
  

        

 

＊開館時間  月曜日～金曜日 ８：４０～１６：5０ 

 

＊貸  出  ｶｳﾝﾀｰで学年、ｸﾗｽ、出席番号を言ってください。 

貸出冊数・・・5 冊 

貸出期間・・・１5 日間  

        （雑誌はﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰのみ貸出します） 

         長期休暇には１０冊貸出しを行います 

 

＊返  却  直接ｶｳﾝﾀｰに持ってきてください。 

返却本は機械処理後、こちらで書架へ戻します。 

閉館時のみ図書館入口右のﾌﾞｯｸﾎﾟｽﾄへ入れて 

ください。 

 

＊予  約  読みたい本が貸出されている場合、予約ができます。 

ｶｳﾝﾀｰで予約用紙に記入してください。 

 

＊リクエスト 図書館にない本で読みたい本がある場合は、ﾘｸｴｽﾄ 

できます。ｶｳﾝﾀｰでﾘｸｴｽﾄ用紙に記入してください。 

（すべてのﾘｸｴｽﾄにお答えすることはできません） 

 

☆図書館内では、飲食、ゲーム全般、携帯電話での通話は禁止です！ 

☆今年度もたくさんのご利用をお待ちしています！ 

 

 

  

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・榎本・烏野・） 

 平成２9 年４月 14 日 

 

ご入学、ご進級おめでとうございます。 

さあ新年度の始まりです！司書一同、今年度もよりよい図書館づくりを目指

してがんばります。 

２・３年生の皆さん、昨年より教室から図書館が遠くなりましたが、今年も

足を運んでくださいね。１年生の皆さん、町工図書館はとても快適な場所です。

ぜひ高校生活の憩いの場として活用してください。 

町工図書館カレンダー 

   は休館日です 

お待たせしました！リクエストの受付を開始します。 

購入して欲しい本がありましたらどしどしお寄せください。 

ご不明な点は司書にお気軽にお尋ねください。 
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ジャンル 題　名 著者名 出版社名 ジャンル 題　名 著者名 出版社名

日本文学 幻庵　上・下 百田 尚樹 文藝春秋 ボランティアバスで行こう！ 友井 羊 宝島社

シリーズ最新作 三鬼 宮部 みゆき 日本経済新聞出版社 アケルダマ 田中 啓文 新潮社

本屋大賞ﾉﾐﾈｰﾄ しんせかい 山下 澄人 新潮社 神の値段 一色 さゆり 宝島社

本屋大賞ﾉﾐﾈｰﾄ みかづき 森 絵都 集英社 追伸ソラゴトに微笑んだ君へ 田辺 屋敷 KADOKAWA

本屋大賞ﾉﾐﾈｰﾄ 罪の声 塩田 武士 講談社 愚行録 貫井 徳郎 東京創元社

本屋大賞ﾉﾐﾈｰﾄ ツバキ文具店 小川 糸 幻冬舎 シリーズ最新作
最後の晩ごはん
黒猫と揚げたてドーナツ

椹野 道流 KADOKAWA

本屋大賞ﾉﾐﾈｰﾄ 桜風堂ものがたり 村山 早紀 PHP研究所 シリーズ最新作 化学探偵Ｍｒ．キュリー　5 喜多 喜久 中央公論新社

コンビニたそがれ堂　祝福の庭 村山 早紀 ポプラ社 シリーズ最新作 探偵・日暮旅人の残り物 山口 幸三郎 KADOKAWA

本屋大賞ﾉﾐﾈｰﾄ ｉ 西 加奈子 ポプラ社 シリーズ最新作 カブキブ！　5 榎田 ユウリ KADOKAWA

舞台 西 加奈子 講談社 シリーズ最新作 地獄堂霊界通信　7 香月 日輪 講談社

猫と幽霊と日曜日の革命
サクラダリセット　1

河野 裕 KADOKAWA シリーズ最新作 鴨川食堂おまかせ 柏井 壽 小学館

魔女と思い出と赤い目をした女の子
サクラダリセット　2

河野 裕 KADOKAWA シリーズ最新作 惑星カロン 初野 晴 KADOKAWA

機械仕掛けの選択
サクラダリセット　3

河野 裕 KADOKAWA シリーズ最新作
ビブリア古書堂の事件手帖7
栞子さんと果てない舞台

三上 延 KADOKAWA

さよならがまだ喉につかえていた
サクラダリセット　4

河野 裕 KADOKAWA 映画原作本 相棒　劇場版 4 大石 直紀ほか 小学館

片手の楽園
サクラダリセット　5

河野 裕 KADOKAWA 雪国 川端 康成 新潮社

一瞬の永遠を、きみと 沖田 円 スターツ出版 アンソロジー 吾輩も猫である 赤川 次郎ほか 新潮社

春となりを待つきみへ 沖田 円 スターツ出版 海外文学 ハリネズミの願い トーン・テレヘン 新潮社

映画原作本 キセキ　あの日のソビト 小林 雄次 朝日新聞出版 赤毛のアン ルーシー・モード・モンゴメリ 新潮社

たった、それだけ 宮下 奈都 双葉社 アンの青春 ルーシー・モード・モンゴメリ 新潮社

彼が通る不思議なコースを私も 白石 一文 集英社 アンの愛情 ルーシー・モード・モンゴメリ 新潮社

映画原作本 彼らが本気で編むときは、 荻上 直子ほか パルコ出版 アンの友達 ルーシー・モード・モンゴメリ 新潮社

神の子　上・下 薬丸 岳 光文社 アンの幸福 ルーシー・モード・モンゴメリ 新潮社

貘の檻 道尾 秀介 新潮社 アンの夢の家 ルーシー・モード・モンゴメリ 新潮社

僕とモナミと、春に会う 櫛木 理宇 幻冬舎 炉辺荘のアン ルーシー・モード・モンゴメリ 新潮社

悪いものが、来ませんように 芦沢 央 KADOKAWA アンをめぐる人々 ルーシー・モード・モンゴメリ 新潮社

世界でいちばん美しい 藤谷 治 小学館 虹の谷のアン ルーシー・モード・モンゴメリ 新潮社

サキ短編集 サキほか 新潮社 アンの娘リラ ルーシー・モード・モンゴメリ 新潮社

おまたせしました。春休み中に新しい本が入りました。ぜひ図書館に足を運んでくださいね。 

読みたい本が借りられている時は、予約してください。 

わからないことは図書館カウンターで気軽に尋ねてください。 


