
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

月 火 水 木 金 土 日

7/29 30 31 8/1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16

夏休みの開館予定 

… 開館（８：30～１５：３０） 

… 終日閉館 

         読書感想文を募集します。 
     

   今年も、読書感想文を募集しています。昨年は、

石山高校生の書いた読書感想文が全国コンクールで入

選しました。 
 

書いてみたいという人は、図書館に応募要項を取りに

来てください。提出締切は 9 月 1 日（火）です。 

 

☆☆読書感想文課題図書☆☆ 
 

『廉太郎ノオト』谷津矢車 

『フラミンゴボーイ』マイケル・モーパーゴ 

『キャパとゲルダ ふたりの戦場カメラマン』 

マーク・アロンソン／マリナ・ブドーズ 
 

課題図書は全て図書館で所蔵しています。 

 図書館の利用マナーについて  
 

図書館の利用のマナーを守れていない人がいます。 

皆が気持ちよく図書館を利用できるように、ルールを守って 

利用しましょう。 
 

〇図書館内でのスマホの利用は認めていますが、図書館に来て 

スマホゲームをする等の利用は、他に図書館を利用したい人の 

邪魔になりますのでやめてください。 
 

〇図書館の本や雑誌を撮影することは禁止です。 
 

〇図書館内は飲食禁止です。 
 

〇貴重品と必要な勉強道具以外の荷物は、荷物棚に入れてくださ

い。（夏休み中、昼食が傷まないように図書館内に持ち込むこと

は認めます。） 
 

〇みんなが安心して利用できるようにマスクを着用し、入退館の 

際は手洗いか手指の消毒をしてください。 
 

〇閲覧席を利用した後は、消しゴムのかすを捨てる等、使った 

席のまわりをきちんと片付けてください。 
 

＊今後もルールを守れない人がいる場合、図書館での 

スマホ使用の制限を検討します。 
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蔵書検索はこちらから 
〇蔵書検索ページ URL 

http://www.lib-finder.net/finder35/ 
パスワードを忘れた場合は図書館で確認してください 

QR コードはこちら。 

ブックマークしてね！ 

↑新着図書は、蔵書検索システムからもチェックできます↑ 

新着図書リスト 

新しいマンガを購入しました！ 
 

複数のリクエストがあった、『Dr.stone』を購入しました。 
 

一瞬にして世界中すべての人間が石と化す、謎の現象から数千

年後――。目覚めた大樹とその友・千空はゼロから文明を作るこ

とを決意する！空前絶後の SF サバイバル冒険譚。 

ジャンル 書名 著者 出版社 請求記号

宗教
マンガでわかるギリシャ神話　個性豊かな神々のおもし
ろエピソードが満載！

佐藤 俊之 ほか 誠文堂新光社 164-ｻ

沖縄戦を知る事典　非体験世代が語り継ぐ 吉浜 忍 ほか 吉川弘文館 219-ﾖ

一冊でわかるフランス史 福井 憲彦 河出書房新社 235-ﾌ

一冊でわかるイタリア史 北原 敦 河出書房新社 237-ｷ

世界の美しくてミステリアスな場所 パイインターナショナル ﾊﾟｲｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 290-ﾊﾟ

琉球・沖縄　もっと知りたい！くらしや歴史 上里 隆史 岩崎書店 291-ｳ

リスクの正体　不安の時代を生き抜くために 神里 達博 岩波書店 301-ｶ

Ｏｆｆｉｃｅ　３６５　Ｔｅａｍｓ即効活用ガイド 岩元 直久 ほか 日経ＢＰ 336-ｲ

これからのテレワーク　新しい時代の働き方の教科書 片桐 あい 自由国民社 336-ｶ

★ ＬＧＢＴを知る 森永 貴彦 日本経済新聞出版社 336-ﾓ

３６５日で知る現代オタクの教養 ライブ カンゼン 361-ﾗ

★ 知らないでは済まされない！ＬＧＢＴ実務対応Ｑ＆Ａ 帯刀 康一 ほか 民事法研究会 367-ﾀ

★ ＬＧＢＴってなんだろう？ 藥師 実芳 ほか 合同出版 367-ﾔ

教育 ポスト・コロナショックの学校で教師が考えておきたいこと 東洋館出版社 ほか 東洋館出版社 370-ﾄ

民俗学 関西弁で読む遠野物語 柳田 国男 原著 エクスナレッジ 382-ﾔ

薬学部　中高生のための学部選びガイド 橋口 佐紀子 ぺりかん社 366-ﾅ

教養学部　中高生のための学部選びガイド 木村 由香里 ぺりかん社 366-ﾅ

ゲーム業界で働く 小杉 眞紀ほか ぺりかん社 366-ﾅ

数学 ★
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 ほか かんき出版 410-ﾆ

地学 見えない絶景　深海底巨大地形 藤岡 換太郎 講談社 452-ﾌ

感染症の世界史 石 弘之 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 493-ｲ

よくわかる依存症　ゲーム、ネット、ギャンブル、薬物、アル
コール

榎本 稔 主婦の友社 493-ｴ

よくわかる公衆衛生学の基本としくみ 上地 賢 ほか 秀和システム 498-ｳ

歴史
・

地理

進路

社会

医学

ジャンル 書名 著者 出版社 請求記号

建築・土木の資格と仕事　取りたい資格がわかる本 梅方 久仁子 技術評論社 510-ｳ

環境白書　循環型社会白書 生物多様性白書　令和２年
版

環境省大臣官房環境計画課 日経印刷 519-ｶ

海洋プラスチック　永遠のごみの行方 保坂 直紀 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 519-ﾎ

限界破りの鉄道車両　幻に？それとも実現？ 小島 英俊 交通新聞社 536-ｺ

身のまわりのものでできる手作りマスク 寺西 恵里子 日東書院本社 594-ﾃ

全１９６カ国おうちで作れる世界のレシピ 本山 尚義 ライツ社 596-ﾓ

１０分で野菜の本格タイごはん 味澤 ペンシー 講談社 596.3-ｱ

美術 世界の彫刻１０００の偉業 ジョゼフ・マンカ ほか 二玄社 710-ﾏ

★ Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ　１～15 稲垣 理一郎  ほか 集英社 726-ｲ

のんびりヌルントゥルン　上・下 野村 宗弘ほか 実業之日本社 726-ﾉ

工芸 旅と刺繍と民族衣装 東欧民芸クリコ 誠文堂新光社 753-ﾄ

娯楽 リアル脱出ゲームｐｒｅｓｅｎｔｓ究極の謎本 ＳＣＲＡＰ ＳＣＲＡＰ出版 798-ｽ

語学 英熟語図鑑　お勉強感ゼロで身につく 清水 建二ほか かんき出版 834-ｼ

曽根崎心中　小説で読む名作戯曲 近松 門左衛門  原著 光文社 912-ﾁ

ロミオとジュリエット　小説で読む名作戯曲 シェイクスピア  原著 光文社 932-ｼ

読書嫌いのための図書室案内 青谷 真未 早川書房 913.6-ｱ

じんかん 今村 翔吾 講談社 913.6-ｲ

続 鴨川食堂まんぷく 柏井 壽 小学館 913.6-ｶ

〇 コンフィデンスマンＪＰ　プリンセス編 古沢 良太 ほか ポプラ社 913.6-ｺ

続 鬼滅の刃　〔３〕　風の道しるべ 吾峠 呼世晴ほか 集英社 913.6-ｺﾞ

虹にすわる 瀧羽 麻子 幻冬舎 913.6-ﾀ

続 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　２２ 長月 達平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 913.6-ﾅ

人類最強の初恋 西尾 維新 講談社 913.6-ﾆ

できない男 額賀 澪 集英社 913.6-ﾇ

〇 糸 林 民夫 幻冬舎 913.6-ﾊ

ドルチェ 誉田 哲也 光文社 913.6-ﾎ

〇 水曜日が消えた 吉野 耕平ほか 講談社 913.6-ﾖ

手記 仕事本　わたしたちの緊急事態日記 左右社編集部 左右社 916-ｻ

海外の小説 たのしいムーミン一家 ヤンソン  ほか 講談社 949-ﾔ

工学
・

環境

家政学
・

料理

マンガ

戯曲

日本の小説

★…リクエストで入った本　　　　〇…映像化された本・映像化予定の本　　　続…既に入っている本の続刊


