
         

 

図書館イベント！７月 7日（木） 

「自分だけのブックカバーを作ろう！」 

開催日：7/7（木） 放課後 

場所：図書館 

自分で自由にデザインしたブックカバーを作ってみませんか？ 

Chromebook を使ってデザイン作成し、A4の紙に印刷します。できあがっ

たブックカバーは持ち帰ることができます！！ 

必要な物は、図書館に準備してあるので、誰でも気軽に参加できます。 

予約はいりません。参加希望者は、当日図書館へきてください♪♪ 

「雑誌あげます」フェア ７月７日から 

雑誌のバックナンバーをさしあげます。一人雑誌か付録合わせて２つまでさ

しあげます。最新号（透明カバーがしてあるもの）は対象外です。なくなり

しだい終了します。お早めにどうぞ。 

夏休み特別貸出スタート！たくさん借りよう！ 

7/７（木）から、図書館の本が 8/29（月）まで何冊でも借りられます。 

（コミック･雑誌は５冊までです。ご注意ください。）たくさん読もう！ 

[保護者のみなさまへ] 三者懇談会時の図書館利用について 

三者懇談会（7/14、15、19）の期間中、お子様との待ち合わせに図書館が

利用できます。またお子様の名前で保護者の方も本が借りられます。図書館

は２号館２階（進路指導室隣）です。ホームルームのある本館から、渡り廊

下を通ってお越し下さい。開館は８：30～17：00です。 

☆都合により、閉館していることもありますので、ご了承の程お願いします。 

 

今月の展示 

☆「夏を楽しむ本」（図書館入口にて展示） 

☆「読書感想文におすすめの本」（カウンター前） 

 

館内で飲み物ＯＫです（熱中症対策） 

熱中症対策の給水として、ふた付きの飲み物（水・お茶・スポーツドリ

ンクのみ）は図書館で飲んでもらってOKです（パックや缶のジュース

は持ち込み×）。飲む時は机かカウンター席で（ソファやパソコン席は

不可）。こぼした時は図書館の雑巾を借りて拭いて下さいね。 

 

[夏休みも図書館へどうぞ！]夏休み中の開館のお知らせ 

                    ○9：00～16：30 

                    ×閉館 

                    予定は変更になる場合 

もあります。図書館前と 

玄関前にもカレンダーを 

掲示しますので。確認し 

てください。 

月 火 水 木 金

7/20 21 22

終業式 ○ ○

25 26 27 28 29

○ ○ 午後休館 ○ ○

8/1 2 3 4 5

○ ○ ○ ○ ○

8 9 10 11 12

○ ○ ○ × ×

15 16 17 18 19

× ○ ○ ○ ○

22 23 24 25 26

○ × × ○ ○

29

始業式



請求記号 書名 著者名 出版者

913.6/ミ 子宝船[きたきた捕物帖 2] 宮部みゆき著 PHP研究所

913.6/マ 宙ごはん 町田そのこ著 小学館

913.6/ブ 両手にトカレフ ブレイディみかこ著 ポプラ社

913.6/ニ 掟上今日子の忍法帖 西尾維新著 講談社

913.6/テ カレーの時間 寺地はるな著 実業之日本社

913.6/チ 死神と天使の円舞曲 知念実希人著 光文社

913.6/チ 黒猫の小夜曲(セレナーデ) 知念実希人著 光文社

913.6/チ 優しい死神の飼い方 知念実希人著 光文社

913.6/タ 神様たちのお伊勢参り（11） 竹村優希著 双葉社

913.6/シ 後宮の烏（5）～（7） 白川紺子著 集英社

913.6/ク 夜に星を放つ 窪美澄著 文藝春秋

913.6/オ ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい 大前粟生著 河出書房新社

913.6/ウ くるまの娘 宇佐見りん著 河出書房新社

913.6/ア 俺ではない炎上 浅倉秋成著 双葉社

913.6/ア ラブカは静かに弓を持つ 安壇美緒著 集英社

816.5 時事から学ぶ小論文［SDGs編］ 朝日新聞社

377.2 大学ランキング（2023年版） 朝日新聞出版

783.7
プロ野球ベストプレーヤーランキング100
（2022）

スラッガー　責任編集 日本スポーツ企画出版社

783.7 明日、野球やめます 鳥谷敬著 集英社

783.1
車いすでも、車いすじゃなくても、僕は最高
にかっこいい。

古澤拓也著 小学館

763.45 入門者のためのコントラバス教本 鷲見精一著・演奏 ヤマハミュージックメディア

763.4
もっと音楽が好きになる上達の基本コントラ
バス

前田芳彰著 音楽之友社

754.9 美篶堂とつくるはじめての手製本 美篶堂著 河出書房新社

754.9 そのまま豆本 赤井都著 河出書房新社

754.9 はじめて手でつくる本 ヨンネ著 エクスナレッジ

754.9 レガーロパピロの可愛い包装紙デザイン 江藤明日香著 芸術新聞社

724.4 アクリル画バイブル マリリン・スコット著 マール社

726.5 イラストレーション（2022） 平泉康児　編 翔泳社

ことば 814.4 にゃんこ四字熟語辞典 西川清史著 飛鳥新社

技術 596.6 いちじくのお菓子づくり 今井ようこ著 誠文堂新光社

366.2 宇宙人とみつける仕事図鑑 二村大輔　絵 文響社

324.1 大人になるってどういうこと? 神内聡著 くもん出版

総記 069 ミュージアムグッズのチカラ（2） 大澤夏美著 国書刊行会

726/ワ/28 東京卍リベンジャーズ（28） 和久井健著 講談社

726/ワ/26 ワンパンマン（26） ONE　原作 集英社

726/ミ/5 アオのハコ（5） 三浦糀著 集英社

726/ハ キングダム（64）（65） 原泰久著 集英社

726/ノ ゴールデンカムイ（1）～（30） 野田サトル著 集英社

726/テ ダイヤのA actⅡ（29）～（31） 寺嶋裕二著 講談社

726/タ/11 ミステリと言う勿れ（11） 田村由美著 小学館

726/コ/41 宇宙兄弟（41） 小山宙哉著 講談社

726/コ アオアシ（27）（28） 小林有吾著 小学館

726/ク/38 暁のヨナ（38） 草凪みずほ著 白泉社

726/イ SLAM DUNK（1）～（20）新装再編版 井上雄彦著 集英社

9小説
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新着図書案内　７月号


