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L i b r a r e e
新３年・新２年【０学期】は、図書館へ！

卒業生の姿が見えなくなり、閑散とした図書館 …  図書館は、頑張るあなたを待っています!!

雑誌配布会の
お知らせ

この他にも、

引換券

【雑誌番号】

　　　　　　　　　　年　　　　　　組

【氏名】

ポスター応募券

【ﾎﾟｽﾀｰ番号】

　　　　　　　　　　年　　　　　　組

【氏名】

キ リ ト リ セ ン

No ｼﾞｬﾝﾙ 誌　　名 出版社

1 総合 文藝春秋 文藝春秋社 月刊

2 総合 週刊朝日 朝日新聞社 週刊

3 時事 ﾆｭｰズｳｨｰｸ日本版 CCCﾒﾃﾞｨｱﾊｳｽ 週刊

4 時事 月刊新聞ダイジェスト 新聞ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ社 月刊

5 PC 日経PC21 日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 月刊

6 生活 オレンジページ オレンジページ 月2

7 生活 栄養と料理 女子栄養大学出版部 月刊

8 生活 セブンティーン 集英社 月刊

9 生活 ＦＩＮＥ ＢＯＹＳ マガジンハウス 月刊

10 ｽﾎﾟｰﾂ Ｓｐｏｒｔｓ Ｇｒａｐｉｃ Ｎｕｍｂｅｒ 文芸春秋 隔週

11 ｶﾙﾁｬｰ 日経ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ 日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 月刊

12 ｶﾙﾁｬｰ アニメージュ 徳間書店 月刊

13 ｶﾙﾁｬｰ ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ ＰＡＳＳ ｼﾝｺｰﾐｭｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ 月刊

14 ｶﾙﾁｬｰ ＰＩＣＴ ＵＰ ピクトアップ 隔月

15 ｶﾙﾁｬｰ 旅の手帖 交通新聞社 月刊

16 ｶﾙﾁｬｰ ナショナル ジオグラフィック日本版 日経BPﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 月刊

17 芸樹 月刊ピアノ ﾔﾏﾊﾐｭｼﾞｯｸﾒﾃﾞｨｱ 月刊

18 芸術 芸術新潮 新潮社 月刊

19 芸術 ロッキングオンジャパン ロッキング・オン社 月刊

20 文芸 ﾀﾞ･ｳﾞｨﾝﾁ ﾒﾃﾞｨｱﾌｧｸﾄﾘ- 月刊

21 文芸 MOE 白泉社 月刊

※ 図書館のハサミで切り取り、
提出してください!!

日 時：３月２５日(金)

１２時３０分～

場 所：図書館

☆ Ｒ２年度の雑誌を、希望者に配布します！
☆ 配布する雑誌は、右の一覧のとおりです！
☆ 希望する雑誌名・学年・組・名前を下の
【引換券】に記入して、当日必ず持参して
ください！

☆ 券がないと、参加できません!!
☆ 希望する雑誌は、手に取って選べます!
☆ 希望は先着順です！

雑誌一覧

ポスター一覧

No 表 裏

あ1 アイリッシュセブン Ｓｅｃｏｎｄ ＢＥＡＴ！ 推しが武道館いってくれたら死ぬ

あ2 劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ！ 劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン

あ3 Ａ３！ 富豪刑事Bａｌａｎｃｅ：ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ

あ4 アイリッシュセブン Ｓｅｃｏｎｄ ＢＥＡＴ！ 富豪刑事Bａｌａｎｃｅ：ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ

あ5 富豪刑事Bａｌａｎｃｅ：ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ 炎炎ノ消防隊 弐ノ章

あ6 おそ松さん アニマルセラトピア

あ7 Ｐａｒａｄｏｘ Ｌｉｖｅ 富豪刑事Bａｌａｎｃｅ：ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ

あ8 おそ松さん 劇場版ＢＥＭ～ＢＥＣＯＭＥ ＨＵＭＡＮ～

あ9 富豪刑事Bａｌａｎｃｅ：ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ 『ヒプノシスマイク-Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｒａｐ Ｂａｔｔｌｅ‐』

あ10 富豪刑事Bａｌａｎｃｅ：ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ 映画「Ｈｏｎｅｙ Ｗｏｒｋｓ 10ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｓｒｙ」

ミュージシャンなどのポスター
もあります！

気軽にお立ち寄りください!!



赤と青とエスキース
青山 美智子著 【PHP研究所】
メルボルンの若手画家が描いた一枚の

「エスキース(絵画)」。日本へ渡って30数
年、その絵画は「ふたり」の間に奇跡を紡
いでいき…。仕掛けに満ちた書き下ろし連
作短篇集。
【ｱｵﾔﾏ ﾐﾁｺ】1970年生まれ。愛知県出身。出版社で
雑誌編集者等を経て執筆活動に入る。デビュー作
「木曜日にはココアを」で宮崎本大賞を受賞。ほかの
著書に「猫のお告げは樹の下で」など。(913.6/ｱｵ）
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硝子の塔の殺人
知念 実希人著 【実業之日本社】
雪深き森で、燦然と輝く硝子の塔。ミステ

リーを愛する大富豪の呼びかけで、一癖も
二癖もあるゲストたちが招かれた。この館で
次々と惨劇が起こる。謎を追うのは名探偵と
医師。
【ﾁﾈﾝ ﾐｷﾄ】1978年沖縄県生まれ。東京慈恵会医科
大学卒業。「誰がための刃」でばらのまち 福山ミステリ
ー文学新人賞を受賞しデビュー。 ほかの著書に「崩れ
る脳を抱きしめて」「ひと つむぎの手」など。 (913.6/ﾁﾈ）

織田信長に叛旗を翻し
て有岡城に立て籠もった
荒木村重は難事件に翻弄
される。村重は、土牢の
囚人にして織田方の軍師
・黒田官兵衛に謎を解く
よう求めた。事件の裏に
は何が潜むのか-。

正欲 朝井 リョウ著 【新潮社】
生き延びるために、手を組みませんか-。

いびつで孤独な魂が奇跡のように巡り遭い
…。共感を呼ぶ傑作か? 目を背けたくなる
問題作か? 朝井リョウの作家生活10周年を
記念した書下ろし長篇小説。
【ｱｻｲ ﾘｮｳ】1989年岐阜県生まれ。小説家。「桐島、
部活やめるってよ」で小説すばる新人賞を受賞しデ
ビュー。「何者」で直木賞、「世界地図の下書き」で坪
田譲治文学賞を受賞。 (913.6/ｱｻ）

残月記 小田 雅久仁著 【双葉社】
近未来の日本、人々を震撼させて

いる感染症「月昻」に冒された若者。
カリスマ暴君の歪んだ願望に運命を
翻弄されながら、愛する女のために
抗い続け…。表題作はじめ全3編を
収録。『小説推理』掲載を書籍化。
【ｵﾀﾞ ﾏｻｸﾆ】1974年宮城県生まれ。関西大学
法学部政治学科卒業。作家。「増大派に告ぐ」
で日本ファンタジーノベル大賞、「本にだって
雄と雌があります」でTwitter文学賞を受賞。
(913.6/ｵﾀﾞ）

スモールワールズ

一穂 ミチ著 【講談社】
夫婦円満を装う主婦と、家庭に恵ま

れない少年。初孫の誕生に喜ぶ祖母と
娘家族。向き合うことができなかった
父と子…。誰かの悲しみに寄り添いな
がら、愛おしい喜怒哀楽を描く連作集。
『小説現代』掲載を単行本化。
【ｲﾁﾎ ﾐﾁ】「雪よ林檎の香のごとく」でデビュー。
ほかの著書に「イエスかノーか半分か」など。
(913.6/ｲﾁ）

同志少女よ、敵を撃て
逢坂 冬馬著 【早川書房】
独ソ戦が激化する1942年、母をドイツ軍

に惨殺され、赤軍の女性兵士に救われた少
女セラフィマは、復讐のため、訓練学校で
一流の狙撃兵になることを決意する。訓練
を重ねた彼女は、やがてスターリングラー
ドの前線へ…。

千鶴が夫から逃げるため
に向かった「さざめきハイ
ツ」には、自分を捨てた母
・聖子がいた。他の同居人
は、娘に捨てられた彩子と、
聖子を「母」と呼び慕う恵
真。4人の共同生活は、思わ
ぬ気づきと変化を迎え…。

六人の噓つきな大学生
浅倉 秋成著 【KADOKAWA】
成長著しいIT企業の最終選考。

最後に残った6人に出された課題は、
「1人の内定者を6人で決めること」。
そんな中、6人それぞれの「罪」が
告発された6通の封筒が発見される。
彼らの噓と罪とは。そして「犯人」
の目的は…。
【ｱｻｸﾗ ｱｷﾅﾘ】1989年生まれ。「ノワール・
レヴナント」で第13回講談社BOX新人賞
Powersを受賞しデビュー。ほかの著書に「フラッガーの方程式」
など。 (913.6/ｱｻ）

【ﾖﾈｻﾞﾜ ﾎﾉﾌﾞ】1978年岐阜県生まれ。「氷菓」で第5回
角川学園小説大賞奨励賞を受賞しデビュー。「折れた
竜骨」で日本推理作家協会賞、「満願」で山本周五郎
賞を受賞。 (913.6/ﾖﾈ）

【ﾏﾁﾀﾞ ｿﾉｺ】1980年生まれ。「カメルーンの青い魚」で女
による女のためのR-18文学賞大賞受賞。「夜空に泳ぐ
チョコレートグラミー」でデビュー。 (913.6/ﾏﾁ）

【ｱｲｻｶ ﾄｳﾏ】1985年生まれ。明治学院大学国際
学部国際学科卒。「同志少女よ、敵を撃て」で
アガサ・クリスティー賞を受賞してデビュー。 (913.6/ｱｲ）

星を掬う
町田 そのこ著
【中央公論新社】

県立全校
２３回貸出!

黒牢城
Arioka Citadel case

米澤 穂信著
【KADOKAWA】

県立全校
５９回貸出!

県立全校
５７回貸出!

県立全校
３３回貸出!

県立全校
８０回貸出!

県立全校
４４回貸出!

県立全校
１０４回貸出!

県立全校
３９回貸出!

県立全校
５７回貸出!

県立全校
９２回貸出!

夜が明ける

西 加奈子著 【新潮社】
どれだけ傷ついても、夜が深

くても、必ず明日はやってくる-。
思春期から33歳になるまでの男
同士の友情と成長、そして変わ
りゆく日々を生きる奇跡を描く、
再生と救済の物語。『小説新潮』
連載を単行本化。
【ﾆｼ ｶﾅｺ】１９７７年イラン・テヘ
ラン市生まれ。大阪育ち。２００４年「あおい」でデビュー。「通天
閣」で織田作之助賞、「ふくわらい」で河合隼雄物語賞を受賞。
ほかの著書に「舞台」など。 (913.6/ﾆｼ）
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