
今年は、カウンター当番はありません。 

図書館広報や中学版図書館だよりなどの、広報活動に 

積極的に取り組みます。 

図書館での展示も行いますので、ぜひ見に来てください。 
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広報 
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2020 年６月号 

６月 8日発行 

水口東中学校・高校図書館 

 

お 待 た せ し ま し た ! ! 

新しい本が入り始めました！ 

リクエストをしてくれた生徒の皆さんには、担任の先生を通してお知らせしてい

ます。通知書を持って、図書館へ来てください。 

リクエスト以外の新しい本も入ってきます。少々、時間がかかる場合があります

が、準備のできた本から新着本コーナーにおいていきます。図書館前の掲示板でも

新着本のお知らせをしていますので、こまめにチェックしてね！！ 
図書館での感染症対策について 

＊6月 8日より、貸出・返却・資料相談のほか、館内での読書ができます 

＊館内の机は、当面の間仕切りを設置の上、1台につき 4人までとします 

＊県の方針により、開館時間は最終授業終了後 1時間までとします 

（当面の間、当日の閉館時間は、入り口に掲示します） 

＊開館時間中は、ドア・窓を開けたままにします 

＊昼休み後・閉館後にアルコールによる消毒を行います 

（返却された本の消毒も行いますので、返却本の貸出は原則翌日以降とします） 

＊館内では、できるだけマスク等を着用してください 

＊入館時に、入り口のエタノールで手指の消毒をしてください 

＊本や机にふれたあとは、各自で手洗いをしてください 

特設展示はしていませんが、

パフォーマンス等の資料、あります。

司書に相談してね。 

『ヒトラーとは何か』セバスチャン・ハフナー／草思社 

『大堀先生高校生物をわかりやすく教えてください！』大堀求／学研プラス 

『やせ体質になる。ちゃんと食べるダイエット』池内千波／主婦の友社 

『ヘアゴム 1本のゆるアレンジ』工藤由布／セブン＆アイ 

『私の英単語帳を公開します！』尾崎哲夫／幻冬舎 

『A peanuts book 1』チャールズ M.シュルツ／角川書店 

『猫ピッチャーのミラクル英会話』そにしけんじ／中央公論新社 

『だから論理少女は嘘をつく』中村一也／自由国民社 

『さとり世代の魔法使い』藤まる／双葉社 

『ビブリア古書店の事件手帖 ①②』三上延／アスキー・メディアワークス 

『Bの戦場 ①』ゆきた志旗／集英社 

『どちらかが彼女を殺したか』東野圭吾／講談社 

『うちの 3姉妹』松本ぷりっつ／主婦の友社 

春休み前から、休校期間中に借りた本の返却をお願いします。 

長期間になっていますので、延長したい人も、一度返却してください。 

また、下記の本を探しています。 

どこかで見つけたら図書館へお知らせください。 



分類 書　　名 ・ 巻　　次 著    者 分類 書　　名 ・ 巻　　次 著    者
095.187-ｺ 甲賀市　防災マップ　水口地域　 甲賀市役所 5 不思議なお菓子レシピサイエンススイーツ 太田さちか
095.187-ｺ 甲賀市　防災マップ　土山地域　 甲賀市役所 6 ねこチラ 分　類 書　　名 ・ 巻　　次 著    者
095.187-ｺ 甲賀市　防災マップ　甲賀地域　 甲賀市役所 6 ネットとSNSを安全に使いこなす方法 ルーイ・ストウェル 4 力尽きレシピ　2 犬飼つな
095.187-ｺ 甲賀市　防災マップ　甲南地域　 甲賀市役所 6 5G 森川博之 726.1-ｽ-44 ちはやふる　44 末次由紀
095.187-ｺ 甲賀市　防災マップ　信楽地域　 甲賀市役所 740.253-ｱ キャパとゲルダ マーク・アロンソン＆マリナ・ブドーズ 726.1-ﾋ-8 四十七大戦　8 一二三
095.863-ｵ 近江の麻織物 伝統産業会館 7 学校生活を明るく楽しくできる教材・プリント・学校の書類のイラスト集 913-ｱ-4 水晶庭園の少年たち　〔４〕　 蒼月／海里∥著

095.863-ｵ 近江上布　 伝統産業会館 7 やさしい日本絵画 山下裕二 913-ｱ-8 ８６－エイティシックス－　Ｅｐ．８　 安里／アサト∥

0 天才頭脳・水上颯の「最強クイズ全集」1～2 水上颯 7 アニメ業界就職ガイド Newtype編集部 913-ｴ-8 妖奇庵夜話　〔８〕　 榎田／ユウリ∥

0 明日の自分が確実に変わる　10分読書 吉田裕子 7 よーいドン！卓球 913-ｶ 心霊探偵八雲　ＡＮＯＴＨＥＲ　ＦＩＬＥ沈黙の予言 神永／学∥

2 台湾の歴史と文化 大東和重 913-ｱ 流人道中記　上・下 浅田／次郎∥著 913-ｶ-24 ソードアート・オンライン　２４ 川原／礫∥

2 〈絵解き〉江戸の暮らし 永井義男 913-ｲ 天使のにもつ いとうみく 913-ｷ-9 化学探偵Ｍｒ．キュリー　９ 喜多／喜久∥著

2 東大教授がおしえる日本史をつかむ図鑑 山本博文 913-ｼ-1 魔王学院の不適合者　1～6 秋∥著 913-ｻ-31 魔法科高校の劣等生　３１　 佐島／勤∥
319.8-ﾕ 平和のバトン 弓狩匡純 913-ﾅ 流浪の月 凪良／ゆう∥著 913-ｼ-10

ソードアート・オンラインオルタナティブガンゲイル・オンライン　10 時雨沢／恵一∥

333.8-ｶ-2019 開発協力白書　２０１9年版　 外務省∥編集 913-ﾊ 怪盗クイーンからの予告状 はやみねかおる 913-ｼ-4 後宮の烏　４ 白川／紺子∥著

3 22世紀を見る君たちへ　これからを生きるための「練習問題」 平田オリザ 913-ﾔ 廉太郎ノオト 谷津矢車 913-ﾀ-22 デート・ア・ライブ　２２　 橘／公司∥著

3 うちの子、へん？ 吉田可奈 929.13-ｿ アーモンド ソン／ウォンピ 913-ﾀ-8 おいしいベランダ。　〔８〕　 竹岡／葉月∥

3 学コレ　大学学部案内　学部コレクト 933.7-ﾎ 11番目の取引 アリッサ・ホリングスワークス 913-ﾅ-6 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　６～10 長月／達平∥著

3 東大生の勉強法カタログ 933.7-ﾓ フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ 913-ﾅ-4 Ｃｏｃｏｏｎ　4 夏原エヰジ

3 まんが　クラスメイトは外国人　課題編 「外国につながる子どもたちの物語」編集委員会 9 ネコばあさんの家に魔女が来た 赤坂パトリシア 913-ﾆ 人類最強のｓｗｅｅｔｈｅａｒｔ 西尾／維新∥著

3 「うちの子は字が書けないかも」と思ったら 宇野彰 9 逆ソクラテス 伊坂幸太郎 913-ﾊ-5 狼と羊皮紙　５　 支倉／凍砂∥

3 有権者って誰？ 藪野祐三 9 小説　サイダーのように言葉が湧き上がる イシグロキョウヘイ 913-ﾋ-10 ロクでなし魔術講師と禁忌教典　6～10 羊／太郎∥著

3 親になったの私だけ!? 耳たぶ吸ってたも～れ(原) 9 ピカソになれない私たち 一色さゆり 913-ﾋ-2 霊視（みえ）るお土産屋さん　２ 平田／ノブハル

3 大学学部調べ　環境学部 大岳美帆 9 ぼくは彼女のふりをする 内田裕基 913-ﾌ-3 破滅の刑死者　３　 吹井／賢∥
460.4-ｱ-4 いのちの不思議を考えよう　４　 朝日新聞出版∥ 9 旅ごはん 小川糸 913-ﾓ-12 わが家は祇園（まち）の拝み屋さん　１２ 望月／麻衣∥
491.59-ｸ 毒物ずかん　キュートであぶない毒キャラ くられ∥文・監 9 小さき者たち 粕谷知世 9 甲の薬は乙の毒 塔山郁

4 先生、大蛇が図書館をうろついています！ 小林朋道 9 僕たちの部活動改革 神谷拓 9 鯖猫長屋　8 田牧大和

4 もっと美しき小さな雑草の花図鑑 多田多恵子 9 ママはかいぞく カリーヌ・シュリュグ 9 合唱 中山七里

4 三角関数 9 罪人の選択 貴志祐介

4 「食べる」が変わる「食べる」を変える ビー・ウィルソン 9 そして、遺骸が嘶く 酒場御行

4 統計学でめぐる散歩道 石黒真木夫 9 言の葉は、残りて 佐藤雫

4 血液のがん 木崎昌弘 9 ロポック生命体 瀬名秀明

4 図解眠れなくなるほど面白い自律神経の話 小林弘幸 9 〈あの絵〉の前で 原田マハ

4 栄養の基本がわかる図解事典 中村丁次 9 クスノキの番人 東野圭吾

4 がんのしおり　2020 9 魔女たちは眠りを守る 村山早紀

4 漫画家しながらツアーナースしています。　1 明 9 探偵は絵にならない 森晶麿

4 iPS細胞の研究室 志田あやか 9 告解 薬丸岳

4 博士の愛したジミな昆虫 金子修治 9 永遠の夏をあとに 雪乃紗衣

4 キャラでわかる！はじめての感染症図鑑 岡田晴恵

4 感染症 井上栄

5 こまったさんのレシピブック 寺村輝夫

5 ゴミの島のサバイバル ゴムドリco.

5 しないヘアアレンジ 工藤由布

5 13歳からの環境問題 志葉玲

5 図解眠れなくなるほど面白い建築の話 スタジオワーク

5 化粧劇場　わたしたちが本当に知りたいメイク術 劇団雌猫

5 ネイル大全 小笠原弥生

5 すぐめし献立 nozomi

『怪盗クイーンからの予告状』
はやみねかおる

『流人道中記　上・下』浅田次郎

『人類最強のsweetheart』西尾維新

『流浪の月』凪良ゆう

『魔王学院の不適合者』秋シリーズ続巻はこちら！

「怪盗クイーン」の歴史はここから始

まった-。クイーンと夢水清志郎が

初めて出会った「怪盗クイーンから

の予告状」ほか「出逢い」など全3

編を、新たなイラストとともに収録

する。

愛ではない。けれどそばにいたい-。再会すべ

きではなかったかもしれない男女がもう一度

出会ったとき、運命は周囲の人を巻き込み

ながら疾走を始める。新しい人間関係への

旅立ちを描いた長編小説。

姦通の罪で奉行所に切腹を言い渡された

が、それを拒んで蝦夷へ流罪となった旗

本・青山玄蕃。ろくでなしでありながら、道

中で行き会う弱き者を決して見捨てぬ心

意気があり…。

平和な世の中を夢見て転生した暴

虐の魔王アノス。しかし二千年後、

転生した彼を待っていたのは平和に

慣れて弱くなりすぎた子孫たちと、

衰退を極めた魔法の数々で…。

人類最強の請負人・哀川潤。今回の依頼は、

あの占い師の実子・姫菜幻姫を自ら予知し

た死から守ること。未来を変える最強の方法

とは!? 「最強」シリーズ完結。

ここで紹介している本は、

すでに入っています。

貸出中のときは、予約して

ください。

今年の課題図書も入ってい

ますよ。
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