
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書館広報              水口東中学・高校図書館 

 

 

2021年度第 11号 

10月 7日発行 

新しい書架が入りました！ 

【新書棚】が幅広で見やすくなりました。 

書架の移動に伴い、【海外文学の文庫本】と

【英語の多読本】がスポーツ・料理本の横に

移動しました。 

今月の先生のおすすめ本 

 

私の大好きな作家の小… 

つづきは HPへ→ 

 

 

廃棄本の手続きが終了しましたので、本のリサイクルを行います。 

日時：10月 7日(木)～11 月 19日(金)閉館時まで 

（残った本は古紙として処分します） 

対象：図書館入口左壁際の段ボールに入った本、 

ロッカーに並んだ本、郷土資料横の棚に並んだ本 

※『除籍』の赤いハンコか、リサイクルシールが目印です 

 

ほしい本があれば、自由にもらってください。 

手続きは必要ありませんが、必ず持ち帰ってください。 

図書館の本はスマホでも検索できます！ 

QR コード読込（滋賀県立水口東図書館）→ 

URL はコチラ→https://www.lib-finder.net/finder121/ 

検索ページをブックマークしておくと便利です！ 

10月から 12月まで、高校 2年保健の授業のため、 

特定のテーマ・内容（環境問題・食品問題・感染症・妊娠出産・薬物学・交通事故・

精神衛生）に関する図書の貸出を制限します。 

該当する図書は、図書館内での閲覧のみとなります。 

関係する本が必要な場合は、公共図書館などを案内します。 

司書に相談してください。 

 



請求記号 書　　名 ・ 巻　　次 著    者 請求記号 書　　名 ・ 巻　　次 著    者
007.3-ｻ ネット中傷駆け込み寺 佐藤／佳弘∥著 913-ｱ 月曜日の抹茶カフェ 青山／美智子∥

092.161-ﾖ 琵琶湖と古墳　 用田／政晴∥著 913-ｱ お隣さんは小さな魔法使い 有間／カオル∥

092.9161-ｵ 近江路をめぐる石の旅 長／朔男∥著 913-ｲ 零の晩夏 岩井／俊二∥著

093.6949-ｸ 笑顔をありがとう　 國森／康弘∥写 913-ｲ サイレント・ウィッチ　沈黙の魔女の隠しごと 依空／まつり∥

099.1132-ｼ 琵琶湖と俳諧民俗誌　 篠原／徹∥著 913-ｳ 月と日の后 冲方／丁∥著

151.5-ｲ 「利他」とは何か 伊藤／亜紗∥編 913-ｸ てのひらに未来 工藤／純子∥作

159.7-ﾊ 自分をたいせつにする本 服部／みれい∥ 913-ｺ 庭 小手鞠／るい∥

159-ﾔ 世界一やさしい「やりたいこと」の見つけかた 八木／仁平∥著 913-ｺ たまごの旅人 近藤／史恵∥著

209-ﾊ 世界の歴史　1～20 羽田／正∥監修 913-ｻ ブラザーズ・ブラジャー 佐原／ひかり∥

210.75-ﾊ 戦争というもの 半藤／一利∥著 913-ｻ アオハルの空と、ひとりぼっちの私たち 櫻／いいよ∥著

280.4-ﾔ 一度読んだら絶対に忘れない世界史人物事典 山崎／圭一∥著 913-ｻ 最終飛行 佐藤／賢一∥著

304-ﾃ 自分の頭で考える日本の論点 出口／治明∥著 913-ｽ ランペシカ 菅野／雪虫∥著

323.14-ｻ 高校生のための憲法入門 斎藤／一久∥編 913-ｾ パンダより恋が苦手な私たち 瀬那／和章∥著

326.52-ﾀ 世界の刑務所を訪ねて　 田中／和徳∥著 913-ﾄ あなたを愛しているつもりで、私は－。　 遠宮／にけ∥著

335.5-ｺ 変貌する未来　 クーリエ・ジャ 913-ﾅ 能面検事の奮迅 中山／七里∥著

335.8-ｼ ファッションの仕事で世界を変える　 白木／夏子∥著 913-ﾊ 夏休みルーム はやみね／かおる

345-ｺ 高校生のための税金入門 小塚／真啓∥編 913-ﾊ スウィートホーム　わたしのおうち 花里／真希∥著

361.45-ﾄ 異文化コミュニケーション学 鳥飼／玖美子∥ 913-ﾊ 女子大小路の名探偵 秦／建日子∥著

361.4-ﾅ リスク心理学　 中谷内／一也∥ 913-ﾊ 水の後宮 鳩見／すた∥

366-ﾅ 社会福祉士・精神保健福祉士になるには 田中／英樹∥編 913-ﾋ 透明な螺旋 東野／圭吾∥著

366-ﾅ アプリケーションエンジニアになるには 小杉／眞紀∥著 913-ﾌ 魔女の娘 冬月／いろり∥

366-ﾅ 環境専門家になるには 小熊／みどり∥ 913-ﾔ 風よ僕らの前髪を 弥生／小夜子∥

369.31-ｲ 被災者支援のくらしづくり・まちづくり　 岩船／昌起∥編 913-ﾕ 死者殺しのメメント・モリア 夢見里／龍∥

371.47-ﾏ しんどい時の自分の守り方　 増田／史∥著 913-ﾜ-1 やはり俺の青春ラブコメはまちがっている　結　1 渡／航∥〔著〕

373.1-ﾅ 学校の役割ってなんだろう 中澤／渉∥著 914.6-ｶ 今日の書き散らし 書きちらし∥著

374.92-ﾌ ＳＤＧｓと防災教育　 藤岡／達也∥著 933.7-ｺ キャクストン私設図書館 ジョン・コナリー

376.8-ｻ 農学部　中高生のための学部選びガイド 佐藤／成美∥著 CE-596.04-ｺ 眠れぬ夜はケーキを焼いて 午後∥著
391-ﾁ 戦争はいかに終結したか　 千々和／泰明∥ E-181.4-ｼ 地獄　絵本　 白仁／成昭∥

410.79-ｲ 数学クラスタが集まって本気で大喜利してみた いっくん∥著 E-181.8-ﾆ 極楽　絵本 西川／隆範∥文

421.2-ｻ １６歳からの相対性理論　 佐宮／圭∥著　 E-498.6-ﾁ みつ ｔｉｍａｔｉｍ

451.64-ｶ 極端豪雨はなぜ毎年のように発生するのか 川瀬／宏明∥著 E-726.6-ｵ かんじるえ 大谷／陽一郎∥

452.24-ｶ インド洋　 蒲生／俊敬∥著

498.55-ﾌ 健康管理する人が必ず知っておきたい栄養学の◯と× 古畑／公∥著　

498.56-ｼ 食べる時間でこんなに変わる時間栄養学入門 柴田／重信∥著 376.33-ﾌ-2 ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー　2 ブレイディみかこ

498.58-ﾐ まんがでわかる子育て・仕事・人間関係ツライときは食事を変えよう 溝口／徹∥著　 726.1-ｺ-40 宇宙兄弟　４０ 小山／宙哉∥著

498.5-ﾋ カラダにやさしいコンビニごはん１００　 平澤／芳恵∥著 913-ｲ-11 淡海乃海　水面が揺れる時　１１ イスラーフィール

596.04-ﾌ 藤川家のごはん 藤川／英子∥著 913-ｶ-19-1 ヘヴィーオブジェクト　人が人を滅ぼす日　上 鎌池／和馬∥

689.4-ｻ まちの魅力を引き出す編集力　 桜井／篤∥編著 913-ﾊ-23 狼と香辛料　２３　Ｓｐｒｉｎｇ　Ｌｏｇ 支倉／凍砂∥

780.69-ｱ パラリンピックは世界をかえる　 ローリー・アレ 913-ﾓ-14 わが家は祇園（まち）の拝み屋さん　１４ 望月／麻衣∥

910.26-ｼ 文豪ナビ池波正太郎　 新潮文庫∥編 C-726.1-ｼ-2 メンタル強め美女白川さん　２ 獅子∥著
910.26-ｼ 文豪ナビ司馬遼太郎　 新潮文庫∥編 C-726.1-ﾀ-6 リエゾン　６　こどものこころ診療所 竹村／優作∥原

『数学クラスタが集まって本気で大喜利してみた』

『魔女の娘』冬月いろり

『たまごの旅人』近藤史恵

『あなたを愛しているつもりで、私はー。』遠宮にけ

『キャクストン私設図書館』ジョン･コナリー

『風よ僕らの前髪を』弥生小夜子

夕子の娘の七緒が検診で「発達障害の傾向がある」と

診断された。娘との関係、夫との関係、ママ友との関係

…。“普通”とは違う娘を抱えながら、進む道を見つけて

いく母親の物語。

念願かなって、海外旅行の添乗員になった遙。アイスラ

ンド、スロベニア、パリ、西安で、ツアー参加者それぞれ

の特別な瞬間に寄り添う。ところが2020年、予想外の

事態が-。

ハムレットやホームズ、ドラキュラが図書館に住んでいたら

…? 実体化した物語の登場人物たちが住む不思議な図

書館を描く表題作ほか、全4編を収録した本にまつわる傑

作短編集。

弁護士の伯父を殺害したのは、養子の志史なのか? 依

頼を受け、完璧な優等生としてふるまい続ける志史の身

辺を調べ始めた若林は、愛憎が渦巻く異様な人間関係

の深淵を覗くことになり…。

著名な魔女の娘でありながら、魔法が使えない「失く

し者」の帆香。姿を消した母の手紙に導かれ辿り着い

た「レンタル屋」で、月額9万8千円と引き換えに魔力

を手にする。母の面影を追い、憧れの魔法学園に入

学したが…。

ケーキを3等分せよ、地球の大きさを求めよ…。数学の面

白いトピックをTwitterで発信する「数学を愛する会」が実

際に出した問題に寄せられた解答の中から、特に良かった

ものなどを紹介。書き下ろしの数学ネタも収録。
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