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図書室利用ガイド 

１ 図書室の利用について 

開館時間 月・水・金 昼休憩，放課後（４時３０分まで） 

貸出 一人３冊まで，2 週間貸出 但し，検定試験問題集は 1 日 

貸出方法 （１）「読書の記録」に〔借りる日〕〔書名〕〔著者〕を書く。 

（２）ブックカードを「読書の記録」のブックポケットに入れる。 

（カードが落ちないようしっかり奥まで入れる。） 

（３）図書委員（カウンター当番）に出す。 

※図書委員（カウンター当番）は本の返却期日票に返却予定日の印を押す。 

返却方法 （１）「読書の記録」の中のブックカードを，返す本のブックポケットに入れ図書委員

（カウンター当番）に出す。 

※図書委員（カウンター当番）は「読書の記録」に返却日の印を押す。 

（２）「読書の記録」をブックラックに納め，本を書棚に戻す。 

特別貸出 
禁帯出の本は司書又は担当の先生に申し込み，「読書の記録」用紙の書名の前に○禁と

書いて 2 週間借りることができる。 

本の予約 借りたい本が貸出中の時はカウンターで予約の申し込みをすることができる。 
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２ 本の探し方 

（１）分類記号から探す方法 

読みたいものや調べたい内容から本を探す方法です。 

本は内容によって NDC（日本十進分類表）に基づき 10 個のグループに分類しています。背表紙の 3 段

ラベルの一番上の３ケタの数字がグループの番号（分類番号）です。 

分類番号 内容 例えば，こんな本 

０ 全般・図書館 百科辞典 年鑑 

１ 考え方・心 道徳 マナー 占い 宗教 

２ 歴史・地理 日本や世界の歴史 地図 伝記 

３ 社会 政治 経済 福祉 民話 

４ 自然科学 動物 植物 人体 天体 

５ 工業・家庭科 機械 自動車 料理 暮らし 

６ 産業・通信 交通 電信 仕事 栽培 

７ 芸術・スポーツ 音楽 レクレーション 体育 工作 

８ ことば 漢字 作文 外国語 

９ 文学 小説 詩 俳句 短歌 

 

サ 著者名の頭文字 

分類番号 

巻数 １ 
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（２）目録カードで探す方法 

目録カードには書誌データが記載されています。一冊の本につき書名・著者・分類の３種類のカードが

あり，探している本の書誌情報の内容により本を探すことができます。 

目録カードケースは「I LOVE KAITA」コーナーの後ろに有ります。 

 

目録の種類 使い方 

書名目録 書名が分かっている時に使う。書名をアイウエオ順に並べている。 

著者目録 著者が分かっている時に使う。著者名をアイウエオ順に並べている。 

分類目録 著者や書名が分からない時，主題に関係している図書を探したい時に使う。 

３ 読書のマナーと目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書室のマナー 

★本を大切にしましょう 

★返却期限を守りましょう。 

★静かに本を読みましょう。 

（大きな声を出したり走ったりしてはいけません。） 

 

朝読・みん読の目標 

年間目標・・・1 ヶ月に３冊以上本を読もう。 

1学期・・・友達や家族に話してみたい本を読もう。 

2学期・・・新しい作家・ジャンル・テーマの本と出会おう。 

3学期・・・将来の夢に近づくような本を読もう。 



 

4 

 

４ 推薦図書 

本に親しんでもらうために選んだ本です。読んだら〇をしましょう。 
 書      名 著  者 出版社 分類記号 読んだら〇 

１ 月のえくぼを見た男 麻田剛立 くもん出版 281  

２ マララ ﾏﾗﾗ・ﾕｽﾌｻﾞｲ 岩崎書店 289  

３ 世界でもっとも貧しい大統領 ホセ・ムヒカの言葉 佐藤美由紀 双葉社 289  

４ さがしています ｱｰｻｰ・ﾋﾞﾅｰﾄﾞ 童心社 319  

５ 星の王子さまの天文ノート 懸秀彦 河出書房新社 440  

６ 脳と運動のふしぎな関係 野崎大地 くもん出版 491  

７ 広島県の山野草 比婆科学教育研究会 中国新聞社 470  

８ 広島県の野鳥 比婆科学教育研究会 中国新聞社 488  

９ いろいろずきん 中井久夫 みすず書房 498  

10 希望のありか 何のために生まれてきたの？ やなせたかし ＰＨＰ 726  

11 14歳からの仕事道 玄田有史 ｲｰｽﾄ・ﾌﾟﾚｽ 726  

12 世界の絶景パレット 100 ｵﾌｨｽﾎﾞｲｽｲｯﾄ 長岡書店 783  

13 心を整える 長谷部 誠 玄冬社 783  

14 「弱くても勝てます」開成高校野球部のセオリー 高橋秀実 新潮社 783  

15 ぼくらのサイテーの夏 笹生陽子 講談社 913  

16 ミッキーマウスの憂鬱 松岡圭祐 新潮社 913  
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17 森をつくる C.Wニコル 講談社 913  

18 光のうつしえ 廣島 ヒロシマ 広島 朽木祥 講談社 913  

19 おおあたり 畠中恵 新潮社 913  

20 アンマーとぼくら 有川浩 講談社 913  

21 陸王 池井戸潤 集英社 913  

22 流れ行く者 上橋菜穂子 階成社 913  

23 淡路を行く者 上橋菜穂子 階成社 913  

24 ホラベンチャー 竹内真 双葉社 913  

25 西の魔女が死んだ 梨木香歩 小学館 913  

26 夏の庭 The Friends 湯本香樹実 福武書店 913  

27 ミヤマ物語 あさのあつこ 毎日新聞社 913  

28 種まく子供たち 小児ガンを体験した七人の物語 佐藤律子 ポプラ社 916  

29 ぼくには数字が風景に見える ﾀﾞﾆｴﾙ・ﾀﾒｯﾄ 講談社 936  

30 飛ぶ教室 ｴｰﾘﾋ・ｹｽﾄﾅｰ KADOKAWA 933  
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５ 必読図書 

国語の教科書紹介されている純文学を読みましょう。読んだら〇をしましょう。 

 書      名 著  者 出版社 読んだら〇 

 

 

１年 

サアカスの馬・童謡 安岡章太郎 講談社  

鼻・杜氏春 芥川龍之介 金の星社  

二十四の瞳 壺井栄 KADOKAWA  

ユタと不思議な仲間たち 三浦哲郎 新潮社  

銀河鉄道の夜 宮沢賢治 集英社  

 

 

２年 

キャラメル工場から（『母六夜・おじさんの話』） 佐多稲子 講談社  

山椒魚（『走れメロス 山椒魚』） 井伏鱒二 講談社  

吾輩は猫である（上・下） 夏目漱石 偕成社  

野菊の墓（『伊豆の踊り子・野菊の墓』） 伊藤左千夫 講談社  

友情 武者小路実篤 新潮社  

 

 

３年 

夕鶴・彦市ばなし 木下順二 新潮社  

壁 阿部公房 新潮社  

山椒大夫・高瀬舟 森鴎外 新潮社  

潮騒 三島由紀夫 新潮社  

野火 大岡昇平 新潮社  
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