
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

待ちにまった夏休みがやってきますね。日頃は忙しい皆さんも夏休みには時間が 

たっぷりあると思います。ぜひじっくり読書をしてみてくださいね。 

  

 

 

 

 

 

都立町田工業高等学校図書館 

（司書：小田・榎本・烏野） 

 令和元年 7 月 1１日 

 

町工図書館カレンダー 

 

貸出冊数ベスト３ 

1 位 3 年 5 組（235 冊） 

2 位 1 年 2 組（220 冊） 

3 位 1 年 5 組（181 冊） 

３位 年組（冊） 

2019 年度 6 月末の図書館貸出累計冊数 

１年生…706 冊 

２年生…137 冊    

３年生…403 冊 

合計 1,246 冊 

1－2 と 1－5 の順位が先月と入れ替わりましたね！ 

 

。 

2 年生の皆さん、もっと本を借りてください！！ 

 

月 火 水 木 金 土 日 

      1 2 3 4 
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7 月         は休館日です         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         

 

夏休みも開館しています！ 休館日にご注意ください！ 

 町工図書館では、夏休み中も平日 8:40～16:50 まで 

開館しています。涼しい図書館で読書や勉強がぐんぐん 

はかどりますよ！ぜひ利用してください。 

ただし、8/6(火)～8/8(木)の蔵書点検日と 

8/13（火）、8/16(金)の閉庁日は 

閉館となりますのでご注意ください。 

 

 『町工読書会』 
 

今年度の読書会も１年生を聞き手に迎え、図書委員の皆さん

はおもしろい本をいろいろ紹介してくれています。 

2学期は9/9(月)から始まります。誰でも参加できますので、

放送がかかったらお昼を食べてから図書館に集まってくださ

い。夏休み中に読んだ、おすすめの本があったらぜひ紹介して

ください。見学だけでもＯＫです。 

夏休み 10 冊貸し出しが始まっています！ 

返却日は 9/6（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？ 

 



あ行 青い鳥/重松 清 さ行 さがしもの/角田 光代 日日是好日 「お茶」が教えてくれた15のしあわせ/森下 典子

青の数学/王城 夕紀 さきちゃんたちの夜/よしもと ばなな 人間失格/太宰 治

赤毛アン シリーズ１/ﾙｰｼｰ・ﾓｰﾄﾞ・ﾓﾝｺﾞﾒﾘ さくらえび/さくら ももこ 残るは食欲/阿川 佐和子

あしながおじさん/ｼﾞｰﾝ・ｳｪﾌﾞｽﾀｰ 殺人犯はそこにいる 野火/大岡 昇平

あつあつを召し上がれ/小川 糸 　　　　　　隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件/清水 潔 は行 博士の愛した数式/小川 洋子

あと少し、もう少し/瀬尾 まいこ 淋しい狩人/宮部 みゆき 儚い羊たちの祝宴/米澤 穂信

あのひとは蜘蛛を潰せない/彩瀬 まる 三四郎/夏目 漱石 陽だまりの彼女/越谷 オサム

ある奴隷少女に起こった出来事 塩狩峠/三浦 綾子 人斬り以蔵/司馬 遼太郎

　　　　　　　　　　　　　/ﾊﾘｴｯﾄ・ｱﾝ・ｼﾞｪｲｺﾌﾞｽﾞ 忍びの国/和田 竜 ひとり暮らし/谷川 俊太郎

１Q84 BOOK１<４月－６月>前・後編/村上 春樹 車輪の下/ﾍｯｾ 向日葵の咲かない夏/道尾 秀介

一日江戸人/杉浦 日向子 シャーロック・ホームズの冒険/ｺﾅﾝ・ﾄﾞｲﾙ ひらいて/綿矢 りさ

いつも彼らはどこかに/小川 洋子 白いしるし/西 加奈子 フェルマーの最終定理/ｻｲﾓﾝ・ｼﾝ

いなくなれ群青/河野 裕 十五少年漂流記/ｼﾞｭｰﾙ・ｳﾞｪﾙﾇ 変身/ﾌﾗﾝﾂ・ｶﾌｶ

イノセント・デイズ/早見 和真 重力ピエロ/伊坂 幸太郎 星の王子さま/ｻﾝ=ﾃｸﾞｼﾞｭﾍﾟﾘ

異邦人/ｶﾐｭ 受験脳の作り方 脳科学で考える効率的学習法/池谷 裕二 本屋さんのダイアナ/柚木 麻子

江戸川乱歩名作選/江戸川 乱歩 深夜特急 1/沢木 耕太郎 ぼくは勉強ができない/山田 詠美

エヌ氏の遊園地/星 新一 砂の女/安部 公房 母性/湊 かなえ

か行 風が強く吹いている/三浦 しをん 精霊の守り人/上橋 菜穂子 ま行 豆の上で眠る/湊 かなえ

悲しみよ こんにちは/ﾌﾗﾝｿﾜｰｽﾞ・ｻｶﾞﾝ 世界の終りとﾊｰﾄﾞﾎﾞｲﾙﾄﾞ・ﾜﾝﾀﾞｰﾗﾝﾄﾞ上・下/村上 春樹 マリー・アントワネットの日記　Rose/Bleu

キッチン/吉本 ばなな センセイの鞄/川上 弘美 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   /吉川 トリコ

きみはポラリス/三浦 しをん それでも、日本人は『戦争』を選んだ/加藤 陽子 満願/米澤 穂信

金閣寺/三島 由紀夫 た行 太陽の塔/森見 登美彦 ミッキーマウスの憂鬱/松岡 圭祐

錦繍/宮本 輝 旅のラゴス/筒井 康隆 迷宮/中村 文則

新編 銀河鉄道の夜/宮沢 賢治 沈黙/遠藤 周作 燃えよ剣〔上・下〕/司馬 遼太郎

蜘蛛の糸・杜子春/芥川 龍之介 沈黙の春/ﾚｲﾁｪﾙ・ｶｰｿﾝ や行 約束の海/山崎 豊子

くまちゃん/角田 光代 月と六ペンス/ｻﾏｾｯﾄ・ﾓｰﾑ 四畳半王国見聞録/森見 登美彦

黒い雨/井伏 鱒二 月の影 影の海 〔上・下〕十二国記/小野 不由美 夜のピクニック/恩田 陸

ケーキ王子の名推理(ｽﾍﾟｼｬﾘﾃ) １/七月 隆文 ツナグ/辻村 深月 「弱くても勝てます」 開成高校野球部のセオリー/高橋 秀実

ケーキ王子の名推理(ｽﾍﾟｼｬﾘﾃ) ４/七月 隆文 罪と罰 〔上・下〕/ﾄﾞｽﾄｴﾌｽｷｰ ら行 楽園のカンヴァス/原田 マハ

小僧の神様・城の崎にて/志賀 直哉 つめたいよるに/江國 香織 羅生門・鼻/芥川 龍之介

こころ/夏目 漱石 ティファニーで朝食を/ﾄﾙｰﾏﾝ・ｶﾎﾟｰﾃｨ 螺旋の手術室/知念 実希人

こころの処方箋/河合 隼雄 手のひらの音符/藤岡 陽子 李陵・山月記/中島 敦

孤独のチカラ/齋藤 孝 とにかくうちに帰ります/津村 記久子 檸檬/梶井 基次郎

号泣する準備はできていた/江國 香織 な行 夏の祈りは/須賀 しのぶ れもん、よむもん！/はるな 檸檬

午後の恐竜/星 新一 夏の庭 —The Friends－/湯本 香樹実 老人と海/ﾍﾐﾝｸﾞｳｪｲ

ゴールデン・スランバー/伊坂 幸太郎 何者/朝井 リョウ ロング・ロング・アゴ—/重松 清

西の魔女が死んだ/梨木 香歩 わ行 吾輩も猫である/赤川 次郎ほか

2019年 「ワタシの一行」 課題図書発表!!
1.2年生の夏休みの宿題「ワタシの一行」の課題図書が発表されました。

このリストは課題図書の中で町工図書館に置いてある本です。課題図書の貸し出しは7/17（水）放課後より開始します。


