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冬休み前に借りた本は、すべて 

１月７日（火）返却です!! 

開館時間中は、カウンターへ 

１月～３月は職員会議や入試などで閉館になる日が多くなります。 

下記のカレンダーで色つきは一日閉館、斜線は放課後など一時閉館です。 

閉館時は、返却ポストに本を返却してください。 

なお、急きょ予定が変更になる場合は、図書館入口でお知らせします。 

河本文教福祉振興会さんからたくさんの本を 

寄贈していただきました！ 

図書館の開館日にご注意ください！ 

 雑誌のふろくプレゼントの抽選結果を、図書館前掲示板で発表しています。 

 今回は、応募総数 102枚、当選 45枚でした。 

 当選者一覧に名前のあった方は、応募券の控えを持って図書館まで来てください。 

今月の先生のおすすめ本 

世界中の｢あるもの｣の… 

つづきは HPへ→ 

10 代の若者たちの悩みにそっと寄

り添う偉人の言葉や、同じような

悩みで苦しんだ偉人のエピソードを

紹介。 

2019(令和元)年までに認定

された 83 の日本遺産を、歴

史や伝統をふまえたストーリ

ーで紹介。 

いのちと向き合う仕事をする人たちとそ

の「仕事」にまつわる喜びややりがい、

大変さを描いた漫画作品を収録。 

紹介した本は 
一部です。 
ほかの図書も 

新着本コーナーに
あります。 



分　類 書　名 著者名 分　類 書　名 著者名

002.7-ｺ 学びの技　１４歳からの探究・論文・プレゼン 後藤／芳文∥著 E-141.9-ｽ せかいのひとびと ピーター・スピ

002.7-ﾌ 人生にゆとりを生み出す知の整理術 ｐｈａ∥著 E-913-ﾄ きみへのおくりもの 刀根／里衣∥著

069.02-ｷ 京都ミュージアム探訪　 京都新聞出版セ E-933.7-ｽ ロバのシルベスターとまほうの小石 ウィリアム・ス

097.73-ｼ マンガで訪ねる近江の能 滋賀能楽文化を E-933.7-ﾏ たくさんのドア アリスン・マギ

146.8-ｵ マンガでわかる認知行動療法 大野／裕∥著　

146.8-ｼ ぐるぐる考えてしまう心のクセのなおし方 清水／栄司∥著

159.8-ｻ マンガでわかる！１０代に伝えたい名言集 定政／敬子∥文

216.1-ｻ 滋賀の平成年表　１９８９－２０１９ サンライズ出版 分　類 書　名 著者名

234-ｾ 一冊でわかるドイツ史 関／眞興∥著 369.3-ﾏ-2 自衛隊防災ＢＯＯＫ　２　 マガジンハウス

291.62-ｷ 京都ひろいよみ　ｖｏｌ．3・4 京都新聞社∥編 400-ﾄ-2 信じられない現実の大図鑑　２　 ＤＫ社∥編著　

310-ﾌ 図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フ 726.1-ﾖ-6 はたらく細菌　０６ 吉田／はるゆき

331-ｽ 中高の教科書でわかる経済学　ミクロ篇 菅原／晃∥著 913-ｱ-2 水晶庭園の少年たち　2～3 蒼月／海里∥著

334.41-ﾆ データでよみとく外国人“依存”ニッポン ＮＨＫ取材班∥ 913-ｶ-23 ソードアート・オンライン　２３　 川原／礫∥

366-ｲ 僕たちはなぜ働くのか　上下 池上／彰∥監修 913-ﾀ-7 おいしいベランダ。　7 竹岡／葉月∥

369.3-ﾆ ＮＨＫ学ぼうＢＯＳＡＩ命を守る防災の知恵　1～3 ＮＨＫ「学ぼう 913-ﾆ-10 美少年蜥蜴　光編 西尾／維新∥著

371.42-ｱ 生きづらさを抱えるきみへ　逃げ道はいく ｗｉｔｈｎｅｗ 913-ﾊ-22 狼と香辛料　２２　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｌｏｇ 支倉／凍砂∥

382.16-ﾔ 福ねこお豆のなるほど京暮らし 山口／珠瑛∥著

495.42-ｽ スポーツ女子をささえる人に知ってほしい 一般社団法人女

498.51-ｻ 「食品の科学」が一冊でまるごとわかる 齋藤／勝裕∥著

498.54-ﾊ バイテク小事典　バイテクＱ＆Ａ集

510-ﾌ 地下都市のたんけん 福手／勤∥監修

515-ﾌ 橋のたんけん 福手／勤∥監修

517.7-ﾌ ダムのたんけん 福手／勤∥監修

519.13-ｻ 世界は自分一人から変えられる　 阪口／竜也∥著

519-ｱ プラスチック・プラネット　 ジョージア・ア

538.9-ｵ 宇宙兄弟リアル 岡田／茂∥取

596.21-ｱ 味わってみたい　日本の料亭・料理店　 全国料理業生活

596.65-ｻ おうちでお菓子　クッキーからフラワーケーキ 佐藤／綾∥著

686.06-ｷ 汽笛一声　京都鉄道博物館 京都鉄道博物館

689.4-ﾌ サイクルツーリズムの進め方　 藤本／芳一∥著

702.19-ｵ 京都で育まれてきた日本の伝統と文化の真 大野木／啓人∥

709.1-ﾌ 日本遺産　１～2　地域の歴史と伝統文化を学ぶ 文化庁∥協力　

726.1-ﾅ 漫画家たちが描いた仕事－プロフェッショナル　1～7 中野／晴行∥監

780.21-ｱ アスリートがくれた元気が出る言葉

911.12-ﾖ まんがで読む万葉集・古今和歌集・新古今和歌集 吉野／朋美∥監

913-ｲ 絵に隠された記憶　熊沢アート心療所の謎 一色／さゆり∥

913-ｳ 本を愛した彼女と、彼女の本の物語 上野／遊∥

913-ｴ ５分後に超ハッピーエンド エブリスタ∥編

913-ｵ 縁 小野寺／史宜∥

913-ｵ それ以上でも、それ以下でもない 折輝／真透∥著

913-ｸ 海の見える丘　 くすのき／しげ

913-ｸ 洋菓子店アルセーヌ　1～2 九条／菜月∥著

913-ﾀ １５歳、まだ道の途中 高原／史朗∥著

913-ﾁ ムゲンのｉ　上下 知念／実希人∥

913-ﾂ 卒業タイムリミット 辻堂／ゆめ∥著

913-ﾊ 南河国物語　暴走少女、国をすくう？の巻 濱野／京子∥作

916-ﾔ まんが少年、空を飛ぶ　特攻隊員・山崎祐則 山崎／祐則∥著

923.5-ｷ 封神演義　上中下 許／仲琳∥著　

949.73-ｱ 人魚姫 ハンス・クリス

949.73-ｱ 母親 ハンス・クリス

949.73-ｱ 雪だるま ハンス・クリス

949.73-ｱ 影 ハンス・クリス

『生きづらさを抱えるきみへ』 『絵に隠された記憶』一色さゆり

『宇宙兄弟リアル』岡田茂 『卒業タイムリミット』辻堂ゆめ

『本を愛した彼女と、彼女の本の物語』上野遊 『南河国物語』濱野京子

命を絶つぐらいだったら、学校になんか行かなく

たっていい。学校だけが人生ではないから-。キ

ンタロー。をはじめ、蛭子能収、寺坂直毅らの

意外な過去とともに“逃げ方”を紹介する。樹

木希林の直筆メッセージも収録。

漫画「宇宙兄弟」の舞台となる宇宙開発最

前線の現場で、「宇宙兄弟」で描かれた仕事

に就くリアルな仕事人たちを総力取材。彼らが

示す人生の生き方や、仕事への向き合い方を

伝える。

僕は本だ。書名は「ホテル・カロン」。文庫本

である僕は、なぜか生まれた時から意識があっ

た。ある日僕は、病院で手術を拒む少女・銀

河と巡り合い…。少女が心の支えにした「本」

の視点で語られるかけがえのない日々の物語。

ユニコーンの絵ばかり描く少女、スマホ依存に悩む学生

…。絵画療法の第一人者・熊沢が、様々な悩みを持

つ人々の過去や本心を、彼らが描いた絵から見抜いて

いく。だが、インターンの聡子は熊沢に対してある疑念を

抱き-。

高校の英語教師・水口里紗子が誘拐され、72時間後

に始末するとネット動画で予告された。3年生の黒川た

ち4人のもとに犯人から挑戦状が届くが、誰もが教師との

間に問題を抱えていて…。

黄砂舞う大陸のとある国に、天下に名を轟かせる名将

軍に父親が似ていたばっかりに、あらぬ疑いで囚われの

身となった不運な父娘がいた。ところがこの娘は、大した

度胸の持ち主で…。南河国古代史に残る伝説の侍女、

紅玉の物語。

2020年12月末に

活動休止を発表している

嵐。

5人の出演したドラマや映画

の原作を集めました！

まだ読んだことがない人は

ぜひ、手に取ってみてくだ

さい！
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