキ		・「国語　戦争」　

 コクゴセンソウ								・「1人暮らしのための（寮生活のための）自活ｺｰﾅｰ」　
・「卒業式　さよなら　お元気で」
 ヒトリグリョウセイカツジカツソツギョウシキゲンキ		・「バレンタイン」　
・「チョコレート」

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「バレンタイン･ディ特集」
・「チョコレートと児童労働」
・「寺田順三展にちなんで」		・「バレンタイン特集」
・「菜の花忌司馬遼太郎特集」

 トクシュウナハナキシバリョウタロウトクシュウ						・「恋愛今昔（平安の恋とメールの恋）」 レンアイコンジャクヘイアンコイコイ		・「節分」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「バレンタイン」 セツブン		・「バレンタイン」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「節分なので鬼の本」 セツブンオニホン

				３月 ガツ		教科
学年 キョウカガクネン		　

						一般 イッパン		・＜今月のおすすめ＞「ひな祭り」
・「池上さんに聞いてみよう！」
・「歴女のための日本史」		・「今年人気があった本」
 コトシニンキホン		・「忘れないで!!大震災 ワスダイシンサイ		・「卒業式の歌」 ソツギョウシキウタ		・「春（出会いと別れ）」 ハルデアワカ		・「ひな祭り」 マツ						・「ひな祭り」 マツ

				その他 タ				＊上記以外に、話題・ＴＶ・映画などにあわせたミニ展示は常時行った ジョウキイガイワダイエイガテンジジョウジオコナ				・「ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「冬季オリンピック」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「ワールドカップ」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「世界水泳」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「世界陸上」 トウキセカイスイエイセカイリクジョウ								・「おしゃれな言葉　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・「ときめきを込めて(別れの殺人文句」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コトバ		・「しかけ絵本ｺｰﾅｰは大人気」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 エホンダイニンキ

						1		例を参考に展示例を各班で考えてみてください レイサンコウテンジレイカクハンカンガ

						2		考えた展示から午前中の要領で、自由に選んでください カンガテンジゴゼンチュウヨウリョウジユウエラ

						3		簡単に展示して、発表してください。 カンタンテンジハッピョウ
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折り紙を使ったかぼちゃ（資料５ ）

飛び出すカード（資料６ ）

フェルトでつくるおばけ（『フェルトでつくるかわいいモビール』

阪本あやこ 著／池田書店）

６． 感想より

○実習１ テーマに沿って「幅広い内容の資料を提供する」

・事前にテーマがわかっていれば、もっと幅広い内容の資料が提出できたと思

う。

・もっと図書室を利用してもらうためには、どうすればよいかというテーマで

もおもしろいと思う。創意工夫の方法を知りたい。

・本校での実施は難しいと思います。

・テーマ展示を行うときの参考にさせていただきます。

・一人では発想が広がらないけれど、４人集まれば司書が×７班？ 集まれば

すばらしくなる。それを共有し合える場所を提供していただき、ありがとう

ございます。今日の内容を生かして明日からまた頑張ります。

・短時間で多くの資料を集めることができた。

・「幅広い内容」の本に広げていくのが、なかなかむずかしいテーマで少し苦労

しました。

・色々考えることにもつながり、良い時間になりました。

・他校の先生方とグループを組んで作業する中、交流もはかれてよかったです

・新しい本のことも知り、参考になりました。

・一つのテーマから一人で考えると限りがありますが、多人数で考えると、い

ろんな言葉やテーマが出てくるんだと感心しました。資料はどれだけ中身を

理解しているかが問われると思いますが、資料探しは楽しかったです。

・一人で考えるより、ずっと広がりがあってとても参考になりました。

・普段頭の中で考えていることを図式化することに

よって整理され、本も探しやすくなることがわかり

ました。生徒によってニーズは異なるし、知識欲を

満たすためにも、ぜひ、生徒による作成がのぞまし

いと感じました。

・イメージマップはおもしろかったです。でも、資

料が揃えられるかが問題ですね。

面展示台 と季 節展示 の 表を 使

って、各学校に合ったコーナー

展示を作ってみてください。ま

た、展示コーナーは写真に撮っ

ておくこ とで 自分自 身 の参 考

にもありますし、お互いに見せ

合うこと で 司 書のス キルア ッ

プにもなります。是非データに

残してください。

。




折り紙を使ったかぼちゃ 


 


① ふうせんを７つ折る。（折り紙の本などを参考に） 


② 4 面あるうちの折り返しのない一面を糊付けして、 


点線で半分に折る。 


 （4 面を 3 面にする） 


 


 


 


 


 


 


 


③ 印の部分にのりをつけ 


他の風船の同じ部分と繋げる。 


④ それを 7 つ繋いだら、最後は輪になるように繋ぐ。 


⑤ 繋ぎおわたっら空気をいれ、顔の部分を貼り付ける。 


 


注：風船をそれぞれ繋ぐ時に空気を入れる穴を同じ方向にして繋ぐ。 
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・班に分かれて相談しながらしていく作業、いろん

な本を見ることができ、勉強になりました。

・図書委員がいないので一人では出来るかな…？で

も、テーマから色々な本探し、がんばろうと思い

ました。

・とても参考になりました。自分ひとりでは、なか

なか幅広い資料提供がむずかしいので、よかった

です。

・普段、図書室の仕事を一人でしているので、他の先生たちと交流しながらで

きてよかったです。

・班の人と協力して、テーマに沿ってやることによって、多くの資料を提供す

ることができたので、学校に持ちかえって何かできるのではないかと思いま

した。

・一人では思い浮かぶ発想が限定されるので、たく

さんの方々の発想を集約できるのはいいと思いまし

た。生徒の発想はやっぱり違うので、年齢の違う若

い人たちの考え方を知るにもいいと思いました。

・テーマをもとに幅広く資料を探し出せる方法で、

すごく参考になりました。

・テーマに沿った本を探すのに、こんな考え方をするといろいろな本を集めら

れることがわかってうれしかったです。

・最初に与えられたテーマが高校生にとって難しいものであっても、連想して

いった言葉に興味を持って本を読み始めて、連想を逆にたどって難しいテー

マにも挑戦できるかもしれないと思いました。

・班で作業するのも、とても楽しかったです。

・他のグループでも同じワードを使っているのに、参考図書が異なっていて勉

強になりました。

○実習２ 便利で簡単！ 展示台作成

・良かった。

・工夫でいろいろ発展させられると思いました。

・有るものでできるリサイクルはうれしい。

・一人では簡単にできることがわかっていても、なかなか。ほんとにすぐにで

きてびっくりしました。

・色紙をはったり、色々と工夫して楽しみたいと

思います。

・他の大きさも作ってみようと思います。

・本当に簡単。またいろいろ使ってみたいです。

・簡単ですぐに使えるのでよかったです。

・身近にあるもので作れるので、本日作った以外



にも作ってみたいです。

・色々とアレンジできそうで、簡単・丈夫でよかったです。

・簡単に丈夫な台が作れて、ビックリ！

・学校で使います。

・今、すのこの展示台にこっています。小スペースに利用してみます。

・とても簡単にできるので、職場でも残っているダンボールで作ってみます。

・しっかりとした展示台が作れてよかった。今度はダンボールだけで作ります

・ほんとに簡単にできたので、作ります。

・簡単なので、帰って作成できそうです。

・面置に出来る展示台を探していたので、よかったです。

・手軽に出来てびっくりです。

・持ち帰って自分なりに工夫してみたいと思います。

○実習３ 展示の企画を考えよう

・良かった。

・現在実施していません。今回を参考に９月より実施したいと思っています。

・ちょっとした発想がきっかけになります。

・各学校の特色を生かした展示を知ることができた。

・学校の種別によって年間のスケジュールが違うので、特色がわかりおもしろ

かったです。

・学校の内実によって様々な企画があるんだと知りました。夏以降、少し違っ

た視点で企画してみたいです。

・聞いてみて初めて気がつくことが多く、すごく役立ちます。

・（データが研究会のホームページに）アップされるのが楽しみです。

・季節にあった展示を計画的にしなければ…と思いました。

・班の中で、支援学校というよさを生かした展示を考えることができなかった

のが残念でした。これからもできることはやっていこうという為の方法を学

ばさせていただきました。

・４人集まれば、文殊様以上の成果を発揮しました。

・１年間を通して２回程展示企画をしますが、月１

回程新刊書がありますので、それで終わってしま

うことが多いのですが、今年がんばってみます。

・みんなでアイデアを出し合うと、視野が広がり、

ホントに楽しめました。

・学校によって取り上げるテーマが異なっていて、

話を聞けてすごくよかったです。参考にしようと

思います。

・テーマを考えることができたので、これもやってみます。

・展示はあまり出来ていなかったので、今回を機会に充実させたいです。

・皆さんで考えると、色々なアイデアが出てきてよかったです。

。



・年間計画を立てておけば考える手間が省けるので、一覧表を作りたいと思い

ます。

○季節展示のグッズをつくろう

・良かった。

・おもしろかったです。

・簡単にできる紹介をありがとうございます。

・楽しい。かわいい。帰ってさっそく作ります。

・とても参考になりました。

・色々な工夫を教えていただきました。

・２学期に入りすぐに使えそうで、きっと生徒のくいつきも良いと思います。

・アイデアをいただき、ありがとう。

・かわいいグッズ作って、展示します。

・ぶきような私でも、どうにか挑戦してみます。

・かわいい作品を教えてもらえてよかったです。学校に戻って、ぜひ作ってみ

たいと思います。

・楽しく展示品ができるので、帰って作ります。

・本の紹介の仕方、とても参考になりました。

・いろいろと教えていただけて役に立てられたらいいナ、と思いました。

・こまめにがんばります。


