
＊10 月 5 日から 12 月まで、高 2 保健の授業のため、特定のテーマ（環境・健康・栄養・交通

など）に関する本の貸出を制限しています。該当する図書は、図書館内で 

の閲覧のみとします。 

必要に応じて公共図書館などの案内をしますので、ご了承下さい。 

10月 27日から 11月 9日（文化の日をはさんで２週間）は「読書週間」です。終戦後「読書の力に

よって、平和な文化国家をつくろう」という決意のもと、第１回「読書週間」が開催されました。 

読書週間が定着し、日本は世界有数の「本を読む国民」の国となりました。しかし、物質生活の豊

かさに比べ精神生活の低迷が問題視されている昨今、論理的思考の基礎となる読書の重要性は、ます

ます高まってきています。 

 みなさん一人ひとりの読書への関心と、読書習慣確立のきっかけとなることを願って、図書館と図

書委員会は様々な取り組みを行います。ぜひこの機会に図書館を訪れてください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※図書委員企画は、10月 26 日～展示します！ 

今月の先生のおすすめ本 

2003年アメリカがイラ… 

つづきは HPへ→ 

  

図書館 

広報 

 

Ｎｏ．７ 

2020年 10 月号 

１０月 9 日 発行 

水口東中学・高校図書館 

 

 



請求記号 書　　名 ・ 巻　　次 著    者 請求記号 書　　名 ・ 巻　　次 著    者

002.7-ﾛ ＦＡＣＴＦＵＬＮＥＳＳ　 ハンス・ロスリ 913-ｱ 明けない夜のフラグメンツ　 青海野／灰∥

002-ﾏ 人間を究める 松尾／豊∥ 913-ｱ 魔女の愛し仔 綾里／けいし∥

007.60-ｵ 絵でわかるサイバーセキュリティ 岡嶋／裕史∥著 913-ｲ 空想クラブ 逸木／裕∥著

094.5293-ｼ 琵琶湖の科学　２０２０　 琵琶湖環境科学 913-ｲ 青春ノ帝国 石川／宏千花∥

146.8-ｲ １０代から身につけたいギリギリな自分を助ける方法 井上／祐紀∥著 913-ｸ 虜囚の犬 櫛木／理宇∥著

146.8-ｺ 嫌いな人がいる人へ　 古山／有則∥著 913-ｺ ティンカー・ベル殺し 小林／泰三∥著

159.5-ﾊ 世界を変えるための５０の小さな革命 ピエルドメニ 913-ｻ 図書館の子 佐々木／譲∥著

210.17-ｲ 明日の防災に活かす災害の歴史　1～5 伊藤／和明∥監 913-ｻ ブラインドから君の歌が聴こえる サミュエル・サ

210.1-ｽ 図解眠れなくなるほど面白い日本史 鈴木／旭∥著 913-ｻ 氷と蜜 佐久／そるん∥

219.9-ｳ これならわかる沖縄の歴史Ｑ＆Ａ 楳澤／和夫∥著 913-ｼ カレーライス　教室で出会った重松清 重松／清∥著

237-ｷ 一冊でわかるイタリア史 北原／敦∥監修 913-ﾂ サキの忘れ物 津村／記久子∥

300-ﾜ 社会を究める 若新／雄純∥ 913-ﾉ 『さいごの本やさん』の長い長い終わり　 野村／美月∥著

302.25-ｲ 池上彰の世界の見方　インド　 池上／彰∥著 913-ﾓ 優しい死神は、君のための嘘をつく 望月／くらげ∥

338-ﾋ お金のしくみを知りかしこく扱う方法 ジェーン・ビン 918-ｲ-2 日本文学全集　０２　口訳万葉集　百人一首 池澤／夏樹∥個

361.4-ﾕ マンガ版ちょっとだけ・こっそり・素早く「言い返す」技術 ゆうき／ゆう∥ 918-ｲ-3 日本文学全集　０３　竹取物語　伊勢物語 池澤／夏樹∥個

368.2-ｲ 本当の貧困の話をしよう　 石井／光太∥著 918-ｲ-4 日本文学全集　０４　源氏物語　上 池澤／夏樹∥個

368.6-ｻ 捜査一課式防犯ＢＯＯＫ　 佐々木／成三∥ 918-ｲ-5 日本文学全集　０５　源氏物語　中 池澤／夏樹∥個

371.42-ﾎ いじめのことばから子どもの心を守るレッスン 堀田／秀吾∥著 918-ｲ-6 日本文学全集　０６　源氏物語　下 池澤／夏樹∥個

374.96-ｵ 学校の感染症対策 岡田／晴恵∥著 918-ｲ-7 日本文学全集　０７　枕草子　方丈記　徒然草 池澤／夏樹∥個

375.49-ﾋ パワポＬＧＢＴＱをはじめとするセクシュアルマイノリティ授業 日高／庸晴∥監 918-ｲ-9 日本文学全集　０９　平家物語 池澤／夏樹∥個

375-ｵ 一人で思う、二人で語る、みんなで考える 追手門学院大学 933.7-ｺ 秘密のノート ジョー・コット

410-ﾆ 東大の先生！文系の私に超わかりやすく高校の数学を教えてください 西成／活裕∥著 E-953.7-ｸ リサとガスパール　キティちゃんをパリでおむかえ アン・グットマ

451-ﾌ ニュース・天気予報がよくわかる気象キーワード 筆保／弘徳∥編

460-ﾌ 生命を究める 福岡／伸一∥

480-ｲ さらにざんねんないきもの事典　 今泉／忠明∥監

480-ﾏ １日のおわりにもふもふタイム 松原／卓二∥写 請求記号 書　　名 ・ 巻　　次 著    者

498.39-ｸ 繊細すぎてしんどいあなたへ　 串崎／真志∥著 913-ｶ-18 ヘヴィーオブジェクト　18 鎌池／和馬∥

498.39-ｼ 自分のこころとうまく付き合う方法 アリス・ジェー 913-ｶ-25 アクセル・ワールド　２５　 川原／礫∥

498.3-ﾒ 免疫力を強くする、疲れない体のつくり方 913-ｻ-32 魔法科高校の劣等生　３２　 佐島／勤∥

498.54-ｳ 食品添加物はなぜ嫌われるのか　 畝山／智香子∥ 913-ﾅ-5 Ｃｏｃｏｏｎ　５　 夏原／エヰジ∥

498.58-ﾀ はじめての薬膳ごはん　 武／鈴子∥著

519-ｶ 未来をつくる道具わたしたちのＳＤＧｓ 川廷／昌弘∥著

547.5-ｵ ５Ｇ　大容量・低遅延・多接続のしくみ 岡嶋／裕史∥著

590-ｺ ３人子持ちで起業した理系の主婦が名もなき家事をサクッと解決 香村／薫∥著　

596.37-ｻ 一生使える！野菜のおかず事典３００　 阪下／千恵∥著

596-ﾀ おうちでしあわせ日本全国まるごとおとりよせ たかはし／みき

613.1-ﾉ 地球温暖化と日本の農業　 農業・食品産業

780.14-ｳ アスリートのメンタルケア　 内田／直∥編著

780.1-ｸ アスリートの科学　能力を極限まで引き出す秘密 久木留／毅∥著

780.21-ﾊ 綾瀬はるかmeets Beautiful Athletes パナソニック株

786.3-ﾒ 実践！キャンプＢＯＯＫ　 キャンプＢＯＯ

798-ｷ おうちは遊びのワンダーランド 木村／研∥著

816.5-ﾋ 読むだけ小論文　法・政治・経済・人文・情報系 樋口／裕一∥著

816.5-ﾋ 読むだけ小論文　基礎編 樋口／裕一∥著

837-ｱ-2020 天声人語　２０２０春 朝日新聞論説委

910.26-ｱ 文豪聖地巡礼 朝霧／カフカ∥

913-ｱ まだ温かい鍋を抱いておやすみ 彩瀬／まる∥著

『図書館の子』佐々木譲

『やさしい死神は、君のための嘘をつく』望月くらげ

『サキの忘れ物』津村記久子

『「さいごの本やさん」の長い長い終わり』野村美月

『秘密のノート』ジョー・コットリル

ある日、千春はアルバイト先の喫茶店で客

が忘れていった一冊の本を手にする。それ

は千春がはじめて読み通した本となり…。

たやすくない日々に宿る僥倖のような、ま

なざしあたたかな短篇9編を収録。

とある北の国。猛吹雪の夜、図書館に1人の少

年が取り残された。そこに突然現れた謎の男は

少年を救い、大切なことを伝え始めた-。時と

たたかい、時に翻弄される者たちを描く全6編。

店主の遺言により幸本書店のすべての本を

任された高校生・榎木むすぶ。本の声が聞

こえる彼は、その力で人々を思い出の本た

ちと再会させてゆく。それはやがて、亡く

なった店主の死の真相へも繫がり…。ビブ

リオミステリー。

病室で目を覚ました真尋は、目の前に現れ

た死神から30日以内に自分の命が尽きるこ

とを告げられる。死ぬことは怖くない…は

ずだった。しかし不器用だけど優しい死神

と日々言葉を交わすうちに、真尋は彼に惹

かれていき…。

モノマネが得意で、人を笑わせることが大好き

な、クラス一のお調子者ジェリー。だけど、彼

女には大きな悩みがあり、心のさけびを“秘密

のノート”に綴っていて…。
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