
 

 

１年生…1,504 冊 

２年生…714 冊    

３年生…274 冊                       

合計 2,492 冊    

 

    

 

 
 

    

 3 年生のみなさん。ご卒業おめでとうございます。入学してすぐの 

「味見読書」で、皆さんに初めてお会いした時の緊張した姿が昨日のことの 

ように思い出されます。皆さんの成長していく姿を図書館から 3 年間そっと 

見てきました。これからも本をいつもそばに置いて、心の豊かなすてきな人に 

なってくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・池田・榎本・烏野・谷治） 

平成２８年 3 月 4 日 

 

貸出冊数ベスト３ 

１位 1 年 4 組 （460 冊） 

２位 1 年 3 組 （381 冊） 

３位 2 年 4 組 （250 冊） 

 

 

2015 年度 2 月末の図書館貸出累計冊数 

3 月の『町工読書会』 
 

 14（月） 12:55～13:15 
 

今年度最後の読書会です！ふるってご参加ください。

見学だけでも大歓迎です。 

 

 図書館に置いていた昨年度(2014 年度)までの雑誌を処分し

ますので、欲しい雑誌があったらひとり 3 冊まで差し上げてい

ます。思わぬ掘り出し物があるかも…!? 

＊＊＊展示中の雑誌＊＊＊ 

アニメージュ・ノンノ・メンズノンノ・ナンバー・東京ウォーカー 

週刊アスキー・ワッツイン・チョキチョキ・スクリーン  

栄養と料理・オレンジページ・テニスクラシック・スマッシュ 

ナショジオ・ストリートバイカーズ・トランジスタ技術 

ひとり 3 冊まで！ 

 期末考査の最終日 3/11(金)より「春休み 10 冊貸出し」

が始まります。ひとり 10 冊まで借りられ、返却日は

4/15(金)です。この機会にシリーズものに挑戦してみては 

いかがですか？ 

 3/11(金)から 

 

1年4組は断トツ1位でした！

あめでとうございます!! 

1 一 



 

 

１年生…1,451 冊 

２年生…674 冊    

３年生…273 冊                       

合計 2,398 冊       

 

 
 

    

 一年で一番寒いとされる 2 月。今年は暖冬と言われていましたが、大雪が 

降るのも暖冬の年だそうです。まだまだ 3 月までは雪が降るかもしれないので、 

油断できませんね。 

 3 学期になって、昼休みに図書館を訪れる人が少なくなったような気がします。 

廊下は寒いですが、図書館内は暖かくして皆さんをお待ちしていますので、ぜひ 

足を運んでくださいね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・池田・榎本・烏野・谷治） 

平成２８年 2 月 17 日 

 

貸出冊数ベスト３ 

１位 1 年 4 組 （450 冊） 

２位 1 年 3 組 （364 冊） 

３位 2 年 4 組 （237 冊） 

 

 

2015 年度 1 月末の図書館貸出累計冊数 

2 月の『町工読書会』 
 

 22（月）・29（月） 12:55～13:15 
 

 おもしろかった本を紹介してください。 

見学だけでも大歓迎！ 

 

４位は 1-5 の 214 冊、5 位は 1-2 の 213 冊、6 位は 1-1 の 210 冊です。 

  今年度もあともう少しとなりま

した。今年度に借りた本は必ず春休み

前に返却してください！ 

  紛失してしまった場合は、図書館 

   カウンターまで必ず申し出て 

  ください。 

 図書館に置いていた、昨年度(2014 年度)までの雑誌を処分

します。2/17(水)から 3/25(金)までの間、図書館内に展示し

ますので、ぜひ見に来てください。欲しい雑誌があったらひと

り 3 冊まで差し上げます。思わぬ掘り出し物があるかも…!? 

＊＊＊展示予定の雑誌＊＊＊ 

アニメージュ・ノンノ・メンズノンノ・ナンバー・東京ウォーカー 

週刊アスキー・ワッツイン・チョキチョキ・スクリーン・ナショジオ  

栄養と料理・オレンジページ・テニスクラシック・スマッシュ 

ストリートバイカーズ・美術の窓・トランジスタ技術 

ひとり3冊まで! 



 

 

１年生…1,393 冊 

２年生…635 冊    

３年生…255 冊                       

合計 2,283 冊       

 

 
 

    

 新しい年が明けました。皆さんは 2016 年をどんな年にしたい 

ですか？町工図書館では、より一層皆さんのお役に立てるように 

気持ちを新たに頑張ります。 

今年も町工図書館をよろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・池田・榎本・烏野） 

平成２８年１月 15 日 

 

貸出冊数ベスト３ 

１位 1 年 4 組 （446 冊） 

２位 1 年 3 組 （348 冊） 

３位 2 年 4 組 （217 冊） 

 

 

2 年 4 組が追い上げてきました!! 

３年生の図書の貸出しは 1/13(水)で終了させて 

いただきました。 

    3 年生最終返却期限日…1/28(木) 

となっています。返却日を必ず守ってください。ただし、

課題研究で使う本は延長できますので、カウンターに申し

出てください。 

2015年度12月末の図書館貸出累計冊数 

1 月の『町工読書会』 
 

 18(月) 12:55～13:15 
  

 おもしろかった本を紹介してください。 

見学だけでも大歓迎！ 

 

2015 年度 2 学期までのクラス別貸出冊数 
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「リケジョ」 

伊与原 新／新潮文庫 

 

理論物理学を学んでいる貧乏大学院生の

律は、留学費用を稼ぐためにお金持ち小学

生・理緒の家庭教師を引き受ける。この生

徒ちょっと変わっていて、なりたいものは

“リケジョ”。愛読書は科学の本。いつも持

ち歩いている物はハンダごてだった。 

 科学や理系っておもしろいな、と思える

理系乙女ミステリーです。 

「微笑む人」 

貫井 徳郎／実業之日本社文庫 

 

エリート銀行マンの仁藤が妻子を殺害した容

疑で逮捕された。殺害理由は、本が増えて家族が

邪魔になったという理解しがたいものだった。興

味を持った小説家の「私」は事件を調べ始め, 

過去をさかのぼると彼にかかわった人が何人も

事故死していることがわかる。はたして仁藤は、

連続殺人犯なのか？ 

迷路に迷い込んだような錯覚を覚える不思議

なミステリー小説。主人公と共に事件の核心にせ

まってみてください。 

「雪猫」 

大山 淳子／講談社文庫 

 

 捨てられていた僕を助けてくれた理々子に恋

をした。僕はタマオと名付けられた白い猫。理々

子を守りたいという気持ちから、夜だけ青年の姿

になることができた。寿命が縮んでしまうのは承

知だが、大好きな理々子のためなら…。 

 猫の目線で語られるファンタジー。ひたむきに

理々子を想うタマオに心打たれます。猫好きさん

はぜひ読んでみてださい。 

「幸せであるように」 

一色 伸幸／幻冬舎文庫 

  

 青森の高校生・結真実は、修学旅行初日、

羽田空港でひとめぼれした相手が置き忘れた

スマホを持ち去ってしまう。思った通り彼か

ら電話があり、最終日に空港で待ち合わせし

てスマホを渡す約束をするのだが…。 

 まぎれこんだ他校の生徒、姿を消した優等

生、引率の先生の大告白、やる気のない先生

の意外な過去―。修学旅行中に大人も子供も

大切な決断をする、笑って泣ける物語です。 

 

。 

  

  

  

「杏のふむふむ」 

 杏／ちくま文庫 

 

 モデル、女優、シンガ―（歴女？）。多岐に

わたって活動している彼女が、人との出会い

をテーマに綴ったエッセイ集。華やかに見え

るけれど、地味な努力が要求される世界。そ

こで出会った方々との交流や、思い出の中に

しまっておいた出会いなどが、明るくさらり

と描かれています。 

ラストの「後日談 ベラの授業」は、ぜひ

読んでみてほしい一編です。 

「もらい泣き」 

冲方 丁／集英社文庫 

 

 作家・冲方 丁がいろんな人々から話を聞き丁寧

に書きあげた３３の泣けるお話しです。 

一つ一つの話が短いのでとても読みやすく、ど

の話もじんわりと心温まるエピソードばかりで、

思わず涙がこぼれてしまいます。「いい話だった

な」と終わるのではなく、気付かないうちに自分

自身の中にある何かに染み込み、活力を与えてく

れる一冊です。 



 

 

 

「蜂蜜秘密」 

   小路 幸也／文春文庫 

 

自然あふれる‘ポロウの村‘では、ここにし

か咲かない花から‘ポロウミツバチ‘によって

集められた万能薬‘ポロウの蜂蜜‘が採れる。

ある日、村の農学校にレオが転校してきた頃か

ら、村の自然に変化が起きていると噂になる。

二大名家の跡取りであるサリ―とジャックは、

レオに熱い信頼を寄せていたが…。蜂蜜の、レ

オの、ひみつとは？ 

人気作家が壮大なファンタジーを描く！美し

いポロウの風景と共に、心に残る不思議な話を

味わってみてください。 

「陽気なギャングは三つ数えろ」 

伊坂 幸太郎／祥伝社 

 

 最強の強盗４人組がくりひろげるコミカル

なお話・陽気なギャングシリーズの第３弾、

９年ぶりの最新作です。強盗４人組の響野、

久遠、成瀬、雪子は、雲隠れしたアイドル女

優・宝島沙耶をめぐる騒動に巻き込まれ、４

人の正体に気付いた週刊誌の記者・火尻に追

い詰められてしまう。果たして４人はこの窮

地を脱することが出来るのか？ 

ハラハラ、ドキドキの展開で、１・２作目

を読んでいなくても楽しめます。 

 

「ホテルコンシェルジュ ㊤㊦」 

モラル／小学館文庫 

 

外資系の一流ホテル「ホテルフォルモント」

で働く新米コンシェルジュ・天野塔子。彼女の

職場の先輩でプロ意識が高いイケメンコンシ

ェルジュ・本城和馬と、一流旅館で鍛えた接客

が光るヘッドコンシェルジュ・殊珠久里太一の

２人に支えられながら、お客様の笑顔のために

日々奮闘する姿を描いたお話。 

こんな心のこもったおもてなしをしてくれ

るホテルに泊まってみたい！と思えるような

作品です。 

「紙の動物園」 

ケン・リュウ ／早川書房 

 

 舞台はアメリカ。主人公の中国人の母は、包

装紙で折った動物たちに命を吹き込むことが

できた。いきいきと動く紙の動物たちと遊んで

いた主人公は、成長するにつれ英語がうまく話

せない母と疎遠になっていくが…。「紙の動物

園」。他に、地球での最後の日々を脱出した宇

宙船の中で日本人ヒロトが回顧する「もののあ

われ」など、中国系作家が描く 15 話のＳＦ短

編集です。 

不思議な読後感がありおすすめです。 

「幸せの条件」 

誉田 哲也／中公文庫 

 

突然の社長命令で、バイオエタノール用の

コメ農家との契約を取るため、単身長野に乗

り込んだ梢恵。彼氏からも会社からも必要と

されていない身と知り、契約も取れず、東京

にも戻れない。成り行きで農業見習いとして

働きだすが…。 

出だしから共感するところ満載です。八方

ふさがりの状況から梢恵は脱却できる？仕事

とは？心が温かくなる一冊です。 

町田工業高等学校図書館 

「ユーレイギフト」 

陽丘 莉乃／集英社オレンジ文庫 
 

 亡くなった人にプレゼントを届けてくれる「ひ

らさか堂」。大学生の鈴歩は祖母と気まずい別れ

方をしたまま永遠に会えなくなってしまったこ

とを悔やんでいた。祖母から教わった裁縫で鈴歩

の幼い頃の人形を作ってプレゼントすることに

したが…。 

 ありえない設定でも暖かくてほろっとするお

話しに不思議とのめり込んでしまいます。亡くな

ったあの人に何をプレゼントしようか想いをめ

ぐらせてみませんか？ 



 

 

１年生…1,333 冊 

２年生…542 冊    

３年生…220 冊                       

合計 2,095 冊       

督促状を受取っていませんか？督促状が届いてしまう前に、返却す

るようにしてください。カウンターで手続きをすれば延長もできます。 

長期延滞をしている人は、冬休み前に必ず返却するようにしてくだ

さい。 

 

 
 

    

 あっという間に年の瀬となりました。皆さんは今年、何冊本を読みましたか？ 

冬休み 10 冊貸出しも始まりました。冬休みには暖かな部屋の中でぜひ読書を 

楽しんでくださいね。 

  

 

 

 

 

 

  

    

 

   

 

 

 

 

 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・池田・榎本・烏野） 

平成２7 年 12 月 17 日 

 

２０１5 年度１１月末の図書館貸出累計冊数 

貸出冊数ベスト３ 

１位 1 年 4 組 （446 冊） 

２位 1 年 3 組 （315 冊） 

３位 1 年 5 組 （205 冊） 

 

 

 12/10(木)から、冬休み 10 冊貸出しを開始してい

ます。返却日は 1/15(金)です。この機会にシリーズ

ものの読破に挑戦してみてはいかがですか？ 

4 位の 1 年 2 組と 2 年 4 組がともに 197 冊で追い上げてきています！ 

年が明けると卒業も目の前に迫ってきますね。 

3 年生最終貸出日…1/13(水) 

    3 年生最終返却期限日…1/28(木) 

となっています。課題研究で使う本は延長できますので、

カウンターで申し出てください。残り少ない利用日を有効

に活用してくださいね。 

冬休み中の 12/29(木)～1/3(日)、町工図書館は閉館になり

ます。お間違えのないよう気をつけてください。 

1/4(月)からは開館になりますので、課題研究などにぜひ利用

してください。来年も町工図書館をよろしくお願いします。 



 

レールライド 

豊田 巧／すこし丌思議文庫 

合鍵を作るため東京駅構内の便利屋を訪

れた高校生の望は、スーツケースで眠る見

知らぬ女の子を前に困り果てた店長 筒井

と出会う。身に覚えのない誘拐犯になりそ

うな気配に、筒井の友人で頭脳明晰な鉄道

ファンの九条に助けを求めるが…。 

風変わりな三人の、軽妙なやり取りがお

もしろいミステリー小説です。小田急線も

登場！ラストに意外な事実が。 

町田工業高等学校図書館 

 

君想曲 

新堂 冬樹／双葉文庫 

 アロマショップ店員の聖は、ある日作詞家

の遼と出会い、２人は恋に落ちる。出会って

から３年後、婚約した２人は幸せに暮らして

いたが、遼が事故に遭い、その後遺症で人格

が変わってしまう。あまりの人格の変貌に思

い悩む聖、遼もまた苦しんでいた。 

２人の愛はこの障害を乗り越えられるの

か？急展開なラストにハラハラします。 

下町ロケット 2  ガウディ計画 

池井戸 潤／小学館 

 大田区にある佃製作所にかつての社員、真

野から人工弁開発の依頼が舞い込んだ。従来

の人工弁は輸入に頼っているため、生まれつ

きの重い心臓病に苦しむ子どもたちには、サ

イズが合わないと言う。医療機器を開発する

には数々の難問が待ち受けていたが、子ども

たちの未来のために佃製作所は立ち上がる。 

 現在ドラマ放映中の原作本。数々の試練に

ハラハラしながら読んでください。爽快な結

末に「読んで良かった！」と思える作品です。 

サッカーの神様をさがして 

はらだ みずき／角川文庫 

 40 歳にして長年勤めていた出版社を退職

し、サッカーライターになった春彦。仕事の

依頼もなく暇をもてあました彼は、一番輝い

ていた高校時代に想いをめぐらせる。サッカ

―をやりたい一心で集まった仲間たちと立ち

上げたサッカー同好会。あんなに熱い日々を

一緒に過ごした仲間たちなのに今では交流も

途絶えていた。 

 ズポーツ小説だけにとどまらない、深い感

動を味わえるすてきな物語です。 

  

鴨川食堂 

        柏井 壽／小学館文庫 

 〈鴨川食堂・鴨川探偵事務所――“食”

捜します〉。料理雑誌『料理春秋』に掲載

される謎の一行広告。連絡先もないし、編

集部もなぜか教えてくれない。縁あって辿

り着いた人々がそこで注文するのは…。 

京都を舞台に、元警察官の鴨川流と娘の

こいしが依頼人の思い出の味を捜します。

お店が初めてのお客さんに出す“おまか

せ”がとても美味しそうです。 



 

 

１年生…1,262 冊 

２年生…464 冊    

３年生…194 冊                       

合計 1,920 冊       

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

   

 

 

 

 

 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・池田・榎本・烏野） 

平成２7 年 11 月 19 日 

 

 体育祭、文化祭と楽しい思い出が作れましたか？準備で忙しくてなかなか図

書館を訪れることができなかった人も、ゆっくり図書館で過ごしてみません

か？レポートや試験勉強にもぜひ図書館を利用してくださいね。 

 リクエストの締め切りが迫ってきました。これを逃すと来年度になりますの

で、この機会にどしどしお寄せ下さい。 

２０１5 年度 10 月末の図書館貸出累計冊数 

貸出冊数ベスト３ 

１位 1 年 4 組 （443 冊） 

２位 1 年 3 組 （274 冊） 

３位 1 年 5 組 （200 冊） 

 

図書のリクエストは 12/11(金)で締め切ります。リクエス

トのある人はお早めに図書館カウンターまで来てください。

これを過ぎてもリクエストは受け付けますが、図書が到着す

るのは来年度の 5 月以降になります。 

 

11・12 月の『町工読書会』 
 

11/30(月) 12:55～13:15 

12/14(月) 12:15～12:35 
  (40 分授業のため時間が変更になります) 

  

おもしろかった本を紹介してください。 

見学だけでも大歓迎！ 

 

 期末考査の最終日、12/10(木)から、冬休み

10 冊貸出しを開始します。返却日は 1/15(金)

です。この機会にシリーズものの読破に挑戦して

みてはいかがですか？ 

 3 年生は 1/15(金)が最終貸出日になります（課

題研究などで必要な図書は延長できます）ので、

読み残した本がないようこの冬休み 10 冊貸出し

をぜひ利用してください。 

 



 

編集ガール 

五十嵐 貴久／祥伝社文庫 

 出版社の経理部で働く 27 歳の久美子は、

こっそり社内恋愛をしている学と結婚を考

えていた。そんな時、久美子の書いた企画書

がワンマン社長の目に留まり、新雑誌の編集

長に大抜擢されるという思わぬ事態に！さ

らに部下には学が配属されて…。 

 窮地に追い込まれた久美子が、弱音を吐き

ながらも頑張る姿に声援を送りたくなりま

す。明るくて楽しいお仕事小説です。 

左京区七夕通東入ル 

瀧羽 麻子／小学館文庫 

大学４年生の花は、友達のアリサに

誘われて七夕の夜合コンに参加した。 

そこで同じ大学のたっくんと出会う。

たっくんは理学部数学科で、頭の中は

数学のことでいっぱい、スイッチが入

ると花がいることも忘れて数学に没頭

してしまう。どうしたらたっくんとの

距離を縮めることができるか？ 

学生時代の甘酸っぱい恋を描いた青

春恋愛小説です。 

青春探偵ハルヤ 

福田 栄一／創元推理文庫 

 貧乏大学生ハルヤは、女子大学生を

狙うストーカーを撃退してほしいと友

人から頼まれる。バイト代にひかれて

引き受けたものの、次々と起こる厄介

事に首を突っ込むはめになり…。 

 現在、玉森裕太主演で放映中のドラ

マ原作本。ハルヤは、次々起こる問題

に機転をきかせて解決していきます。

ラストはちょっとほろ苦さが残る青春

小説です。 

スリーピング・ブッダ 

早見 和真／角川文庫 

 兄の死によって実家の寺を継ぐことにな

った小平広也。バンドでプロになる夢破れ、

「安定」欲しさに試行錯誤の末仏門に入っ

た水原隆春。対照的な２人は同じ寺で修行

に励み、一度はそれぞれの道に進んだもの

の、数年後、理想を実現させるために力を

合わせることになるのだが…。 

 お坊さんの青春ストーリー。後半の意外

な展開も含めて読みごたえあります。 

 

貧乏お嬢様、メイドになる 

 リース・ボウエン／コージーブックス 

 20 世紀初頭のイギリス。王位継承順位

34 番目のジョージーは田舎の古城で貧乏

生活を送っていたが､最悪な縁談から适げ

出し､ロンドンで 1 人暮らしを始める。お

金もなく､必要に迫られ覚えたメイドの仕

事を始めるが､ある日帰宅すると浴槽に死

体が！犯人捜しと､王妃陛下から命じられ

たスパイ役と､メイドの仕事。ドジで失敗

ばかりの彼女にも気になる男性が現れて。 

 キュートなミステリー小説！ 

町田工業高等学校図書館 



 

 

１年生…1,180 冊 

２年生…403 冊    

３年生…187 冊                       

合計 1,770 冊        

   

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

   

 

 

 

 

 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・池田・榎本・烏野） 

平成２7 年 10 月 14 日 

 

 さわやかな季節となりました。今月は体育祭と文化祭もあり、なんとなく落

ち着かない月ですが、10 月 27 日（火）から読書週間が始まります。秋の夜

長にゆったりと読書はいかがでしょうか？ 

 図書館では、雑誌アンケートを実施中です。ぜひ図書館に足を運んでアンケ

ートにお答えください。 

 

２０１5 年度 9 月末の図書館貸出累計冊数 

貸出冊数ベスト３ 

１位 1 年 4 組 （437 冊） 

２位 1 年 3 組 （229 冊） 

３位 1 年 5 組 （189 冊） 

 
４位の 1 年 2 組も 171 冊で頑張っています！！ 

図書のリクエストは 2 学期で締め切ります。リクエストの

ある人はお早めに図書館カウンターまで来てください。 

 

10 月の『町工読書会』 
 

19(月)  12:55～13:15 

26(月) 12:15～12:35 
（40 分授業のため時間が変更になります） 

 

おもしろかった本を紹介してください。 

見学だけでも大歓迎！ 

 

町工図書館では来年度の一年間、購読を申し込む

雑誌を検討中です。年に一度の雑誌リクエストを受

け付けていますので、どしどしお寄せください。 

 また、現在置いてある雑誌の利用状況も調べてい

ます。毎月楽しみにしている雑誌がありましたら、

アンケート用紙に記入してください。利用の少ない

雑誌は、来年度置かない可能性もあります。 

 リクエスト＆アンケートは 11/13(金)まで実施中

です！アンケート用紙は、町工図書館雑誌コーナー

に置いてあります。 



 

大事なことほど小声でささやく 

森沢 明夫／幻冬舎文庫 

 スポーツジムで知り合った老若男女６

人は、スナックを経営するマッチョなオカ

マ ゴンママのひとことと絶妙なタイミン

グで出されるカクテルで励まされていた。

そんなゴンママもひとりになると孤独に

おしつぶされそうになっていたが…。 

 愉快な仲間同士の会話が楽しく、ゴンマ

マのすてきな言葉がちりばめられた勇気

をもらえる小説です。 

月のうた 

穂高 明／ポプラ文庫 

 中学生の民子は小学生の時に母を

亡くし、父と継母の宏子さんと３人暮

らし。母の親友祥子さんの息子、陽一

とは気の合う同級生。それぞれが民子

のことを見守り、気丈にふるまってい

る頑なな心を少しずつ溶かしていく。 

 ４人の視点で描かれた物語。優しい

気持ちがたくさんつまった素敵なお

話しです。 

それからはスープのこと 

ばかり考えて暮らした 

吉田 篤弘／中公文庫 

 ある青年（大里）は、路面電車が走

る町に越してきた。銀幕の女優に恋を

した大里は隣町の映画館に通うのが唯

一の楽しみだ。失業中だったが商店街

のはずれのサンドイッチ店「トロワ」

の店主と息子に出会い、店員になるこ

とに。サンドイッチに合うスープ作り

を任され、果たしてどんなスープが出

来上がるのか？美味しいサンドイッチ

と温かいスープが飲みたくなる秋の読

書にぴったりの一冊です。 

海のふた 

よしもと ばなな／中公文庫 

 大学を卒業してふるさとの西伊豆に

帰って来たまりは、ちいさなかき氷屋を

開く。さびれた町で、まりは黙々と自分

にできることをやっていく。それはてい

ねいに仕事をすること、地味な作業の向

こうにあるものを見つめ続けること。そ

こに、大切な人を亡くしたばかりの女の

子 はじめちゃんが加わって……。 

 周囲に流されない彼女達の姿に感動。 

印象に残る言葉が多い物語です。 

每見師イレーナ 

 ﾏﾘｱ･Ｖ･ｽﾅｲﾀﾞｰ／ﾊｰﾊﾟｰ BOOKS 

 殺将軍の息子を殺した容疑で死刑囚と

なったイレーナ。防衛長官のヴァレクに、

絞首刑か每見師になるかを迫られ、每見

の訓練が始まる。毎日欠かせない解每剤

に縛られ、将軍からは命を狙われ続ける

が…。 

生き延びるわずかなチャンスに賭けた

イレーナの強い意志と、友情を得て乗り

越えていく様子を、ぜひ楽しんでくださ

い。 

町田工業高等学校図書館 



 

 

１年生…1,055 冊 

２年生…297 冊    

３年生…170 冊                       

合計 1,522 冊       

町工読書会の様子 

Dokusyokai  

 

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「読書会」とは、読んでおもしろかった本や感動した本を持ち寄り、

集まった人たちに紹介するアットホームな雰囲気の座談会です。2 学

期も毎週月曜日に開催します。開始前に放送がかかりますので図書館

に集まってください。たくさんの参加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・池田・榎本・烏野） 

平成２7 年 9 月 1５日 

 

 長い夏休みも終わり 2 学期がスタートしました。体育祭に文化祭と 

行事が目白押しで慌ただしく過ごしてしまいがちですが、そんな時こそ 

心を落ち着けて読書の時間を取ってみてはいかがでしょう？ 

 夏休み中に新しい本もたくさん入りました。ゆったりと過ごせる図書館へ 

ぜひ足を運んでください。 

２０１5 年度 8 月末の図書館貸出累計冊数 

貸出冊数ベスト３ 

１位 1 年 4 組 （404 冊） 

２位 1 年 3 組 （183 冊） 

３位 1 年 5 組 （175 冊） 

 

手許に返却日を過ぎた本がありませんか？督促状を受取ったら

速やかに返却してください。 

 夏休み前に借りた本は、返却日を過ぎていますので至急返却をお

願いします。 

 

次回の『町工読書会』 
 

9/28（月） 

 12:55～13:15 

147 

146 
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404 
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127 

74 

28 

61 
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23 

12 

64 

69 

2 

1 年生は、どのクラスも図

書館をたくさん利用して

いるようでうれしいです。

1 年 4 組は頑張っていま

すね！ 

2 学期は 2・3 年生もぜひ

借りにきてくださいね！ 



 

しゃぼん玉 

乃南 アサ／新潮文庨 

 職にもつかず、強盗やひったくりを繰り返

していた翔人は、逃亡中に山林で怪我をした

老婆スマに出会う。成り行きでスマを助け、

彼女の家に住み着くようになる。祭りの準備

の手伝いで村人たちに頼りにされるが、隙を

みてお金を奪って逃げることばかり考えて

いた。だが、通り魔にあって故郷に帰ってき

たという美知や金をせびりにきたスマの息

子に出会い、翔人の心は揺れ動きはじめ…。 

 待っていてくれる人がいることのありが

たみに気付かされます。じわーっとくる感動

にひたってください。 革命のリベリオン Ⅰ部・Ⅱ部 

神永 学／新潮文庨 

津波で首都圏が壊滅状態になった日本は、

若き科学者たちが解析したＤＮＡランクづ

けによって復興をとげるが、格差社会が生ま

れる。最低ランクのコウは、知らずにテロに

加担する仕事を請けて指名手配されてしま

うが、イヴに救われ、イザナギという男のも

とに導かれていく…。リベリオン(人型機動

兵器)たちが格差社会に革命を起こす！ 

革命に加わる過程が描かれた第Ⅰ部、そし

て始動する第Ⅱ部と、心身ともに成長してゆ

くコウの活躍に、こうご期待！ 

 

ぼくの嘘 

藤野 恵美／角川文庨 

親友の恋人を好きになってしまった笹川勇

太。そのことを学内一の美女・あおい に知ら

れてしまった。その弱みに付け込まれ、あおい

の好きな人と会うために勇太に恋人のふりをし

てほしいと頼まれる。振り回されながらも、次

第にあおいに心惹かれていく勇太。２人の複雑

な関係は最後どうなるのか？ドキドキな展開が

待っています。 

「わたしの恋人」の続編なので、それを読ん

でから「ぼくの嘘」を読むことをおすすめしま

す。 

バケモノの子 

細田 守／角川文庨 

 一人ぼっちの９歳の尐年 蓮は、渋谷の町

でみかけたケモノの顔をした男の後を追う

うちに、バケモノ達の世界〈渋天街〉に入り

込んでしまった。蓮は後を追っていた男 熊

徹から九太と名付けられ、彼の弟子として一

緒に暮らすことになる。８年後、九太は偶然

人間界と渋天街を行き来する方法を知り、内

緒で人間界に頻繁に通うようになるが、ある

日とうとう熊徹にばれてしまい……。 

 はみ出し者の熊徹が、九太の存在によって

変わっていきます。互いに影響を与えあい成 

長していく姿に元気をもらえます。 

 

ねこまたのおばばと物の怪たち 

香月 日輪／角川文庨 

 小学５年生の舞子は母を亡くしてから

心を閉ざし、学校ではいじめの標的にされ

ていた。父は再婚し、継母との間に弟が生

まれ、家庩でも舞子の居場所はなかった。

ある日、舞子はいじめっ子たちに命令さ

れ、幽霊が出るという神社に行くと、ねこ

またのおばばと物の怪たちが住む不思議

な世界へ紛れ込んでしまう。 

 ねこまたのおばばと物の怪たちとの交

流で舞子は強く成長していきます。心が和

むあたたかい物語です。 

町田工業高等学校図書
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「純愛モラトリアム」 

椰月 美智子／祥伝社文庫 

  

学校帰りに、ママの恋人・西小原さんと短

いドライブをすることになった美希。西小原

さんは、大切にしていたフィギュアをママに

壊され大げんかしたという。ばかばかしいと

思う美希だったが…。 

 不器用な恋愛に一喜一憂する人々を描く

短編集。一歩前へ、という気持ちになれます。 

「翳りゆく夏」 

赤井 三尋／講談社文庫 

 

20 年前に起きた新生児誘拐事件の犯人の

娘が大手新聞社の記者として採用されたと

週刊誌の記事が騒ぎ立てた。社長から特命を

受けた梶は、事件をもう一度調べ直す。そし

て隠された驚愕の真実が明らかに…。 

新聞社を舞台にした骨太のミステリー。封

印された真実にあなたも驚いてください。 

「気分上々」 

森 絵都／角川文庫 

 

 1７歳の誕生日に自分革命として親友と

絶交することに決めた尐女。8 年前に出会っ

た忘れられない人と再会する女性。家系に伝

わる“掟“に反発する女優。無銭飲食の罪を

着せられる中２男子…。等々。 

 一生懸命に生きる人々の九つの物語。勇気

や元気がつまっている作品集です。 

「夏が僕を抱く」 

豊島 ミホ／祥伝社文庫 

  

 小学生の羽太郎は夏休みになると祖父の

家で毎年過ごしていた。毎日のように山を駆

け回って一緒に遊んだ、従妹のみーちゃんと

渋谷でばったりと再会したが…。（表題作） 

「幼なじみ」がキーワードの短編集。幼い

日の夏の思い出がほろ苦くよみがえるお話

しばかりです。 

「鹿の王」 

上橋 菜穂子／角川書店 

     

 ある日の夜、一群れの不思議な犬たちが岩

塩鉱を襲い、咬まれた人や動物たちに謎の病

が発生する。奴隷として囚われていたヴァン

と、幼子・ユナの２人だけが生き残り、ヴァ

ンはユナを連れて逃げることに。ヴァンとユ

ナは果たしてどうなってしまうのか？！ 

物語の続きが気になり、一気に読み進めら

れます。 

「題名」 

作者／出版社 

  

「ハケンアニメ！」 

辻村 深月／マガジンハウス 

 

 そのクールで最も売上を出したアニメを

“覇権アニメ“という。覇権を狙い、苛酷な

日々や様々なピンチを乗り越えて、作品を送

り出していく個性的なクリエイター達。 

 アニオタも、アニメにあまり興味がない方

も、作り手達の熱い“愛“に、きっと心を揺

さぶられると思います。 



 

 

 

「神様のカルテ０」 

      夏川 草介／小学館 

 

信州にある 24 時間 365 日営業の本庄病

院で働く、内科医・栗原一止。彼が信濃大学

医学部学生で医師国家試験直前の頃の仲間

達との友情、本庄病院の内科部長・板垣（大

狸）先生と敵対する事務長・金山との不思議

な交流、山岳写真家である一止の妻・榛名の

登山先でのエピソードなどが描かれていま

す。 

『神様のカルテ 1・2・3』もあります。 

読み始めたらシリーズ全部読破したくなる

すらすら読める作品です。 

「みをつくし料理帖」 

高田 郁／角川春樹事務所 

 

水害で両親を失い天涯孤独の澪は、大坂の

料理屋で奉公人として板場で働いていたが、

隣家からのもらい火で店が焼失してしまい

江戸に出てきた。途方に暮れていた時に蕎麦

屋の店主・種一と出会い、澪が店を任される

ことに。澪が考案した料理が次々と評判にな

ったが、名料理店「登龍楼」が非道な妨害を

しかけてきて…。 

澪の奮闘ぶりと澪の周りの人々の温かさ

にふれ心がじんわりします。 

 

「六月の輝き」 

乾 ルカ／集英社文庫 

 

勝気な美奈子とおとなしく病気がちな

美那。仲良しだった 2 人の友情は、11 歳

の夏、美那の持つ「ある力」をきっかけに

壊れてしまう。 

緊張感をはらんだ 2 人の関係が、周囲の

人々の目を通して語られます。友達だった

人を憎んでしまう辛さ、憎まれる悲しさが

あふれていて切なくなります。彼女達がど

うなるのか、ぜひ読んでみてください。 

「すずらん通り ベルサイユ書房」 

七尾 与史／光文社文庫 

 

 ミステリー作家を目指す日比谷 研介は、神

保町すずらん通りにある「ベルサイユ書房」

でアルバイトすることになる。そこにはオー

ナー兼店長の男装の麗人・剣崎 瑠璃子やポッ

プ作りの天才・副店長の美月 美玲らがいて、

不思議な事件が次々に起こるのだった。 

 思わず笑える剣崎店長の言動とユニークな

ポップの数々。こんな愉快でセンスのいい本

屋に行きたい！と思える一冊です。 

「イノセントブルー 記憶の旅人」 

神永 学／集英社文庫 

 

 ペンションのオーナー森川は、海岸で倒

れていた青年才谷を助ける。不思議な雰囲

気を持つ彼は、ある人を探して旅している

と言う。そして、運命に導かれたように訪

れる客達。才谷はペンションに集まった

人々の前世の繋がりを言い当てていく。 

 前世の記憶をあなたは信じますか？前

世の記憶に向き合った時、一歩踏み出して

いく登場人物たちを応援したくなります。 

町田工業高等学校図書館 

「メインディッシュ」 

北森 鴻／集英社文庫 

 

劇団を主宰する女優、ユリエの同居人・ミケ

さんこと三津池にはいくつかの特技があった。

人の心を癒す絶品の料理を作ること。そして、

難問も見事に解決してしまう推理力をもって

いること。しかし彼には隠された秘密が。 

一話ごとに視点が変わり、独立したミステリ

ーになっているけれど、２つの物語が交錯して

いて推理が困難です。読み応えあり！ 



 

 

１年生…869 冊 

２年生…153 冊    

３年生…126 冊                       

合計 1,148 冊        

   

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

  

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・池田・榎本・烏野） 

平成２7 年 7 月 8 日 

 

 もうすぐ夏休み！皆さんそれぞれ楽しい計画を立てていることと思います

が、夏休みに 1 冊は本を読んでみませんか？町工図書館では、いろいろなジャ

ンルの本を取りそろえてお待ちしています。 

 夏休み中、蔵書点検の 4 日間以外は開館しています。家で宿題がはかどらな

い時はぜひ利用してくださいね。 

２０１5 年度 6 月末の図書館貸出累計冊数 

貸出冊数ベスト３ 

１位 1 年 4 組 （323 冊） 

２位 1 年 5 組 （162 冊） 

３位 1 年 1 組 （139 冊） 

 
1 年 4 組すごいですね！！ 

２・３年生も本をたくさん借りにきてください！ 

手許に返却日を過ぎた本がありませんか？督促状を受取ったら

速やかに返却してください。 

 8 月には蔵書点検がありますので、長期延滞中の本は 1 学期中に

必ず返却してください。 

 

 夏休み 10 冊貸出しが今年も始まりました！ 

1 人 10 冊まで借りられ、返却日は夏休み明けの 

9/4(金)です。 

 この機会にずっと読みたかった本や、長編小説

にチャレンジしてみてはいかがでしょう？ 

町工図書館は夏休み中、蔵書点検を行う 

８/３(月)～6(木)までは閉館 

になります。 

この日以外の平日 8：40～16：50 

までは開館していますのでぜひ利用して 

ください。涼しい図書館で読書や勉強が 

はかどりますよ～！！ 



 

約束の森 

沢木 冬吾／角川文庫 

 警視庁公安部の刑事だった侑也は、殺人事件

で妻を亡くしたことが尾をひいて退官した。ホ

ームレス同然に暮らしていた侑也のもとに、海

岸近くの人里離れたモウテルで従業員として働

き、赤の他人の若者ふたりの父親として疑似家

族を演じてくれという潜入捜査依頼が入った。

侑也は客が置き去りにしていったというドーベ

ルマンが気になり依頼を承諾するが…。 

 めまぐるしい展開とドーベルマンの活躍にワ

クワクして夢中で読んでしまいました。ハード

ボイルド小説を読んだことのない人もぜひこの

感動を体験してみてください。 

MEMORY 

本多 孝好／集英社文庫 

商店街の葬儀屋の一人娘・森野と文房具屋の

息子・神田は幼馴染みだ。中学 3 年生の時、森

野が教師に怪我を負わせた事件があったが、そ

の事件の真相が 2 人と関わった人たちを通して

ついに明らかになる。付き合っているのか微妙

な森野と神田の関係はどうなるのか？ 

MOMENT と WILL を読んでからこの作品を

読んでください。奥手な 2 人を後押ししたくな

ります。 

夏美のホタル 

森沢 明夫／角川文庫 

 大学の写真学科に学ぶ慎吾と彼女の夏美

は卒業制作の撮影地を探しに山里に出かけ

た。偶然立ち寄ったよろず屋で年老いたタケ

ばあちゃんと息子の地蔵さんと仲良くなり、

夏休みに離れを借りて暮らすことになった。

自然とふれあい、納得のいく写真も撮れてす

てきな夏休みとなったが、ある晩、地蔵さん

のつらい過去を聞かされ…。 

 とことん優しくて暖かい物語。身近な人に

感謝したくなります。ついほろっとしてしま

うので、電車で読む時はご注意ください！ 

てふてふ荘へようこそ 

乾 ルカ／角川文庫 

 安い物件を探して「てふてふ荘」にたどり

着いた高橋。入居を決めた彼に、大家は不思

議なことをする。３人の人物の顔写真を見せ、

「どれがいい？」とたずねたのだ。若い女性

の写真を選んだ高橋だったが、引っ越した次

の朝、起きるとその女性が部屋にいて…。 

わけあり住人と幽霊との共同生活を描く短

編集。抱えている問題に向き合う勇気をくれ

る、こんな幽霊となら一緒に暮らしてもいい

かも、と思える一冊。 

 

 

 

 

向かい風でも君は咲く 

喜多嶋 隆／光文社文庫 

3 年連続でプロゴルファーテストに落ち

ている哲也は、高校生アマチュアゴルファ

ー、夕花のキャディー兼ボディーガードを

引き受ける。だが、夕花には試合中の殺害

予告が届いていた！危険が迫る中、将来が

かかっている大事な試合に優勝することは

できるのか？ 

ゴルフに詳しくなくても、手に汗握る展

開に、十分に楽しめる作品です。 

町田工業高等学校図書館 



  

 

 

１年生…650 冊 

２年生…86 冊    

３年生…86 冊                       

合計 822 冊        

   

 

 

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

   

 

 

 

 

 

 

  

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・池田・榎本・烏野） 

平成２7 年 6 月 9 日 

 

 やっとさわやかな季節になったと思ったら、梅雨がやってきました。 

なんとなく外にでるのが億劫になるこの季節は、「家で読書」が一番です。 

図書館では新着本がぞくぞく入ってきていますので、ぜひ足を運んでみてく

ださいね。また、購入して欲しい本があったらリクエストしてください。お待

ちしています。 

6 月の『町工読書会』 
 

6/15・22・29（月） 

 12:55～13:15 

２０１5 年度 5 月末の図書館貸出累計冊数 

貸出冊数ベスト３ 

１位 1 年 4 組 （201 冊） 

２位 1 年 5 組 （131 冊） 

３位 1 年 1 組 （121 冊） 

 
1 年生がたくさん利用してくれてうれしいです。 

２・３年生も本をたくさん借りにきてください！！ 

「読書会」とは、読んでおもしろかった本や感動した本を持ち寄り、

集まった人たちに紹介する座談会です。だれでも参加できます。 

 開始前に放送がかかりますので図書館に集まってください。たくさん

の参加をお待ちしています。 

 

読書会で発表するのはちょっと苦手という人は、読んだ本をぜひ文

章で紹介してください。この「図書館だより」に掲載していきます。

ペンネームでも結構ですのでどしどしお寄せください。用紙は図書

館カウンターにあります。 

手許に返却日を過ぎた本がありませんか？督促状を受取ったら

速やかに返却してください。 

1 年生の「味見読書」の時間に借りた本はすでに返却日を大幅に

過ぎていますので、大至急返却してください。 

 

 

 図書館カウンターの後ろにイラストが飾ってあるのにお気

づきですか？図書館をよく利用する人から、自慢のイラスト

をいただいたもので、卒業した先輩の作品もあります。 

 皆さんも、力作が完成したら図書館カウンターにお持ちく

ださい。いつでも受け付けています。 



 

透明カメレオン 

道尾 秀介／KADOKAWA 

 深夜ラジオのパーソナリティ桐畑恭太郎

は、すてきな声とは裏腹にさえないルックス

がコンプレックスだった。ある日行きつけの

バーで謎の女性、恵と知り合う。彼女に嘘を

ついたことがばれて、店のママや常連客達ま

でをも巻き込み、恵の復讐作戦に協力するこ

とになってしまうが…。 

 コメディ小説かと思いきや、ラストの数ペ

ージで真実が明かされた時、その切なさに思

わず涙してしまいます。ぜひこの感動を、皆

さんも体験してみてください。 

２泊３日遺言ツアー 

星野 伸一／ポプラ社 

小さなイベント会社・弥生プラン二ングの

新米社員の美月は、ゆっくり温泉につかり美

酒と会席料理を味わいながら遺言書を作成す

る「２泊３日遺言ツアー」を企画した。参加

者は 19 歳の青年を含めた 4 人。個性的な参

加者に振り回されながらも、1 人１人の人生

にふれ、心に寄り添い「遺言」を書く本当の

意味に気付いていく美月。 

 読み終わって心がほっこりする物語です。 

王妃の帰還 

柚木 麻子／実業乃日本社 

中学２年の範子達仲良し４人は、クラス

の公開裁判の末にプリンセス的存在から転

落した滝沢さんを、グループに迎え入れる

羽目になる。わがままな彼女に振り回され、

範子達にも少しずつ亀裂が…。行き場を探

して迷う彼女達に、グループ解散の危機を

乗り越えることはできるのか？ 

 思春期女子特有の友達関係の複雑さが絶

妙に描かれたガールズ小説。悩める十代に

ぴったりな一冊です。 

ラプラスの魔女 

東野 圭吾／KADOKAWA 

 硫化水素ガスによる死亡事故が、離れた二

か所の温泉地でたて続けに起きた。地球科学

の教授青江は、現場の状況を調査するうち、

被害者の共通点からある人物にたどりつく。

そして現場で目撃された謎の青年と少女の

正体が明らかになった時、思わぬ事実を知る

ことになる。 

 めまぐるしい展開に次が気になり一気に

読めてしまいます。作者の新境地ともいえる

ミステリーだけにとどまらない作品です。 

  

りかさん 

梨木 香歩／新潮文庫 

ようこが欲しいとお願いしたのはリカちゃ

ん人形なのに、おばあちゃんから届いたプレ

ゼントは市松人形の「りかさん」だった。最

初はがっかりしたようこだが、ある日急にり

かさんの声が頭の中に聞えるようになり、 ほ

かの人形の気配もわかるように！ 

ようことおばあちゃんとりかさんが、人形

と持ち主の背景にある問題をほどいていく短

編集です。『アビゲイルの巻』というお話が、

とても切なくて心に残ります。 

町田工業高等学校図書館 



  

 

 

１年生…385 冊 

２年生…46 冊    

３年生…52 冊                       

合計 483 冊        

   

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

   

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・池田・榎本・烏野） 

平成２7 年 5 月 8 日 

 

 新年度が始まり１カ月が経ちました。１年生の皆さん、学校には 

もう慣れましたか？ 

 今月から新しい本が続々と入ってきます。リクエストを受付けていますの

で、図書館カウンターまでお寄せください。 

 19(火)より始まる中間考査の勉強にも図書館を役立ててくださいね。 

5 月の『町工読書会』 
 

５/11・18（月） 

 12:55～13:15 

２０１5 年度 4 月末の図書館貸出累計冊数 

貸出冊数ベスト３ 

１位 1 年 5 組 （93 冊） 

２位 1 年 4 組 （89 冊） 

３位 1 年 1 組 （74 冊） 

 
1 年生は味見読書（下記参照）の後にたくさん借りてくれたの

で好調なすべり出しです。 

味見読書とは？・・・料理の味見をするように、日頃読んだことのな

いジャンルの本を少しだけ読んでみて、食わず（読まず）嫌いをなくそ

うという目的で行います。図書館の机に並べられたさまざまなジャンル

の本の中から読みたい本を 1 分で選び、5 分で読み、1 分で感想を書く

という作業を 3 回繰り返します。町工では毎年、１年生の国語の最初の

時間をお借りして実施しています。味見読書終了後には、ひとり１冊以

上、本を借りてもらっています。 

今年 4 年目を迎えた「町工読書会」。今年度は毎週月曜日に開催します。 

「読書会」とは、読んでおもしろかった本や感動した本を持ち寄り、

集まった人たちに紹介する座談会です。 

 始めは見学だけでも結構です。開始前に放送がかかりますので図書館

に集まってください。たくさんの参加をお待ちしています。 

 

鹿の王 上・下/上橋 菜穂子 サラバ 上・下/西 加奈子  

満願/米澤 穂信 土漠の花/月村 了衛 怒り 上・下/吉田 修一 

キャプテン・サンダーボルト/阿部 和重・伊坂 幸太郎 

ビブリア古書堂の事件手帖６/三上 延 

異人館画廊２/谷 瑞恵 最後の晩ごはん 小説家と冷やし中華/椹野 道流 

珈琲店タレーランの事件簿 4/岡崎 琢磨 いとみち 2 の糸/越谷 オサム 

ヴァン・ショーをあなたに/近藤 史恵 

ｂｅｌｌ/少年ロケットとお前らみんな  

マルドゥｯク・スクランブル１～３/沖方 丁 

獣医さんのお仕事 in 異世界１～3/蒼空 チョコ 

まんがでわかる７つの習慣３・４/フランクリン・コヴィー・ジャパン 

おかんメール/おかんメール制作委員会  

    

   

マルドゥｯク・スクランブル１～３/沖方 丁  

  

本屋大賞ノミネート作品も全作揃いました！ 



non‐no 
MEN'S NON‐NO 

（月刊） 
 

おしゃれさんは 

毎月チェック！ 

 

ＨＲ 
（隔月刊） 

 

誌面に登場するのは 

すべて現役高校生。 

知り合いが載って 

いるかも！? 

WHAT's IN？ 
（月刊） 

 

Ｊ-POP好き必見の 

音楽情報誌。 

ダ・ヴィンチ 
（月刊） 

 

本の情報誌。 

気になる本は 

リクエスト！ 

Number 
（隔週刊） 

 

総合スポーツ誌。 

迫力ある写真が 

満載！ 

 

週刊ファミ通 
（週刊） 

 

ゲームの 

最新情報をいち早く 

ゲット！ 

 

Tokyo Walker 
（隔週刊） 

 

お出かけ前に 

旬の情報を 

キャッチ！ 

アニメージュ 
（月刊） 

 

総合アニメ情報誌。 

アニメファンは必見！ 
電撃文庫 

MAGAZIN 
（隔月刊） 

 

ライトノベルの 

情報誌。 

新刊をチェック！ 

新刊は図書館内で読んでください。バックナンバーは貸し出しをしています。 

テニス 

クラシック 
（月刊） 

 

テニスが上手に 

なりたい人は 

この雑誌で研究 

してみてください。 
 

 

フラレア 
（隔月刊） 

 

フラダンスの雑誌。 

CD付きです。 
 

JTB時刻表 
（月刊） 

 

臨時列車の情報を 

確認してから 

列車の旅に 

出かけよう。 



 

 

 

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度より貸出冊数が 5 冊に増え、貸出期間が 15 日間に延長

されました。より利用しやすくなった町工図書館を今年度も 

よろしくお願いします。 

  

        

 

＊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） 

 

今年度もたくさんのご利用をお待ちしています！ 

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、教室から図書館が昨年より遠くなりましたがぜひ足を

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。ど

んな本が置いてあるかじっくり見に来てください。お待ちしています。 

 

お待たせしました。今年度のリクエストの受付を開始しています。 

リクエスト用紙はカウンターに置いてあります。 

お気軽に司書にお尋ねください。 

 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・池田・榎本） 

 平成２6 年４月 9 日 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

極貧セブンティーン 

黒野 伸一／理論社 

貴美が医者になるまでの壮絶な人生を描いた

物語。高校２年生だった貴美は、父がリストラさ

れ蒸発してしまい、母と妹と３人で暮らしてい

た。家事はほとんど貴美がやっていて、勉強にバ

イトにと毎日慌ただしく過ぎていく…そんなあ

る日、幼なじみで同じ高校に通っていた優太郎が

上京して働くことになり、貴美もついていくこと

に。上京してから更なる試練が２人を待ち構えて

いた。いったい２人はどうなってしまうのか？２

人を応援したくなる切ないラブストーリーです。 

海岸通りポストカードカフェ 

   吉野 万理子 ／双葉文庫 

 みなとみらいの万国橋のたもとでひっそり

と営業しているポストカードカフェ。その店内

の壁面は、カフェ宛てに届けられたポストカー

ドで埋め尽くされている。ある日、横浜の女子

高で教師をしている五月雨に、かつての教え子

から謎めいた内容の手紙が送られてきた。 

 店の常連たちのさまざまな人生を描いた短

編集を何作も読んだ気分になります。ゆったり

とカフェに流れる空気に癒されてください。 

桜の下で、もういちど  

飯田 雪子／角川春樹事務社 

 大学受験に失敗した咲菜（えみな）は、東京の

大学に合格した陽太と遠距離恋愛になってしま

った。予備校では友人もできたが、遊ぶことも笑

うこともはばかられる浪人生活。陽太や高校の友

人たちがだんだん遠い存在になっていく気がし

ていた。そして長い冬を越え、迎えた春には…。 

 咲菜の心情が痛いほど伝わってきて応援した

くなります。桜色のような淡いラブストーリー。 

 

消えてなくなっても 

椰月 美智子／メディアファクトリー 

 水野あおのは、子供の頃から生きづらさを感

じている 23 歳の青年。知り合いのいない所で

働きたいと、渓谷の町にやってきた。しかし次

第に強い丌安感に襲われるようになり、河童山

のキシダ治療院の世話になることに。そこには

腕のいい信用できる治療者・節子と、24 歳の

一言多い居候のつきのと、時々現れる河童のキ

ヨシがいた。 

 つきのとあおのの思いもよらぬ意外な関係に

せつない気持ちになるお話です。 町田工業高等学校図書館 

思い出のとき修理します  

谷 瑞穂／集英社文庫 

 失恋して仕事も辞め、都会を離れて寂れた商

店街に引っ越してきた美容師の明里。 

「おもいでの時 修理します」という丌思議な

プレートを飾っている時計屋の店主・秀司と出

会い、付き合うことに。 

 明里と秀司の周りで起こる、切なくて温かい

心が癒されるお話しです。 

１～３巻まであります。 

水の柩 

尾 秀介／講談社文庫 

 中学 2 年生の逸夫は、最近までいじめにあって

いたらしい同級生の敦子と言葉を交わすようにな

る。ある日敦子から、「小学校のタイムカプセルに

入れた自分の手紙を取り替えたい」と協力を求めら

れる。同じ頃逸夫は、祖母が隠し続けてきた秘密を

知ってしまう。敦子の真意は何か、そしてダムの底

に沈んだ祖母の故郷で起こった悲劇とは？どうい

う結末を迎えるのか予想がつかずはらはらします

が、最後は希望を感じさせてくれる作品です。 


