
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館広報              水口東中学・高校図書館 

 

 

2021年度第 1号 

4月 8日発行 

 

春休み前に借りた本は、4月 8日返却です。 

長期貸出の本は延長できませんので、読み終

わっていなくても、必ず一度返却してくださ

い。 

現在、借りている本が全て返却されるまで、

新たに本を借りることはできません。 

開館時間は、カウンターへ！ 

今年度も司書は真藤(しんどう)です。よろしくお願いします。 

図書館には皆さんの知らない本があります。皆さんの知らない世

界が広がっています。本の世界を楽しんでください。 

図書館と司書は、皆さんの「知りたい」「読みたい」をお手伝いし

ます。ぜひ気軽に図書館を訪れてくださいね。 

今年度も感染症対策のため、下記の対策を行っています 

＊入館時の手指消毒（入り口）、図書にふれたあとは各自で手洗い 

＊ドアと窓の開放（授業中含む） 

＊カウンターが混み合っていれば、足下の印を目安に間隔を空ける。 

＊全校生徒が自由に出入りするため、マスクを着用してください 

＊図書館の開館時間は、平日 8：40～16：50。 

（朝の職員打ち合わせ後に開館します） 

会議や出張などで利用できない時は、入口前の掲示でお知らせします。 

＊図書館の貸出カードは 3年間利用します。大切に扱ってください。 

バーコードが読み取れなくなったり、紛失した人は司書に相談してください。 

＊貸出期間は 2週間です。 

読み終わらなくても、返却期限までに返してください。 

 返却は直接カウンターまで。返却ポストは閉館時のみ利用できます。 

＊本の無断持ち出し厳禁！！ 

 無断持ち出しされた本は、貸出を制限します。必ず貸出手続きをすること。 

＊マンガの貸出は昼休みと放課後のみです！ 

授業間の 10分休みには貸出できません。 
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入口
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0:総記
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5:工業

6:産業7:芸術

8:言語 9:文学

78:ｽﾎﾟｰﾂ

49:医学
新着本は入口の掲示板で

も紹介しています！

図書館の本棚は、

時計回りに分類番号順

で並んでいます。

本を探すときは、

分類番号の左端の数字

を見てください。



請求記号 書　　名 ・ 巻　　次 著    者 請求記号 書　　名 ・ 巻　　次 著    者
222.40-ﾀ あなたとともに知る台湾　 胎中／千鶴∥著 007.3-ﾏ ＳＮＳ暴力　 毎日新聞取材班 請求記号 書　　名 ・ 巻　　次 著    者
291.08-ﾎ ポプラディアプラス日本の地理　１～７ 059-ﾖ-2021 読売年鑑　２０２１年版 913-ｱ 哀愁しんでれら　もう一人のシンデレラ 秋吉／理香子

361.45-ﾅ 人は話し方が９割　 永松／茂久∥著 070-ｼ はじめてのニュース・リテラシー 白戸／圭一∥著 913-ｱ 草原のサーカス 彩瀬／まる∥著

366.29-ｼ 職場体験完全ガイド　５１～７０ 146.8-ﾎ 空気が読めなくてもそれでいい。 細川／貂々∥著 913-ｱ 文豪ストレイドッグスSTORM　BRINGER 朝霧／カフカ

366-ﾅ なるにはBOOKSシリーズ（33冊） 大岳／美帆∥著 209-ｲ 地図でスッと頭に入る世界史 祝田／秀全∥監 913-ｲ 不可逆少年 五十嵐／律人

366-ﾅ 子どもと働く 木村／明子∥著 210.03-ﾔ 地図でスッと頭に入る日本史 山本／博文∥監 913-ｳ アクティベイター 冲方／丁∥著

366-ﾅ 東南アジアで働く 横山／和子∥著 210.58-ｷ 地図でスッと頭に入る幕末・維新 木村／幸比古 913-ｶ 探偵は友人ではない 川澄／浩平∥著

366-ﾅ 魚市場で働く 鑓田／浩章∥著 213.61-ｵ 図解でスッと頭に入る江戸時代 大石／学∥監修 913-ｶ-7 ソードアート・オンラインプログレッシブ　7 川原／礫∥著

450.38-ｲ 地球 猪郷／久義∥監 289.1-ｺ 渋沢栄一伝　日本の未来を変えた男 小前／亮∥作 913-ｺ-7 錆喰いビスコ　７ 瘤久保／慎司

457.03-ｶ 古生物 加藤／太一∥監 302.27-ｻ シリアの戦争で、友だちが死んだ 桜木／武史∥文 913-ｼ-1 レイの世界　１ 時雨沢／恵一

465.8-ﾊ パンに生えたカビ 302.53-ｲ-2 池上彰の世界の見方　アメリカ　２ 池上／彰∥著 913-ﾁ 透明な夜の香り 千早／茜∥著

481.74-ﾀ 深海生物 武田／正倫∥総 304-ｳ ポストコロナ期を生きるきみたちへ 内田／樹∥編　 913-ﾅ 幕間のモノローグ 長岡／弘樹∥著

491.32-ｺ 好中球の貪食 318.6-ｺ 地方を生きる 小松／理虔∥著 913-ﾇ 転職の魔王様 額賀／澪∥著

493.87-ｻ 細菌の増殖 319.10-ｳ 街場の日韓論 内田／樹∥編　 913-ﾉ 七冊の『神曲』が断罪する七人のダンテ　 野村／美月∥著

547.48-ﾌ 腹黒のジレンマ ぶんけい∥著 319.10-ﾅ 国境は誰のためにある？　 中山／大将∥著 913-ﾊ-6 狼と羊皮紙　６　 支倉／凍砂∥著

578.4-ｲ イチからつくるプラスチック 岩田／忠久∥編 332.06-ｲ 図解でわかる１４歳から考える資本主義 913-ﾌ 彼女が魔女に着替える時 冬村／蜜柑∥著

586.2-ｵ イチからつくるワタの糸と布 大石／尚子∥編 361.45-ｵ こころのソーシャルディスタンスの守り方 大嶋／信頼∥著 913-ﾎ 終わりの歌が聴こえる 本城／雅人∥著

594.3-ｻ いちばんやさしいかぎ針編みのモチーフ Ｓａｃｈｉｙｏ 368.6-ﾀ 中高生からの防犯　 武田／信彦∥著 917-ﾉ-1 妄想国語辞典　1～2 野澤／幸司∥著

594.3-ﾘ はじめてのかぎ針編み　 リトルバード 369.3-ｵ 感染しないひなん所生活　 岡田／晴恵∥著 929.14-ﾚ 私は私に時間をあげることにした レディーダック

594.3-ﾘ はじめてでもかわいく作れるかぎ針編みのモチーフ＆小物 リトルバード 429.56-ｶ 核融合エネルギーのきほん　
596.65-ﾘ ザッパなおやつ　 ｒｉｙｕｓａ 443.8-ﾌ 星・星座 藤井／旭∥監

689-ｺ 観光を考える　１～４ 小林／寛則∥著 450.12-ｽ 地磁気逆転と「チバニアン」 菅沼／悠介∥著

913-ｺ ゆきうさぎのお品書き　２～９ 小湊／悠貴∥著 451.85-ｲ グレタさんの訴えと水害列島日本 岩佐／茂∥著　

913-ｽ 魔法戦争　８～１２ スズキ／ヒサシ 451.97-ﾔ 南極と北極　地球温暖化の視点から 山内／恭∥著

913-ﾅ Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　１１～２５ 長月／達平∥著 468-ﾀ 生物多様性を問いなおす 高橋／進∥著

913-ﾉ ヒカルが地球にいたころ…　１～１０ 野村／美月∥著 493.7-ﾐ １４歳からの精神医学　新版 宮田／雄吾∥著

913-ﾋ ロクでなし魔術講師と禁忌教典　１１～１８ 羊／太郎∥著 498.5-ｻ 最強に面白い！！食と栄養
913-ﾐ 学戦都市アスタリスク　１１～１５ 三屋咲／ゆう 519.04-ﾌ 食・農・環境とＳＤＧｓ 古沢／広祐∥著

913-ﾐ-22 ストライク・ザ・ブラッド　２２ 三雲／岳斗 519-ｶ 新・環境倫理学のすすめ 加藤／尚武∥著

913-ﾕ 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。　１～１１ 夕蜜柑∥著　 595-ﾀ 力尽き美容 田中／愛∥著

918-ｲ-1 日本文学全集　０１　古事記 池澤／夏樹 596.21-ﾆ-1 全集伝え継ぐ日本の家庭料理　1/3～8/10/12～14 日本調理科学会

918-ｲ-10 日本文学全集　１０　能・狂言　 池澤／夏樹 596.33-ｲ 肉×野菜のそそる！おかず 市瀬／悦子∥著

918-ｲ-11 日本文学全集　１１　好色一代男　 池澤／夏樹 596.65-ﾌ ＴＨＥシンプル焼き菓子　 藤野／貴子∥著

918-ｲ-12 日本文学全集　１２　松尾芭蕉 池澤／夏樹 645.7-ﾆ 警備員さんと猫　 にごたろ∥著

918-ｲ-13 日本文学全集　１３　樋口一葉 池澤／夏樹 C-726.1-ﾄ-12 孔明のヨメ。　１２ 杜康／潤∥著

918-ｲ-8 日本文学全集　０８　日本霊異記　 池澤／夏樹 780.7-ｲ 力尽き筋トレ 石本／哲郎∥著

C-726.1-ｻ 里中満智子作品集　１～３ 里中／満智子 816.5-ﾀ 学際系小論文頻出テーマ２０　 高橋／廣敏∥著

C-726.1-ﾀ-1 ミステリと言う勿れ　１～７ 田村／由美∥著 816.5-ﾋ 試験にでる小論文「１０大テーマ」の受かる書き方 樋口／裕一∥著

C-726.1-ﾃ ブラック・ジャック　６～１２ 手塚／治虫∥著 817.5-ﾔ １３歳からの読解力　 山口／謠司∥著

C-726.1-ﾋ ヘタリアWorld★Stars　1～４ 日丸屋秀和　著 829.17-ﾐ スマホでコメントできる短い韓国語 みんしる∥著

『透明な夜の香り』千早茜

『アクティベイター』冲方丁

『彼女が魔女に着替える時』冬村蜜柑

春休み中にたくさんの本が入りましたので、4月と5月に分

けて紹介します。今年度の新しい本の購入は、5月からに

なります。リクエスト募集中！

古い洋館でひっそりと営まれる、秘密のサロン。天才調香

師・小川朔を訪ねて、謎を秘めた依頼人たちが集まり-。

香りをめぐるドラマチックな長編小説。

羽田空港に突如、中国のステルス爆撃機が飛来した。

女性パイロットは告げる。「積んでいるのは核兵器だ」と。

これはテロか、宣戦布告か-。展開予測不能の国際サス

ペンス。

魔女のための魔呪盛装の仕立て師になるべく、アルスト

ロメリア学園へやってきた蒼司郎。魔女見習いのクロエと

ともにドレス作りに勤しむが、なかなか思うように成績を残

せなくて…。
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