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10/27(水)～11/9(火)は読書週間です。 

石高図書館では、11/1(月)～11/12(金)の２週間、 

読書週間にちなんだイベント等を企画しています。 

②廃棄雑誌をお譲りします！ 
 

11/1 の昼休みより、廃棄雑誌の譲渡を行います。 

☆11/1(月)～11/5(金)…1 人 2 冊まで 

☆11/8(月)～11/12(金)何冊持ち帰っても OK！ 
＊雑誌を選ぶ前に必ず手指消毒を行ってください。 

＊密にならないよう、譲り合って選んでください。 

 

 

③映画ポスター抽選会 
 

「ハニーレモンソーダ」など、映画ポスターの譲渡抽選会をしま

す。ポスター実物を図書館で確認の上、カウンターで応募票を

受け取って応募してください。 

☆応募期間…11/1(月)～11/5(金) 

☆抽選日…11/8(月) 昼休み 

☆当選した人にのみ、11/10(水)までに 

結果をお知らせします。 
 

   ＊ポスターは、必ず当選した本人が持ち帰ること。 

①図書委員会企画イベント 

「しおりコンクール」 
 

しおりのデザインを募集します！図書館カウンターで画用紙を

受け取り、自由にデザインしてください。応募してくれた人には、

もれなく雑誌の付録を差し上げます。 

そして、図書委員の投票によって１位になった人には、図書

カードをプレゼント！１位または 2 位になったしおりは、複製し

て図書館で配布します。 
 

☆募集期間：11/1(月)～11/11(木) 
この他にも、2 年生図書委員による展示や 

広報紙の発行を予定しています。 

お楽しみに!! 

蔵書検索、新着図書は蔵書検索ページでチェック！ 

URL は配布版のやまつつじをご覧ください。 
（読書週間イベントの詳細もここからチェック！） 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆…リクエストで入った本／続…既に入っている本の続刊 

ジャンル 書名 著者名

フードコーディネーターの仕事 久保木 薫ほか

日本飛び出しくん図鑑 関 将

芸術 目の見えない白鳥さんとアートを見にいく 川内 有緒

コウペンちゃんとまなぶ世界の名画 るるてあ 他

行った気になる世界遺産 鈴木 亮平

コロナ禍でもナース続けられますか あさひ ゆり

続 呪術廻戦　１７　葦を啣む 芥見 下々

続 文豪ストレイドッグス　２１ 朝霧 カフカ他

続 ３月のライオン　１６ 羽海野 チカ

漫画方丈記 鴨 長明ほか

続 宇宙兄弟　４０ 小山 宙哉

☆ ちはやふる中学生編　1～３ 遠田おと 他

続 ゆびさきと恋々　５ 森下 ｓｕｕ

演劇 演劇入門 鴻上 尚史

野球データ革命 森本 崚太

☆ 闇を泳ぐ 木村 敬一

国語をめぐる冒険 渡部 泰明ほか

ニュースがわかる基礎用語
2021-2022年版

清水書院編集部

書く習慣 いしかわ ゆき

英語が話せる人はやっている魔法のイン
グリッシュルーティン

Miracle Vell
Magic

川のほとりで羽化するぼくら 彩瀬 まる

続 追憶の烏 阿部 智里

☆ 六人の嘘つきな大学生 浅倉 秋成

続 民王　シベリアの陰謀 池井戸 潤

ペッパーズ・ゴースト 伊坂 幸太郎

続 絶望スクール 石田 衣良

☆ 真夜中乙女戦争 Ｆ

花束は毒 織守 きょうや

続 ソードアート・オンライン　２６ 川原 礫

１００万回生きたきみ 七月 隆文

大正浪漫 NATSUMI

サリエルの命題 楡 周平

三千円の使いかた 原田 ひ香

一度だけ 益田 ミリ

続 京都寺町三条のホームズ　１７ 望月 麻衣

オーラの発表会 綿矢 りさ

文学 パリの国連で夢を食う。 川内 有緒

小説

マンガ

スポーツ

語学

芸術

産業

ジャンル 書名 著者名

自立って何だろう 都筑 学

しんどい時の自分の守り方 増田 史

教育論の新常識 松岡 亮二

続
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

☆ 夢を叶えるための勉強法 鈴木 光

数学 論理パズル１００ 小野田 博一

極端豪雨はなぜ毎年のように発生す
るのか

川瀬 宏明

最近、地球が暑くてクマってます。 水野 敬也 他

動物学 身近な「鳥」の生きざま事典 一日一種

☆ すばらしい人体 山本 健人

☆ 最新ＥＳ細胞ｉＰＳ細胞

しっかりわかるワクチンと免疫の基礎
知識

峰 宗太郎

まわりに気を使いすぎなあなたが自
分のために生きられる本

Ｒｙｏｔａ

過疎医療はおもしろい！ 大森 英俊

☆ 精神科医が見つけた３つの幸福 樺沢 紫苑

いつもの食材でゆる！ラク漢方レシピ
２１３

櫻井 大典 他

図解でわかるカーボンニュートラル
ｴﾈﾙｷﾞｰ総合工学
研究所

脱炭素革命への挑戦 堅達 京子 他

「再エネ大国日本」への挑戦 山口 豊 他

生きのびるための流域思考 岸 由二

海洋プラスチックごみ問題の真実 磯辺 篤彦

持続的な社会を考える新しい環境問題
食品ロス／マイクロプラスチック／生物
多様性／エシカル消費

古沢 広祐

海のプラスチックごみ調べ大事典 保坂 直紀

建築学 響きをみがく 石合 力

世界のおいしいパン手帖 東京製菓学校

痩せるズボラ飯 じゅん

性
ＣＨＯＩＣＥ　自分で選びとるための
「性」の知識

シオリーヌ

育児 男も育休って、あり？ 羽田 共一

食品ロスの大研究 井出 留美

食べものから学ぶ世界史 平賀 緑

マンガでわかる楽しい草取り 西尾 剛 他

料理

教育

産業

地学

医学

工学

環境

ジャンル 書名 著者名

世界一わかりやすいIllustrator &
Photoshop操作とデザインの教科書

ピクセルハウス

はじめてのニュース・リテラシー 白戸 圭一

読書 １０代のための読書地図 本の雑誌編集部

アンガーマネジメント見るだけノート 安藤 俊介

１０年後、君に仕事はあるのか？ 藤原 和博

☆ 一冊でわかる戦国時代 大石 学

図説ツタンカーメン王 仁田 三夫 他

地理 地図でスッと頭に入るヨーロッパ４７カ国 ｼﾞｮﾝ･ﾀｳﾝｾﾞﾝﾄ

現代アメリカ社会を知るための６３章 明石 紀雄 他

池上彰の世界の見方　中国 池上 彰

アフガニスタンを知るための７０章 前田 耕作 他

無理ゲー社会 橘 玲

アメリカ黒人史
ｲｪｰﾑｽﾞ･M.ﾊﾞｰ
ﾀﾞﾏﾝ

１４歳から考えたいレイシズム ｱﾘ･ﾗｯﾀﾝｼ

法律 ９条の戦後史 加藤 典洋

地図とデータで見るＳＤＧｓの世界ハ
ンドブック

ｲｳﾞｪｯﾄ･ｳﾞｪﾚ
他

学校では教えてくれない稼ぐ力の身
につけ方

小幡 和輝 他

世界を変える５つのテクノロジー 山本 康正

デジタル未来にどう変わるか？ 上田 恵陶奈 他

格差と分断の社会地図 石井 光太

フェイクニュースの生態系 藤代 裕之

他者を感じる社会学 好井 裕明

小学校教諭になるには 森川 輝紀 他

「男女格差後進国」の衝撃 治部 れんげ

エマ・ワトソンの国連スピーチを
英語で読む

畠山 雄二

男女平等はどこまで進んだか 山下 泰子 他

シリーズ・貧困を考える　１～３ 稲葉 茂勝 他

コロナ貧困 藤田 孝典

情報

歴史

心理学

社会
科学

政治

経済

社会


