
  

 
 

    

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・榎本・烏野） 

 平成 31 年４月 12 日 

   

        

 

🌸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 

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  読みたい本が貸し出されている場合は予約が 

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！ 

☆みんなの本です 丁寧に取り扱ってください 

 

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。 

さあ新年度がスタートです！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。今年度も町工図書館をどうぞよろしくお願いします。 

3 年生の皆さん、修学旅行のガイドブックなどをたくさん揃えています。出発前に 

チェックしましょう！２年生の皆さん、昨年度より教室から図書館が少し遠くなりまし

たが、今年度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。高校 3 年間でたくさん本を読んでくださいね。 

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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5/30 は休館です 



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

就職四季報 就職四季報 総合版〈2020年版〉 東洋経済新報社 東洋経済新報社 大堀先生 高校生物をわかりやすく教えてください！ 大堀 求 学研プラス

就職四季報（優良・中堅企業版）〈2020年版〉 東洋経済新報社 東洋経済新報社 これだけ！高校生物 小林 賢 秀和システム

会社四季報 会社四季報業界地図〈2019年版〉 東洋経済新報社 東洋経済新報社 日本文学 6時間後に君は死ぬ 高野 和明 講談社

危険物取扱者
試験

ユーキャンの乙種第4類危険物取扱者 速習レッスン
ユーキャン危険物取
扱者試験研究会 ユーキャン バージンパンケーキ国分寺 雪舟 えま 集英社

乙種4類危険物取扱者試験〈平成30年版〉 公論出版 公論出版 田嶋春にはなりたくない 白河 三兎 新潮社

色彩検定 最短合格！色彩検定2級・3級テキスト＆問題集 カラボ色大学 ナツメ社 一週間のしごと 永嶋 恵美 東京創元社

ITパスポート 栢木先生のＩＴパスポート教室〈平成31/01年〉 栢木 厚 技術評論社 時間屋—想いをつなぐ祇園の時計師 広瀬 未衣 双葉社

キタミ式イラストＩＴ塾 ＩＴパスポート〈平成31/01年> きたみ りゅうじ 技術評論社 たとえば、君という裏切り 佐藤 青南 祥伝社

パブロフくんと学ぶＩＴパスポート よせだ あつこ 中央経済社 赤毛のアンナ 真保 裕一 徳間書店

電気工事士試験 第二種電気工事士 電気数学の超入門教室 堀 桂太郎 電気書院 透き通った風が吹いて あさの あつこ 文藝春秋

詳解 第一種電気工事士筆記試験過去問題集
'19年版

コンデックス情報
研究所

成美堂出版 神様2011 川上 弘美 講談社

1回で受かる！第一種電気工事士合格テキス
ト'19年版

中場 十三郎
久保田 稔

成美堂出版 芥川賞受賞 １Ｒ1分３４秒 町屋 良平 新潮社

詳解 第二種電気工事士筆記試験過去問題集
'19年版

コンデックス情報
研究所

成美堂出版 芥川賞受賞 ニムロッド 上田 岳弘 講談社

1回で受かる！第二種電気工事士合格テキスト'19年版 河原 康志 成美堂出版 直木賞受賞 宝島 真藤 順丈 講談社

販売士試験 1回で合格！販売士検定2級テキスト&問題集　 上岡 史郎 成美堂出版
本屋大賞

ノミネート作品
ひとつむぎの手 知念 実希人 新潮社

心理学
多様性のレッスン車いすに乗るピアカウンセ
ラー母娘が答える47のＱ&Ａ

安積 遊歩
安積 宇宙

ミツイパブリッ
シング

本屋大賞
ノミネート作品

ひと 小野寺 史宣 祥伝社

教育 質問する、問い返す-主体的に学ぶということ 名古谷 隆彦 岩波書店
本屋大賞

ノミネート作品
さざなみのよる 木皿 泉 河出書房新社

レポート作成 はじめての研究レポート作成術 沼崎 一郎 岩波書店
本屋大賞

ノミネート作品
ある男 平野 啓一郎 文藝春秋

生物 面白くて眠れなくなる生物学 長谷川 英祐 ＰＨＰ研究所
本屋大賞

ノミネート作品
愛なき世界 三浦 しをん 中央公論新社

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。リクエストもできます。
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。

町田工業高等学校図書館


