
 

 

１年生…949冊 

２年生…271冊    

３年生…224冊                       

合計 1,444 冊        

   

 

 
  

 

 二学期が始まり、少しずつ秋の気配が感じられるようになりましたね。 

秋の夜長はやっぱり読書。虫の音を聞きながらゆったりとした時間を過 

ごしてみてはいかがでしょう？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・榎本・烏野・谷治） 

平成２8年 9月 12日 

 

町工図書館カレンダー 

   は休館日です 

2016 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１組（411 冊） 

２位 １年３組（187 冊） 

３位 １年４組（140 冊） 

9 月 10 月 
夏休み前に借りた本は 

返却日を過ぎています！ 

試験勉強に図書館を

利用してください！ 

月 火 水 木 金 土 日 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30     

 

月 火 水 木 金 土 日 

          1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
      

 

『町工読書会』の日程 
 

9/26・10/3・17・24 

いずれも（月） 

12:55～13:15 
 

放送がかかったら、図書館にお集まりください。 

見学だけでもＯＫです！ 
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1－1 の独走ですが、

4 位に 3－4 と 1－5

が 125 冊で追い上げ

てきています。 

あまり図書館を利用

していないクラスも

２学期はぜひ足を運

んでくださいね！ 



 

町田工業高等学校図書館 

てるてるあした 

加納 朋子／幻冬舎文庫 

 

 浪費家の両親が夜逃げし、中学を卒業し

たばかりの照代は遠縁のお婆さん・久代と

暮らすことに。自分の境遇に怒りを覚え反

抗的な照代の身に、次々と不思議なことが

起こり始める。差出人不明のメール、とき

どき現れる女の子の幽霊。そしてある日、

すべての謎が解ける―。 

 幽霊の正体に驚き、涙が出ました。切な

くて苦くて、そして前向きなお話です。 

東京帝大叡
え -

古
こ

教授 

門井 慶喜／小学館文庫 

 

 時代は明治、東京帝国大学法科大学の教

授である宇野辺叡古（うのべえーこ）は、

連続殺人事件に遭遇する。殺されたのは帝

大の教授たち。事件の背景には終結間近の

日露戦争があった！ 

 夏目漱石、原敬など、実在の人物たちが

登場します。歴史とミステリーが融合した

読み応えある一冊です。 

超高速！参勤交代 

土橋 章宏／講談社文庫 

 

領民や家来たちからも慕われている睦奥国湯

長屋(ゆながや)藩の殿様 内藤政醇(まさあつ)に、

老中松平信祝(のぶとき)の策略で嫌疑がかかり、

５日以内に参勤せよとの命令が下る。お金も時間

も無い中、政醇らは無事に江戸へたどりつくこと

ができるのだろうか…？ 

映画化もされたエンターテイメント小説。笑い

をさそう場面やじーんとする場面が入り乱れ、一

気読みせずにはいられないおもしろさです。 

 

カカオ 80％の夏 

永井 するみ／ポプラ文庫 

 

 高校 2年生の三浦凪は群れるのが嫌いでク

ールな女の子。夏休みにクラスメイトの雪絵か

ら買い物につきあってほしいと頼まれ、しぶし

ぶ出かけた。そしてその数日後に雪絵が家出し

たと彼女の母親から聞かされる。内気でまじめ

な雪絵の身を案じ、彼女の捜索に乗り出すが、

凪の知らなかった一面が見えてきて…。 

 かっこいい凪の活躍ぶりをはらはらしなが

ら見守るハードボイルドなミステリー。意外な

展開が待ち構えています。 

キアズマ 

近藤 史恵／新潮文庫 

 

 一年の期限付きで大学の自転車部に入部

することになった正樹。味わったことのない

爽快感に夢中になり、のめり込む。頭角を現

し始めた正樹に対するエース櫻井の不審な

態度。その櫻井から高価なフレームを譲られ

るが、その意図するものとは…。 

 自転車に全く興味がなくてもおもしろい

青春小説です。プロの世界を描いた前シリー

ズ３作とともに、ぜひ読んでみてください。 



 

 

１年生…640 冊 

２年生…158 冊    

３年生…133 冊                       

合計 931 冊        

   

 

 
  

 

 さあ、夏休みがやってきます。何をするか計画を立てていますか？バイトや 

遊びに夢中になるのも良いですが、せめて本を一冊、夏休み中に読破してほしい 

と思います。 

 夏休み１０冊貸出しも実施中です。ぜひ利用してくださいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・榎本・烏野・谷治） 

 平成２8年 7月 12日 

 

町工図書館カレンダー 

   は休館日です 

２０１6 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１組（261 冊） 

２位 １年３組（108 冊） 

３位 １年４組（105 冊） 

7 月 8 月 

月 火 水 木 金 土 日 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

町工塾やレポート作成 

に利用してください！ 

夏休みも開館 

しています！ 「町工塾」の DVD とプレーヤーを図書館で貸出しし

ています。勉強したい単元の DVD を棚から選び、図書

館カウンターに持ってきて手続きをしてください。 

！貸出しは当日のみです。借りた日の 16:50 までに 

必ず図書館カウンターに返却してください。 

！イヤホンとテキストを忘れずに持参してください。 

わからないことは司書にお尋ねください。 

１年 3組が追い上げました！来月も展開が楽しみです。 

月 火 水 木 金 土 日 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

 

 

町工図書館は夏休み中も 

毎日開館しています！ 
夏休み中、平日 8：40～16：50まで毎日開館して 

いますので読書や勉強に涼しい図書館を 

ぜひ活用してください！ 

8/1（月）～5（金）までは、蔵書点検のため 

さわがしいかもしれませんが、開館しています。 

 「夏休み 10 冊貸出し」が始まりました！ 

 ひとり 10 冊まで借りられ、返却期限は 9/9（金）です。 

この機会に長編にチャレンジしてみては？ 



 

町田工業高等学校図書館 

クール・キャンデー 

若竹 七海／祥伝社文庫 

 

 中学生の渚は、この夏休みが人生最悪

の時間になるとは思ってもみなかった。

ストーカーに襲われ重体だった兄嫁が亡

くなり、同じ時刻に、そのストーカーも

変死。動機がある兄が警察に疑われる。

兄の嫌疑を晴らそうとするが……。 

 軽い口調で語られていくが、とんでも

ない展開に！ミステリー色の濃い、夏に

ぴったりな一冊です。   

 

エキナカには神様がいる 

峰月 皓／メディアワークス文庫 

 

 理不尽な上司の横暴に疲れ切った会

社員、わけあって婚約者から逃げ出し

花屋で働く女性、１人ぼっちで何時間

も駅構内をさまよう小学生…。そんな

彼らを見守る「エキナカの神様」とは？ 

 人とかかわることの大切さをしみじ

みと感じさせてくれる、あたたかい短

編集です。電車で読むのもいいかもし

れません。 

  

  

夏の口紅 

樋口 有介／文春文庫 

 

大学３年生の礼司の元に、１５年前に家

を出たきり顔も覚えてない父が亡くなっ

たと知らせがあった。父からの形見を受取

りに再婚相手の親類だという家を訪ねる。

そこで姉の存在を知らされ、風変わりな義

理の妹と出会う。ちょうど夏休みに入った

礼司は姉を探すため奮闘するが…。 

ミステリー要素もありますが、夏にふさ

わしいさわやかな恋愛小説でもあります。 

翻訳できない世界のことば  

エラ・フランシス・サンダース／創元社 

 

「poronkusema（ポロンクセマ）」〈フィン

ランド語〉…トナカイが休憩なしで、疲れず

移動できる距離。「木漏れ日」〈日本語〉…木々

の葉のすきまから射す日の光。など他の言語

では一言で訳せない、その国固有の言葉を世

界中から集めたユニークな単語集です。 

 美しいイラストとともに、その国に生きる

人々の心情、文化、歴史、自然を感じさせて

くれます。 

ハローサヨコ、 

きみの技術に敬服するよ 

瀧羽 麻子／集英社文庫 

 

 高校一年の誠の元には、ネット関連の困

りごとの相談がどこからともなく持ちかけ

られる。その相談は、実は幼なじみの小夜

子が解決するという流れになっていた。こ

のまま続けて小夜子に危険が及ばないかと

悩む誠だったが、思わぬ事件に巻き込まれ

て…。 

 クライマックスの思わぬ展開にハラハラ

ドキドキ。幼なじみのふたりの距離感がす

てきで、うらやましくなります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「家康、江戸を建てる」 

門井 慶喜／祥伝社 

  

北条家の旧領関東二百四十万石を秀吉か

らもらった家康が居住することに決めたの

は‘江戸’。そこは水浸しの低湿地が広がっ

ていた。そして、家康の国造りが始まった。 

江戸の街づくりを川、貨幣、水、石垣、築

城のエピソードから描きます。家来や職人の

人生をかけた仕事にわくわくします。 

「記憶屋」 

織守 きょうや／角川ホラー文庫 

 

大学生の遼一は、想いを寄せていた先輩か

ら不自然に忘れられショックを受ける。実は

子どもの頃にも似たような経験をしていた

彼は、都市伝説の記憶を消すという「記憶屋」

が関係しているのではと考え調べ始める。は

たして「記憶屋」は存在するのか？ 

自分だったらどうするかと考えてしまい

ます。怖さより切なさが残る作品です。 

｢僕は何度でも、 

きみに初めての恋をする｣ 

沖田 円／スターツ出版 

 

 両親の不仲に悩む高１のセイは、偶然出会

った少年ハナに写真を撮られ、それから毎日

を一緒に過ごすようになる。交通事故の後遺

症のために一日しか記憶がもたないハナは、

アルバムを持ち歩くことで、セイと時間を分

かち合っていく。 

 純粋な二人の優しさに涙がとまらなくなり

ます。生きることの意味、絆を感じてみてく

ださい。 

「やがて海へと届く」 

綾瀬 まる／講談社 

  

 一人旅に出た親友のすみれが震災に巻き込

まれ行方不明になった。３年経った今でも喪

失感をひきずったまま生きている真菜は、彼

女のことをあきらめようとしているすみれの

彼氏が許せなかった。 

 真菜の日常と死者の世界が交互に語られる

静かな美しい物語。大切な人を突然失った時、

自分ならどうするか考えさせられます。 

 

「ベンチウォーマーズ」 

成田 名璃子／メディアワークス文庫 

     

 「選ばれた者は受験に失敗する」と言われ

るクラス対抗駅伝、通称“落伝”。クジ引きで

選ばれたのは、部活でベンチを温めているだ

けの５人だった。最初はまったくやる気のな

かった彼らだが…。 

それぞれ問題を抱えた５人が何かをふっ切

り前へ進んでいく爽やかな物語。読み終わっ

たら思わず走りたくなるかも。 

「初恋は坂道の先へ」 

藤石 波矢／角川メディアファクトリー 

 

 小学校の教師研介は、大学生からつきあっ

ている彼女、品子と突然連絡が取れなくなっ

た。男性の名前で贈られてきた本を受取った

時から彼女の様子が変だったと気付いた研介

は、本の贈り主が彼女の初恋の相手ではない

かと思い込むが…。 

 夏にぴったりのさわやかな恋愛小説。後半

の驚きの展開を楽しんでください。 



 

 

 

｢お待ちしてます 下町和菓子栗丸堂｣ 

   似鳥 航一／メディアワークス文庫 

 浅草のにぎやかなオレンジ通りにたたずむ

老舗和菓子屋｢栗丸堂｣。主人は黒髪の青年栗田

仁である。閑古鳥が鳴いている栗丸堂に葵とい

う若い女性が助っ人として来てくれることに。

和菓子をめぐって起こる日常の事件を二人は

知識と経験を生かして解いて行く。 

 和菓子の蘊蓄（うんちく）がふんだんに盛り

込まれます。豆大福、どら焼き、干菓子…。楽

しい謎ときとともに、和菓子が無性に食べたく

なります。５巻まで図書館にあります。 

「私は存在が空気」 

中田 永一／祥伝社 

 

不思議な能力を持つ主人公達の短編集。 

表題作「私は……」は、暴力的な父から逃

れる術として、自らの存在を希薄にするよう

に心がけてきた私。次第に皆から気付かれな

くなる。ある日、憧れの先輩の家に紛れ込み

部屋に入ってみるが……。 

瞬間移動が出来るようになった引きこも

り高校生「少年ジャンパー」、透明の手を持

つ女子高生「サイキック人生」など全６編。 

皆目立たないようにしているのになぜか

いきいきとしていて、和みます。 

「九月の恋と出会うまで」 

松尾 由美／双葉文庫 

 

ある夜、志織の入居した部屋のエアコン

用の穴から声が。声の主は一年未来にいる

隣人の平野だと名乗り、自分を毎週水曜日

に尾行してほしいと頼まれる。理由も言わ

ず、自分に気付かれないように…。新聞の

見出しを言い当てられ、信じて調査を始め

るが…。 

（未来の平野)の目的とは？ラストまで続

く謎解きに、恋？と思ってしまいますが、

ラブ＆ミステリーです！ 

「きつねのはなし」 

森見 登見彦／新潮文庫 

 

 京都の古道具屋『芳蓮堂』でアルバイトを

している“私”は、店主の若い女性・ナツメ

さんに頼まれて天城という男の屋敷に届け物

をする。ある日ナツメさんに、「あのひとに何

か要求されても決して言うことを聞いてはい

けません」と言われていたにもかかわらず、

電気ヒーターを天城さんにあげてしまう。 

観光地京都の持つ別の顔……ひやりとした

一面を味わえる作品です。 

  

「フォルトゥナの瞳」 

百田 尚樹／新潮文庫 

 

 幼い時に両親を失い施設で育った慎一郎

は、自動車塗装工としてまじめにひっそりと

暮らしていた。が、ある日突然、死期が近い

人の身体が透けて見えるようになる。慎一郎

はその人たちを救おうと必死になるが、ひと

り救うたびに慎一郎の寿命も少しずつ減って

しまうことを知る。そして、初めての彼女が

出来て、幸せいっぱいの慎一郎だったが…。 

 あまりに純粋な彼の幸せを願わずにはいら

れません。驚愕のラストが待ち受けています。 

町田工業高等学校図書館 

｢満願｣ 

米澤 穂信／新潮社 

 

人を殺め、静かに刑期を終えた妻の本当の動

機とはー。（表題作）他に、新人警官、元恋人

を追って来た男、美しい中学生姉妹、在外ビジ

ネスマン、フリーライター。それぞれの人生を

かけた強い願いが 6 つの奇妙な事件へとつな

がる。 

最後の最後まで真実にたどりつけません。人

の心の奥底にある強い執念にゾクっとします。

一級のミステリー集です。 



 

 

１年生…405 冊 

２年生…103 冊    

３年生…59 冊                       

合計 567 冊        

   

 

 
  

 

梅雨の季節がやってきました。外に出るのが億劫になるこの季節は、室内で 

読書がおすすめです。 

 町工図書館では、新着本が続々入ってきていますのでぜひ足を運んでみて 

ください。最新版の進路、資格の本も入りましたので活用してください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日 

    1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 
 

  
 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・榎本・烏野・谷治） 

 平成２8年 6月 13日 

 

『町工読書会』の日程 
 

６/13・20・27  7/11 

いずれも（月） 

12:55～13:15 
 

放送がかかったら、図書館にお集まりください。 

見学だけでもＯＫです！ 

町工図書館カレンダー 

   は休館日です 

２０１6 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１組（136 冊） 

２位 １年４組（96 冊） 

３位 １年２組（58 冊） 

１年３組（58 冊） 

6 月 7 月 

月 火 水 木 金 土 日 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

 

町工塾やレポート作成

に利用してください！ 

夏休みも開館 

しています！ 

「町工塾」の DVD とプレーヤーを図書館で貸出しし

ています。勉強したい単元の DVD を棚から選び、図書

館カウンターに持ってきて手続きをしてください。 

！貸出しは当日のみです。借りた日の 16:50 までに 

必ず図書館カウンターに返却してください。 

！イヤホンとテキストを忘れずに持参してください。 

わからないことは司書にお尋ねください。 

 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？生徒の皆さんが置いていったもので、卒業した先

輩たちの作品もあります。イラストが得意な人は、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。 

１年５組は 56冊でした。来月の展開が楽しみです！ 



 

 

町田工業高等学校図書館 

永遠
と わ

をさがしに 

原田 マハ／河出文庫 

 世界的に有名な指揮者を父に持ち、一流

のチェロ奏者を母に持つ和音だったが、 

両親が離婚し母は何も言わずに出て行っ

た。１６歳になった和音はアメリカの楽団

に赴任する父と離れ、ひとり日本に残るこ

とにした。が、父の出発直前に継母だとい

う女性が突然現れ一緒に暮らすことにな

り…。 

 すべてのわだかまりが解けたときに気

付く、大人たちの深い愛情に感動します。 

  

 

雨の日も神様と相撲を 

城平 京／講談社タイガ 

 体は小さいが、子どもの頃から相撲漬

けの中３の文季。転校したのは相撲好き

のカエルの神様がいる村だった！文季

は知恵と知識を見込まれ、カエル達に相

撲を教えることに…。 

 カエル達が相撲を取る姿がかわいら

しく、相撲についてもとてもくわしく書

いてあります。不思議な世界へ誘（いざ

な）うファンタジーです。 

  

  

また、同じ夢を見ていた 

住野 よる／双葉社 

クラスメイトたちをバカにしている

奈の花は学校に友だちが１人もいなか

ったが、放課後を一緒に過ごす年の離れ

たちょっと寂しげな友人たちとの時間

を何よりも楽しみにしていた。そんなあ

る日不思議な出来事が起こって…。 

デビュー作『きみの膵臓をたべたい』

がベストセラーになった作者の待望の

２作目。「幸せとは…？」と考えさせら

れ、だれかにすすめたくなるすてきな物

語です。 

生きてるうちに､さよならを 

 吉村 達也／集英社文庫 

小さな町工場を一部上場企業に築

き上げた会社社長の本宮。幼なじみ

の急死をきっかけに、生前葬と自叙

伝を書こうと考える。そんな時、家

族旅行先で妻から余命１年と告げら

れ……。 

いつの間にかミステリー色が濃く

なり、ラストには驚かされます。 

ブックマートの金狼 

杉井 光／ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

書店の店長・宮内ナオト。バイトの若い

子たちにはなめられ、古株バイトの吉村さ

んにも叱られてばかり。しかし実は宮内に

は、仲間と持ち込まれたトラブルを処理し

て荒稼ぎをしていた過去があった。そんな

彼の元に、現役アイドルから依頼が来る。

しぶしぶ引き受けた宮内だったが…。 

主人公の昔と今のギャップが楽しい 1

冊。本屋さんの仕事にも詳しくなれます。 



  

 

       

月 火 水 木 金 土 日 

            1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 
     

 

 

 

１年生…237冊 

２年生…60冊    

３年生…29冊                       

合計 326 冊        

味見読書（下記参照）の後に本を借りてくれた１年生が、ベスト３と 

なりました！２･３年生も負けずに借りに来てください。 

 

   

 

 
 

  

 さわやかな季節になりました。どこかへ出かけたくなりますが、お出かけには文庫

本を一冊持っていきませんか？電車の中など移動する時間にぜひ本を開いてみてくだ

さい。短時間でもページが結構進みますよ！ 

 

 

 

 

 

 

 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・榎本・烏野・谷治） 

 平成２8年 5月 10日 

 

『町工読書会』の日程 
 

5/16・23・30・６/13・20・27 

いずれも（月） 

12:55～13:15 
 

放送がかかったら、図書館にお集まりください。 

見学だけでもＯＫです！ 

町工図書館 

5 月のカレンダー 

    は休館日です 
試験勉強に 

図書館をぜひ 

活用してください！ 
 

試験期間中も町工図書館は、 

16：50まで開館しています。 

家に帰るとなかなか勉強がは

かどらないという人は、図書

館を利用してみてください。 

２０１6 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 1組（68冊） 

２位 １年 4組（65冊） 

３位 １年 2組（40冊） 

  味見読書とは？ 

料理の味見をするように、日頃読まないようなジャンルの本もちょ

っとだけ読んでみて、食わず（読まず）嫌いをなくそうというねらい

で、毎年１年生の国語の最初の授業を１時間お借りして実施していま

す。図書館の机に並んだ、さまざまなジャンルの本の中から１分で本

を選び、５分間読み、１分で感想をひと言記入するという作業を３回

繰り返します。 

 味見読書終了後には、ひとり１冊以上本を借りてもらいます。 

 ５月から本が続々入ってきます。読みたい本が図書館にない場合は、

リクエストしてください。リクエスト用紙は図書館のカウンター横に

あります。どしどしお寄せください！ 



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！? 

 

POTATO 
（月刊） 

 

ジャニーズ好き必見の 
アイドル情報誌。 

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！ 
 

日経 

エンタテイメント！ 
（月刊） 

 

ドラマ、映画、音楽、 
ゲーム…etc 

あらゆるエンタメの 
最新情報を網羅！ 

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。 

 

Newton 
（月刊） 

 

科学の最前線を 

きれいな図や写真で 

わかりやすく解説。 

 
新聞ダイジェスト 

（月刊） 
 

これ一冊で時事に 

強くなれる！ 

就職試験や入学試験、 

面接対策に。 

日経 

ものづくり 
（月刊） 

 

ものづくりの現場の 
最先端を紹介する 

技術情報誌。 
 
 



  

        

 

＊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！ 

 

 

  

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 月 火 水 木 金 土 日 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30   

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・榎本・烏野・谷治） 

 平成２8 年４月 15 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。 

4 月の『町工読書会』 
 

4/18（月）12:55～13:15 
 

図書館だより今月号の裏面もご覧ください！ 

町工図書館 

4 月のカレンダー 

    は閉館日です 

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。 

 



 

 

町工読書会で紹介された本 
 

今年で5年目になる「町工読書会」は、昨年度18回開催し、 

のべ197名の方に参加していただきました。 

おもしろい本・感動した本を今度はあなたが皆さんに紹介してください。 

堅苦しくない座談会です。まずは見学だけでもOKです。 

今年度もたくさんの方の参加をお待ちしています。 

永遠のゼロ 
百田 尚樹 

クトゥルー 

神話事典 
森瀬 繚 

アスコーマーチ 
広瀬 晶 

ようこそわが家へ 
池井戸 潤 

ぼくらシリーズ 

ミステリー列車 
宗田 理 

流星の絆 
東野 圭吾 

鉄道のしくみ 
新星出版社編集部 

 

丌安のしずめ方 

40のヒント 

加藤 諦造 

学園キノ 
時雨沢 恵一 

笑うカイチュウ 
藤田 紘一郎 

セブンイレブンの 

16歳からの経営学 
セブンイレブンジャパン監修 

GOSICK 
ーゴシックー 

桜庭 一樹 

幸福な生活 
百田 尚樹 

笑点絵日記 
林家 たい平 

聴くだけ 

楽典入門 
藤巻 浩 

物理学の基礎Ⅰ 力学 
デーヴィッド・ハリディほか 

日本奥地紀行 
イザベラ・バーズ 

古典落語体系 
江国 滋 

「なるほど!」とわかる 

マンガ 

はじめての心理学 
ゆうき ゆう 

ダンジョンに出会いを求めるのは 

間違っているだろうか 

大森 藤ノ 

クロエのレクイエム 
ブリキの時計 

探偵はバーにいる 
東 直巳 

漫画・うんちく鉄道 
筆吉 純一郎 

百年法 
山田 宗樹 

帰って来た 

ヒトラー 
ティムール・ヴェルメシュ 

伸びる人のデータの読み方 

強い組織データの使い方 

渡辺 啓太 

マブラヴオルタネイティブ 

トータル・イクリプス 

吉宗 鋼紀 

ゲーム 

イラスト入門 
スタジオ・ハードデラックス編 

小田急の 

ひみつ 
PHP研究所 

論理哲学論考 
ヴィトゲン 

シュタイン 

ラプンツェルの

翼 
土橋 信二郎 

ほぉ…ここがちきゅうの 

ほいくえんか。 

てぃ先生 

下町ロケット 

1・2 
池井戸 潤 

まんがでわかる 

他人の心理学 
ゆうき ゆう 

年収1000万円の貧乏人 

年収３００万円のお金持ち 

伊藤 邦生 

鬼談百景 
小野 丌由美 

月３万円ビジネス 

１００の実例 

藤村 靖之 

人生はすべて

「逆」をいけ 
川北 義則 

ヘンないきもの 
早川 いくを 

宇宙のネロ 
星 新一 

寄生虫のふしぎ 
目黒寄生虫館ほか 

まんがで              

やさしくわかる 

ゲーム理論 
川西 諭 

ノンフィクション作家だって 

お化けは怖い 
工藤 美代子 

紙つなげ！ 

彼らが本の紙を造っている 

佐々 涼子 

「おもしろい」人の 

会話の公式 
吉田 照幸 

空想科学読本 
柳田 理科雄 

ラヴクラフト全集 
Ｈ・Pラヴクラフト 

池上彰のこれが 

「世界ルール」だ！ 
池上 彰 

２０１５年度 


