
 

 

 

 

 

 

1・2年生は学年最後の、3年生は中学校生活最後の期末考査、お疲れさまでした。 

明日から 3月。柔らかな陽ざしに少しずつ春の訪れを感じる今日この頃。今年度最後の新着本が届きました。 

最終貸出日まで、まだ少し日にちがあります。ぜひ、手に取ってみてください。 

 

今年度の最終貸出日と返却日のお知らせです。 

 

最終貸出日            最終返却日 

3年生    ・・・     3月 6日（月）     ⇒    3 月 13日（月） 

1・2年生    ・・・     3月 10日（金）    ⇒    3 月 16日（木） 

 

①1・2年生と 3年生は日にちが違います。ご注意ください。 

②必ず、最終返却日までに借りた本すべてを返してください。  

（ブックポストでも構いません） 

③最終貸出日以降も、図書室内での読書や閲覧、学習は可能です。 

 

●新着本（本日 2/28放課後～貸出開始します） 

分類 書名など 著者 出版者 

007 池上彰と考える未来の社会とデジタル庁 1～3 池上彰 監修 文溪堂 

150 正解のない問題集 池上彰 監修 Gakken 

202 そうだったのか！国の名前由来ずかん 西村まさゆき  ほるぷ出版 

210 一冊でわかる室町時代 大石学 監修 河出書房新社 

291 都道府県別日本の地理データマップ 第 4版   小峰書店 

319 未来をつくる！あたらしい平和学習 1～5 稲葉茂勝  岩崎書店 

364 10歳から使ってほしいみんなのお金とサービス大事典 井手英策 誠文堂新光社 

368 10才からの防犯・防災 岡崎信江 監修 永岡書店 

369 ヤングケアラー 濱島淑惠 監修 文溪堂 

443 宇宙のはじまり ニュートン編集部 編著 ニュートンプレス 

451 天気 ニュートン編集部 編著 ニュートンプレス 

489 キリン解剖記 郡司芽久 ナツメ社 

491 脳 ニュートン編集部 編著 ニュートンプレス 

491 知らなかった！おなかのなかの赤ちゃん図鑑 増崎英明 監修 岩崎書店 

493 食物アレルギーサバイバル 飯野晃 監修 日本図書センター 

596 ハラヘリ読書 宮田ナノ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

610 いちばん大切な食べものの話 小泉武夫 井出留美 筑摩書房 

726 完全版ピーナッツ全集  1 チャールズ・Ｍ・シュルツ 河出書房新社 

783 部活で差がつく！野球ピッチング基本のテクニック 正村公弘 監修 メイツ出版 
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783 部活で差がつく！勝つソフトテニス最強のコツ 55 中村謙 監修 メイツ出版 

783 部活で差がつく！勝つ卓球上達のポイント 50 長谷部攝 監修 メイツ出版 

911 クイズで学ぼう季語の世界 斎藤孝 NHK出版 

913 小説アオアシ 1.2 江橋よしのり 小学館 

913 ONE PIECE FILM RED 志田もちたろう 集英社 

913 栞と嘘の季節 米澤穂信 集英社 

913 メディコ・ペンナ 蓮見恭子 ポプラ社 

913 ガラスの魚 山下明夫 理論社 

913 忘れられたその場所で、 倉数茂 ポプラ社 

913 保健室には魔女が必要 石川宏千花 偕成社 

913 化け之島初恋さがし三つ巴 1 石川宏千花 講談社 

913 予測不能ショートストーリーズ  部活動編 にかいどう青 講談社 

913 千に染める古の色 久保田香里 アリス館 

913 安吾先輩は解読したい 三川三 KADOKAWA 

913 奇跡を蒔くひと 五十嵐貴久 光文社 

913 それでも僕は東大に合格したかった 西岡壱誠 新潮社 

913 恋に焦がれたブルー 宇山圭祐 集英社 

913 泡 松家仁之 集英社 

913 バンピー いとうみく 静山社 

913 とにもかくにもごはん 小野寺史宜  講談社 

913 恋とシェイクと春休み 神戸遥真 講談社 

913 恋とシェイクとバレンタイン 神戸遥真 講談社 

913 カンフー＆チキン 小嶋陽太郎 ポプラ社 

913 月の立つ林で 青山美智子 ポプラ社 

913 ラストで君は「まさか！」という 奇妙なプレゼント     

913 5分後に意外な結末ｅｘ  亜麻色の糸で紡がれた物語 桃戸ハル 編著 Ｇａｋｋｅｎ 

913 横浜中華街！桃源郷飯店へようこそ 夏目桐緒 ポプラ社 

913 手で見るぼくの世界は 樫崎茜 くもん出版 

914 大人になるまでに読みたい 15歳のエッセイ②  こころがさわぐ 和合亮一 編 ゆまに書房 

914 道徳教室 高橋秀実 ポプラ社 

929 夢を売る百貨店 イ・ミイェ 文響社 

933 サムデイ デイヴィッド・レヴィサン 小峰書店 

933 幸せな王子               トーマス・マン 理論社 

933 少年は世界をのみこむ トレント・ダルトン ハーパーコリンズ・… 

943 道化者 トーマス・マン 理論社 

986 戦争日記 オリガ・グレベンニク 河出書房新社 

E 大ピンチずかん 鈴木のりたけ 小学館 

 

 ～～～  3年生のみなさんへ  ～～～ 

 ゴールドカード・ラッキーカードを持っている人と希望される方に 3年間の読書記録を 

お渡しします。希望者は司書までお気軽にお申し付けください。 

 

 

 

 


