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～図書館より、旬の情報をお届けします～
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図書館 news!

マンガの貸出、まもなく開始！

図書館の奥の部屋（第 2 閲覧室）の壁付きの棚に「まんがコーナー」があります。手塚治虫『Black Jack』
『火の鳥』や、矢沢あい『Nana』
『天使なんかじゃない』など、ひそかに名作マンガがそろっています。

かつて多くの図書館では、マンガを「趣味のもので、個人が買うべきもの」として、積極的
には集めず、貸出を禁止する館がほとんどでした。しかし時代は変わり、現代においてマンガ
は世界に誇れる日本のポップ・カルチャー。ストーリーも読みごたえのあるものがたくさん出
ています。そこで本学図書館では、時代の変化に合わせてマンガの貸出を開始することにしま
した！ 貸出開始は年明けの予定です。準備ができ次第、またお知らせしますね。そして今後
は、美容や福祉、茶道・華道といった芸道を扱ったストーリーのものなど、本学の授業に関係
する内容のマンガの収集も心がけます。ぜひ図書館にマンガを借りに来てください☆

図書館ではみなさんのリクエストを随時受付しています。
図書館に入れてほしいマンガや図書、雑誌があったらお知らせください(*^^)v
次のページでは、マンガとあわせて読むとより深くわかる！ 図書館のオススメ本を
大紹介です(*‘∀‘)♪
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『まんがでわかる理科系の作文技術』
木下是雄原作 久間月慧太郎 作画 中央公論新社
（2018） 請求記号: 816||Ki46
論文、レポート、ビジネス文書など、あらゆる
シーンで求められる「明快・簡潔な表現」を追求し、
100 万部越えを果たした大ベストセラー新書『理科
系の作文技術』が、ついにまんが化。
「本当に役に立つ
文章術」と評される本書のエッセンスを、まんがで手
軽に習得できる！
『動物のお医者さん』
佐々木倫子著 白泉社 全 12 冊（19891994）請求記号: 726.1||Sa75

『バッタを倒しにアフリカへ』
前野ウルド浩太郎著 光文社（2017）
請求記号: 486.45||Ma27

H 大学受験前、その構内に足を踏み入れ
たときから、ハムテルの運命は決まってい
た──。超個性的な大学の面々に囲まれ
て、獣医師への門は開かれた!!

昆虫学者で、通称バッタ博士と呼ばれている
著者。アフリカで大発生し、農作物を食い荒らす
サバクトビバッタの防除技術の開発に従事する。
—さっそうと作業着を脱ぎ捨て、緑色の全身タイ
ツに着替え、大群の前に躍り出る。
「さぁ、むさぼり喰うがよい」—

『大学生のための「学ぶ」技術 :
就活難民にならないための頭の鍛え方』
常見陽平著 主婦の友社 （2012）
請求記号: 377.9||Ts77

『ハチミツとクローバー』羽海野チカ著
集英社 全 10 冊（2002-2006）
請求記号: 726.1||U74
6 畳＋台所 3 畳フロなしという
アパートで貧乏ながら結構楽しい生活を
送る美大生、森田、真山、竹本の 3 人。そ
んな彼らが、花本はぐみと出会い……!?

大学での勉強は高校までの勉強とは全然
違う。だけど、誰もその勉強方法は教えて
くれない。本当の「学力」を身につける
ためのノウハウを伝授。大学で学ぶ意味から、履
修科目の選び方、講義の受け方、テスト対策やレ
ポートの書き方、調査の仕方、プレゼンテーショ
ンや議論の仕方、勉強が楽しくなる裏技までを紹
介する。
『The sign of life 』清野賀子著・[写真]
オシリス（2002）請求記号: 748||Se19
何気ない風景の連続という表現、女性写
真家がフィルムに焼き付けた視点。アメリ
カの「ニューカラー派」の潮流にあるこう
した表現方法は、現在のハイブランドの
ファッション写真にも影響を与えている。
あなたはこの作品集から何を感じ取りますか。
（浦川良将先生の図書紹介 POP より
担当科目「フォトシューティング」)
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『天使なんかじゃない 完全版』
矢沢あい著 集英社 全 4 冊（2000）
請求記号: 726.1||Y67
学園生活、恋愛、将来の夢。仲間たちと
共に全力で青春を駆け抜ける感動の名作！

新着図書紹介
2018 年 12 月に新しく入る本の一部を紹介します。
ここに載っている本以外にも、新着の本はたくさんあります。
ぜひ見に来てくださいね！

新着図書は円形書架にあります

『ベトナムとバリアフリー : 当事者の

『新 13 歳のハローワーク』

声でつくるアジア的インクルーシブ社会』

村上龍著 ; はまのゆか絵

上野俊行著

（幻冬舎 , 2010.3）

（明石書店 , 2018.7）

障害者の社会参加を促進するうえ
で不可欠な、公共交通機関を含む
都市のバリアフリー動線。
その実態を分析するため、車椅子の研究者がアジ
アの諸都市を実際に走ってみた。豊富な体験や現
地でのインタビューから、本当に「使える」バリ
アフリーを実現するための糸口が見えてくる。

全ての 13 歳は無限の可能
性を持っている！
大ベストセラーを大幅改訂。好きな教科の扉を
あけると、胸がときめく職業図鑑が広がる。子
どもたちが現代をサバイバルするための、仕事
の大百科。

『心に折り合いをつけて
うまいことやる習慣』
中村恒子著 ; 奥田弘美聞き書き
（すばる舎 , 2018.6）
現在 89 歳、キャリア 70 年を誇る

『ケッコーなお手前です。』
全３巻 みよしふるまち著
(マッグガーデン ,2011-2012)
アメリカからの留学生ユージーン

精神科医・中村恒子。今なお現役で患者

は、何となく高校の茶道部の門を

と向かい合うのは、「求められているか

たたく。異文化に触れ茶道に目覚めた留学生の

ら」。彼女の言葉には余計な力が入って

ユージーンと、家元の御曹司、樹の正反対の二

おらず、それでいて愛にあふれ、出会った人すべ

人が織り成す、青春茶道部ストーリー。

てを元気にする不思議な力が宿っている。

『セット＆アップ ビューティー

『図解・ベイズ統計「超」入門 :

2019 成人式・卒業式のまとめ髪』

あいまいなデータから未来を予測

女性モード編

する技術』涌井貞美著

（女性モード社 , 2018.11）

（SB クリエイティブ , 2013.12）

成人式・卒業式対策はこれで
万全！！「ヘアカタログ」「テク
ニックブック」、カウンセリング
に便利な「パーツカタログ」で、お客さまの成
人式と卒業式を全面サポート。

「二度あることは三度ある」は本当
だった！本書ではベイズ統計のキホンか
ら、ベイズ統計を従来の統計学と融合し、
ベイズ統計で正規分布データをあつかう方法ま
で解説します。

その他、新着図書は多数。円形書架を Check!
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は休館日

＊2018年12月・2019年1月の開館時間： 8時30分～18時
＊休館日： 土・日・祝および年末年始休暇（12月28日～1月6日）
◎このほかにも臨時に休館することがあります。
その都度、図書館ホームページやTwitterなどでお知らせいたします。

★貸出について★
冬季休業中は特別貸出を行いません。
・本科生：図書3冊 7日間、雑誌3冊 3日間
・専攻科生・教職員：図書10冊 30日間、雑誌5冊 14日間
例） 本科生: 12/25～12/27に借りた場合の返却期限 → 1/7まで

皆さま、よいお年を
お迎えくださいね☆
来年もまた、図書館を
よろしくま～☆
p.4

図書館だより（ダラ・ビブリオテカ）
No.73 （2018.12）
発行: 山野美容芸術短期大学図書館
〒192-0396 東京都八王子市鑓水530
TEL: 042-677-0111

