
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そろえ、

さい。

 

・開館時間
・貸出冊数
・貸出期間

・予約・
・学習の場としても利⽤できます

 

入学・進級
富山中部高校図書館では、

そろえ、本校での学習・
２階渡り廊下

さい。みなさんの利⽤をおまちしています。

 

・開館時間
・貸出冊数
・貸出期間

・予約・
・学習の場としても利⽤できます

図書案内

発行日の新聞が

読めます

１日遅れの新聞が

読めます

学・進級おめでとうございます。
富山中部高校図書館では、

本校での学習・
２階渡り廊下、

みなさんの利⽤をおまちしています。

☆富山中部高校図書館
・開館時間 平日
・貸出冊数 １回につき２冊まで
・貸出期間 １週間

(
・予約・購入リクエスト制度あり
・学習の場としても利⽤できます

橋を渡れば、知のワンダーランド！

図書案内

発行日の新聞が 

読めます 

１日遅れの新聞が 

読めます 

おめでとうございます。
富山中部高校図書館では、

本校での学習・
、または３階屋外通路

みなさんの利⽤をおまちしています。

☆富山中部高校図書館
平日 8:30
１回につき２冊まで
１週間  
(返却が遅れると督促状を発⾏します
リクエスト制度あり

・学習の場としても利⽤できます

橋を渡れば、知のワンダーランド！

図書案内

おめでとうございます。
富山中部高校図書館では、さまざま

本校での学習・生活が楽しくなるよう応援しています。
または３階屋外通路

みなさんの利⽤をおまちしています。

☆富山中部高校図書館
8:30〜

１回につき２冊まで
  延⻑希望者は申し出てください

返却が遅れると督促状を発⾏します
リクエスト制度あり

・学習の場としても利⽤できます

橋を渡れば、知のワンダーランド！

図書案内 

購入新聞

おめでとうございます。 
さまざまな書籍や雑誌、新聞など取り

生活が楽しくなるよう応援しています。
または３階屋外通路(荒天時は閉鎖

みなさんの利⽤をおまちしています。

☆富山中部高校図書館
〜17:00

１回につき２冊まで(
延⻑希望者は申し出てください

返却が遅れると督促状を発⾏します
リクエスト制度あります

・学習の場としても利⽤できます 

橋を渡れば、知のワンダーランド！
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購入新聞 

な書籍や雑誌、新聞など取り
生活が楽しくなるよう応援しています。

荒天時は閉鎖
みなさんの利⽤をおまちしています。 

☆富山中部高校図書館 利⽤案内☆
17:00(⻑期休業中は適宜開館

(雑誌も貸出できます
延⻑希望者は申し出てください

返却が遅れると督促状を発⾏します
ます 
 

橋を渡れば、知のワンダーランド！

201９年

  富山中部高校図書館

な書籍や雑誌、新聞など取り
生活が楽しくなるよう応援しています。

荒天時は閉鎖)から来てくだ

利⽤案内☆
⻑期休業中は適宜開館
雑誌も貸出できます

延⻑希望者は申し出てください
返却が遅れると督促状を発⾏します

橋を渡れば、知のワンダーランド！

年  ４

富山中部高校図書館

な書籍や雑誌、新聞など取り
生活が楽しくなるよう応援しています。

から来てくだ

利⽤案内☆ 
⻑期休業中は適宜開館
雑誌も貸出できます

延⻑希望者は申し出てください
返却が遅れると督促状を発⾏します) 

橋を渡れば、知のワンダーランド！ 

４月号 
富山中部高校図書館

な書籍や雑誌、新聞など取り
生活が楽しくなるよう応援しています。 

から来てくだ

⻑期休業中は適宜開館)  
雑誌も貸出できます) 

延⻑希望者は申し出てください 

 
富山中部高校図書館 
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第３位

第１位 
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〈芸術新潮〉〈

2

〈文藝春秋

療、スポーツと多岐に及んでいる。

〈大学への数学

〈T’SCENE

〈ダ・ヴィンチ

〈Newton〉

〈ENGLISH JOURNAL

〈芸術新潮〉〈Asahi Weekly

201８

貸出ランキング発表

そして今なお多くの人に読まれています

には是非おすすめしたい本。

くて」「痛くて」「脆い」

煌めき

を深く掘り下げて書かれた本

有のユーモアでやさしく具体的に書かれています。理系の人で

も楽しめます。

文藝春秋〉 ジャンルは政治、経済、経営、社会、歴史、芸能、軍事、皇室、教育、医

療、スポーツと多岐に及んでいる。

大学への数学〉大学受験での数学を取り扱う

SCENE〉富山の総合スポーツマガジン。高校生アスリートや

ダ・ヴィンチ〉 総合文芸誌。漫画も紹介している。本校で人気

〉 科学雑誌。わ

ENGLISH JOURNAL〉  

Asahi Weekly〉〈

８年度

貸出ランキング発表

2017 年に発売された本書は、

そして今なお多くの人に読まれています

には是非おすすめしたい本。

 

『君の膵臓をたべたい』著者の作品。

くて」「痛くて」「脆い」

煌めきが描かれた一冊。

辞書作りの様子を描いた『舟を編む』のような、特定の分野

を深く掘り下げて書かれた本

有のユーモアでやさしく具体的に書かれています。理系の人で

も楽しめます。

ジャンルは政治、経済、経営、社会、歴史、芸能、軍事、皇室、教育、医

療、スポーツと多岐に及んでいる。

大学受験での数学を取り扱う

購入雑誌の紹介

富山の総合スポーツマガジン。高校生アスリートや

総合文芸誌。漫画も紹介している。本校で人気

科学雑誌。わかりやすい文章と、視覚に訴える鮮明なイラストが特徴

  厳選インタビューと役立つ英語が満載」の英語学習月刊誌。

上記以外の購入雑誌は

〉〈Sports Graphic Number

年度 中部高校図書館

貸出ランキング発表

『かがみの孤城

年に発売された本書は、

そして今なお多くの人に読まれています

には是非おすすめしたい本。

『青くて痛くて脆い

『君の膵臓をたべたい』著者の作品。

くて」「痛くて」「脆い」

が描かれた一冊。

『愛なき世界

辞書作りの様子を描いた『舟を編む』のような、特定の分野

を深く掘り下げて書かれた本

有のユーモアでやさしく具体的に書かれています。理系の人で

も楽しめます。 

ジャンルは政治、経済、経営、社会、歴史、芸能、軍事、皇室、教育、医

療、スポーツと多岐に及んでいる。3 月号と

大学受験での数学を取り扱う

誌の紹介

富山の総合スポーツマガジン。高校生アスリートや

総合文芸誌。漫画も紹介している。本校で人気

かりやすい文章と、視覚に訴える鮮明なイラストが特徴

厳選インタビューと役立つ英語が満載」の英語学習月刊誌。

上記以外の購入雑誌は

Sports Graphic Number

中部高校図書館

貸出ランキング発表

かがみの孤城

年に発売された本書は、

そして今なお多くの人に読まれています

には是非おすすめしたい本。

青くて痛くて脆い

『君の膵臓をたべたい』著者の作品。

くて」「痛くて」「脆い」様子を描いた

が描かれた一冊。 

愛なき世界

辞書作りの様子を描いた『舟を編む』のような、特定の分野

を深く掘り下げて書かれた本

有のユーモアでやさしく具体的に書かれています。理系の人で

ジャンルは政治、経済、経営、社会、歴史、芸能、軍事、皇室、教育、医

月号と 9 月号では芥川賞受賞作品が掲載される。

大学受験での数学を取り扱う雑誌。数学好きな人は是非！

誌の紹介(貸出できます

富山の総合スポーツマガジン。高校生アスリートや

総合文芸誌。漫画も紹介している。本校で人気

かりやすい文章と、視覚に訴える鮮明なイラストが特徴

厳選インタビューと役立つ英語が満載」の英語学習月刊誌。

上記以外の購入雑誌は 

Sports Graphic Number〉〈NATIONAL 

中部高校図書館

貸出ランキング発表 

かがみの孤城』

年に発売された本書は、2018

そして今なお多くの人に読まれています

には是非おすすめしたい本。 

青くて痛くて脆い

『君の膵臓をたべたい』著者の作品。

様子を描いた

愛なき世界』 

辞書作りの様子を描いた『舟を編む』のような、特定の分野

を深く掘り下げて書かれた本。学術的な研究シーンも、著者特

有のユーモアでやさしく具体的に書かれています。理系の人で

ジャンルは政治、経済、経営、社会、歴史、芸能、軍事、皇室、教育、医

月号では芥川賞受賞作品が掲載される。

数学好きな人は是非！

貸出できます

富山の総合スポーツマガジン。高校生アスリートや各校の

総合文芸誌。漫画も紹介している。本校で人気 No.1

かりやすい文章と、視覚に訴える鮮明なイラストが特徴

厳選インタビューと役立つ英語が満載」の英語学習月刊誌。

NATIONAL GEOGRAPHIC

中部高校図書館 
 

』 辻村深月

2018 年に本屋大賞を受賞、

そして今なお多くの人に読まれています。まだ読んでいない人

青くて痛くて脆い』 住野よる

『君の膵臓をたべたい』著者の作品。主人公の大学生の

様子を描いた、青春の終わりの痛みと

 三浦しをん

辞書作りの様子を描いた『舟を編む』のような、特定の分野

学術的な研究シーンも、著者特

有のユーモアでやさしく具体的に書かれています。理系の人で

ジャンルは政治、経済、経営、社会、歴史、芸能、軍事、皇室、教育、医

月号では芥川賞受賞作品が掲載される。

数学好きな人は是非！ 

貸出できます) 

各校の部活情報も掲載。

総合文芸誌。漫画も紹介している。本校で人気 No.1 の雑誌。

かりやすい文章と、視覚に訴える鮮明なイラストが特徴

厳選インタビューと役立つ英語が満載」の英語学習月刊誌。

GEOGRAPHIC〉〈写真ライフ〉

辻村深月 

年に本屋大賞を受賞、

まだ読んでいない人

住野よる

主人公の大学生の

、青春の終わりの痛みと

三浦しをん 

辞書作りの様子を描いた『舟を編む』のような、特定の分野

学術的な研究シーンも、著者特

有のユーモアでやさしく具体的に書かれています。理系の人で

貸出中の場合

予約できます

ジャンルは政治、経済、経営、社会、歴史、芸能、軍事、皇室、教育、医

月号では芥川賞受賞作品が掲載される。 

情報も掲載。 

の雑誌。 

かりやすい文章と、視覚に訴える鮮明なイラストが特徴。 

厳選インタビューと役立つ英語が満載」の英語学習月刊誌。 

〉〈写真ライフ〉です。

年に本屋大賞を受賞、

まだ読んでいない人

住野よる 

主人公の大学生の「青

、青春の終わりの痛みと

辞書作りの様子を描いた『舟を編む』のような、特定の分野

学術的な研究シーンも、著者特

有のユーモアでやさしく具体的に書かれています。理系の人で

貸出中の場合

予約できます

 

です。 

   

年に本屋大賞を受賞、

まだ読んでいない人

「青

、青春の終わりの痛みと

辞書作りの様子を描いた『舟を編む』のような、特定の分野

学術的な研究シーンも、著者特

有のユーモアでやさしく具体的に書かれています。理系の人で

貸出中の場合 

予約できます 


