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発表！！2021年度ランキング                    ＊敬称略         

☆生徒ベストリーダー☆                                     

第 1 位  98 冊 1-5 中野愛理     第 2 位  80 冊 2-5 近藤優輝                              

第 3 位  65 冊 1-5 井居玲那      第 4 位   18 冊 2-1 岸上航大                              

第 5 位  17 冊 1-5 赤澤一颯   2-3 関守里帆                      

第 7 位  16 冊 2-4 濱田彩愛     第 8 位    12 冊 1-5 坂下遥香     

第 9 位   11 冊 1-3 西村綺華     第１０位 10 冊 2-2 村瀬彩乃                                 

☆教職員ベストリーダー☆                                    

第 1 位 206 冊 阿武加奈子       第 2 位 134 冊 大辻浩之                               

第 3 位  89 冊 田中潤子          第 4 位    69 冊 辰巳智也                                 

第 5 位   55 冊 小林恵美子        第６位   31 冊 下川浩子         

第７位    26 冊 小出雄一郎        第 8 位  25 冊 日浦桃子         

第９位  24 冊 熊谷万寿美        第１０位 23 冊 辻和美                                             

☆ベストリーディング☆                                      

＜マンガ＞ 第 1位 宇宙兄弟       小山宙哉著     講談社                   

第 2 位 サクラ、サク              咲坂伊緒著     集英社                                      

第 3 位 プリニウス                          ヤマザキマリ著    新潮社                        

＜一般図書＞ 第 1 位 推し、燃ゆ       宇佐見りん著      河出書房新社                  

第２位 言いかえ図鑑            大野萌子著      サンマーク出版        

第３位 オルタネート                       加藤シゲアキ著   新潮社                               

第３位 スマホ脳                アンデシュ・ハンセン著      新潮社          

第３位 ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人   東野圭吾著    光文社        

第３位 お探し物は図書室まで  青山美智子著  ポプラ社                                                                          

 

２月の貸出統計 2/1~/28     入館者数 297 人                            

授業等利用時間数（集団読書利用を含む）40 時間 貸出冊数 1,648 冊 
1 年 13 冊 2 年 2 冊  教職員 92 冊  授業用図書 1,539 冊                         
☆２月の貸出ランキング☆                    
〔生徒〕第 1 位 7 冊 1-5 中野愛理   第２位 2 冊 1-5 井居玲那      
〔教職員〕第１位 17 冊 阿武加奈子   第２位 9 冊 辰巳智也  
第 3 位 6 冊 小林恵美子  第 4 位 5 冊 田中潤子        
第 5 位 4 冊 川端真代（敬称略）                            
☆ベストリーデ ィング☆ 第１位 東京すみっこごはん 成田名璃子著
第２位 ヴァイオレット・エヴァーガーデン  暁佳奈著 すばらしい人体 
山本健人著 闇祓 辻村深月著 同志少女よ、敵を撃て 逢坂冬馬著他  

今月のイチオシ 

 

 

 

                                                            

世にも美しい                

三字熟語                 

西角けい子著    ダイヤモンド社   

NDC814.4  

あまり聞いたことがない「三字熟語」。でも

「真骨頂」「千里眼」「破天荒」という言葉

は馴染みがありますね。「雪月花」「朧月

夜」などタイトルの「世にも美しい三字熟

語」の他、「使うとかっこいい三字熟語」、

「知らないと恥をかく三字熟語」などをクイ

ズ形式で学べます。解説には太宰治や

泉鏡花、三島由紀夫などの文学作品が

例文として出てきます。楽しみながら語彙

力も教養も共にアップできる 1 冊です。 

                  

春休みの特別貸出 

貸出期間：３/2（水）～3/24（木）                    

貸出冊数：１人 30冊まで        

返却期間：4/８（金）～4/15（金） 

春休みの開館 

ライブファインダークラウドをご覧ください。 

→右のＱＲコードに 

アクセスしてください。 

ＰＷ：****** 

http://lib-finder.net/finder85 

    ＊返却はブックポストでできます。 

 

 

 



📚新着図書リスト📚 ＊貸出中の時は予約をしてください。
☆お薦め　　　　　　
♢寄贈

書　名 著　者 出版者 請求記号 コメント

一番丸船長一庭啓二の生涯　琵琶湖には
じめて蒸気船を浮かべた

岡村/敬二‖著 武久出版 289.1-ｵ 堅田探訪関連図書

ヒトの壁 養老/孟司‖著 新潮社 304-ﾖ ☆「壁」シリーズ

能面女子の花子さん 織田/涼‖著 講談社 726.1-ｵ ☆学園コミック

思い、思われ、ふり、ふられ　2 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-2

思い、思われ、ふり、ふられ　3 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-3

思い、思われ、ふり、ふられ　4 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-4

思い、思われ、ふり、ふられ　5 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-5

思い、思われ、ふり、ふられ　6 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-6

思い、思われ、ふり、ふられ　7 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-7

思い、思われ、ふり、ふられ　8 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-8

思い、思われ、ふり、ふられ　9 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-9

思い、思われ、ふり、ふられ　10 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-10

思い、思われ、ふり、ふられ　11 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-11

思い、思われ、ふり、ふられ　12 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-12

サクラ、サク。　3 咲坂/伊緒‖著 集英社 726.1-ｻ-3 生徒リクエスト

ミステリと言う勿れ　1 田村/由美‖著 小学館 726.1-ﾀ-1

ミステリと言う勿れ　2 田村/由美‖著 小学館 726.1-ﾀ-2

ミステリと言う勿れ　3 田村/由美‖著 小学館 726.1-ﾀ-3

ミステリと言う勿れ　4 田村/由美‖著 小学館 726.1-ﾀ-4

ミステリと言う勿れ　5 田村/由美‖著 小学館 726.1-ﾀ-5

ミステリと言う勿れ　6 田村/由美‖著 小学館 726.1-ﾀ-6

ミステリと言う勿れ　7 田村/由美‖著 小学館 726.1-ﾀ-7

ミステリと言う勿れ　8 田村/由美‖著 小学館 726.1-ﾀ-8

ミステリと言う勿れ　9 田村/由美‖著 小学館 726.1-ﾀ-9

ミステリと言う勿れ　10 田村/由美‖著 小学館 726.1-ﾀ-10

僕のヒーローアカデミア　Vol.31　緑谷出久と八木敏典堀越/耕平‖著 集英社 726.1-ﾎ-31

僕のヒーローアカデミア　Vol.32　THE NEXT堀越/耕平‖著 集英社 726.1-ﾎ-32

僕のヒーローアカデミア　Vol.33　A組からOFAへ堀越/耕平‖著 集英社 726.1-ﾎ-33

ドラゴン桜2　13　東大合格請負漫画 三田/紀房‖著 講談社 726.1-ﾐ-13

ドラゴン桜2　14　東大合格請負漫画 三田/紀房‖著 講談社 726.1-ﾐ-14

ドラゴン桜2　15　東大合格請負漫画 三田/紀房‖著 講談社 726.1-ﾐ-15

ドラゴン桜2　16　東大合格請負漫画 三田/紀房‖著 講談社 726.1-ﾐ-16

ドラゴン桜2　17　東大合格請負漫画 三田/紀房‖著 講談社 726.1-ﾐ-17

“深読み”の技法　世界と自分に近づくた
めの14章

小池/陽慈‖著 笠間書院 801.7-ｺ ☆思考力の鍛錬
に！

世にも美しい三字熟語 西角/けい子‖著 ダイヤモンド社 814.4-ﾆ 国語力をアップ！

同志少女よ、敵を撃て 逢坂/冬馬‖著 早川書房 913.6-ｱ 本屋大賞ノミネート

正欲 朝井/リョウ‖著 新潮社 913.6-ｱ 本屋大賞ノミネート

スモールワールズ 一穂/ミチ‖著 講談社 913.6-ｲ 本屋大賞ノミネート

塞王の楯 今村/翔吾‖著 集英社 913.6-ｲ 直木賞受賞

残月記 小田/雅久仁‖著 双葉社 913.6-ｵ 本屋大賞ノミネート

ブラックボックス 砂川/文次‖著 講談社 913.6-ｽ 芥川賞受賞

硝子の塔の殺人 知念/実希人‖著 実業之日本社 913.6-ﾁ 本屋大賞ノミネート

滅私 羽田/圭介‖著 新潮社 913.6-ﾊ ミニマリスト小説

黒牢城　Arioka Citadel case 米澤/穂信‖著 KADOKAWA 913.6-ﾖ 直木賞受賞

プロジェクト・ヘイル・メアリー　上 アンディ・ウィアー‖著　小野田/和子‖訳早川書房 933.7-ｳ-1

プロジェクト・ヘイル・メアリー　下 アンディ・ウィアー‖著　小野田/和子‖訳早川書房 933.7-ｳ-2

ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ‖著　友廣/純‖訳早川書房 933.7-ｵ 生徒リクエスト

文豪はみんな、うつ 岩波/明‖[著] 幻冬舎 B-910.2-ｲ 『文スト』ファン必読

文豪ストレイドッグスBEAST 朝霧/カフカ‖[著] KADOKAWA B-913.6-ｱ 生徒リクエスト

うちのレシピ 瀧羽/麻子‖著 新潮社 B-913.6-ﾀ ほのぼの家族小説

ユートピア 湊/かなえ‖著 集英社 B-913.6-ﾐ 人気本を文庫で。

意識のリボン 綿矢/りさ‖著 集英社 B-913.6-ﾜ
私をくいとめて 綿矢/りさ‖著 朝日新聞出版 B-913.6-ﾜ
勝手にふるえてろ 綿矢/りさ‖著 文藝春秋 B-913.6-ﾜ
いのちの車窓から 星野/源‖[著] KADOKAWA B-914.6-ﾎ 話題のエッセイ

こうやって、考える。 外山/滋比古‖著 PHP研究所 B-917-ﾄ ☆為になる本

18歳の著作権入門 福井/健策‖著 筑摩書房 K-021.2-ﾌ 知っておきたい。

教職員リクエスト

教職員リクエスト　
生徒にも読まれて
います。

生徒リクエスト　　　
シリーズ続刊です。

教職員リクエスト　　
テレビドラマで話題
沸騰の原作コミッ
ク。ドラマ化されな
かったエピソードも
あります。

生徒リクエスト　　　
『アオハライド』の
作者の学園恋愛コ
ミック。

短編、中編、長編、
それぞれに面白み
のある作品。
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