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2021/ll/9　発行

大島高校安陵図書館、 ★10月に新刊図書94冊,入りました!

請求番号
にげてさがして

リエゾン　こどものこ
ろ診瀬所1

リエゾン　こどものこ

ろ診療所2

リエゾン　こどものこ
ろ診猿所3

ヨシタケシンスケ

箸

祈祷塵存‾庶存‾ ‾
ヨンチャン漫画

僻村擾停‾頂存‾‾
ヨンチャン漫画

帝符擾存‾高存‾ ‾‾
ヨンチャン　漫画

有村霹有高雁‾‾‾‾
ヨンチャン漫画

ヨンチャン漫画

リエゾン　こどものこ
ろ診療所4

サ言アジ‾-‾ござもあこ
ろ診癒所5

アクティブ・ラーニン

学習発表縞

‾欺裏抄称号で

「探究型の学習」のため
に

母

‾泡王珍奇君を考える一戦・

のない未来

盲醇涼める孫菟学習-
アクティブ・ラーニング
の視点で活用する学校図

探究に役立つ!学校司書と
学ぶレポート・論文作成i学校司書会ラーニ
ガイド‾‾ぎょ育ち彊三言‾大京嬉÷

A Ione wolf and the

WOlf girl te11 a lie

〆、〆　天声人語2021夏

ングスキルガイド

夕見夏衝著∴∴ i913シ

璃ま暗一一上れ

朝日新聞社

二面子方示すララアズ吏十霹荊蛋彦‾藍蔭‾‾‾ ‾一‾希う

世界と日本がわかる国ぐ
にの歴史
二‾‾二二‾‾‾‾‾‾‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾‾‾一‾ ‾‾ -‾ - ‾ ‾‾‾‾‾‾十赤手‾ ‾-‾

謹語霧名器謹草原敦監修
にの歴史
一冊でわかるトルコ史 関墳興著　　　i227セ

:大石学監修

亨醸‾ ‾‾「‾邪丁-‾‾

一冊でわかる戦国時代

世界のなかの日本の歴史

〇、二二両で新てる‾轟粟‾‾‾‾‾

‾百℃音韻“‾‾‾
いとうみく　藷音∴ !913イ

認可--苦言等--一-†
‾モア百三百通える研ぎ三‾丁友霞芽壷要素‾‾‾ ‾‾覇‾す‾‾‾‾

もりたち

無理グー社会

『リエゾン』 l巻一5巻・

、現代日本の痛みを描く医療漫画!

主人公の児童精神科は,発達障害をデコ

ボコと呼ぶ。あなたの凸凹にハマる生き方

が必ずある。現代,子どもの10人に1人

は,何らかの障害を抱えているとされる。

詩集力を鍛える　量と質
を高めるトレーニング

やさしい日本語　多文化
共生社会へ

!

「-言古育ち詞†芳青石で‾ -
知らない。 5

‾夏百瀬看市郎‾盲裔牽商‾●

す　病と人間、コロナウ
イルス禍のもとで

‾ここう孟:“二三ごり青[ 、J′　‾‾託「こう一二.了に《’一〇‾

河野裕著　　　　　913コ5

示蒸商ニー一審一一○○-読手予言一丁

表作を読み直す　近代小
説の出発、立身出世主義‾穂首二葉ニ‾‾重商露律あ符- ’

表作を読み直す　転換期
の女性と男性、江戸と東‾志賀置或奇麗霜示謡を裔‾‾

み直す　「小説の神様」
が仕組んだ「神話」と「‾木藤多雷三方稀衰確音読‾ ‾

み薗す　プロレタリア文
学が切り拓いた「時代を

二二両子方赤るオブ‾雨‾ ‾ ‾‾

高稲‾薯

島村輝著　　　　!913シ5

水島司監修　　　　225ミ

チーム・ブルーの挑戦=　　中島隆著
TEAMBLUE　命と向き合う:
「やまと診療所」の物語!

理容師・美容師の-日

‾亮亨撮み霹醇話孫も‾百一‾-‾

憶空曹るふあ縞∴ 911 ′、

‾‾ミ方ジ顧‾‾‾ ‾‾‾‾‾‾ ‾ ‾丁子古手云予言‾薯「‾覇‾す‾-‾‾‾

i　　′　　○○　_」_　__　　_.._

]君なら、越えられる。涙

が止まらない、こんなど
うしようもない夜も
二二前でおが盲-天美オブ更

矢醗子釈　l
‾‾‾‾‾‾‾’‾‾ ‾ -‾--- ‾○ ○‾‾ ‾「-了承‾÷

yu2uka著

‾‾表面雷蔵7攻末孟‾‾‾‾託す了

雄編著

千言麓が-ら奇手才ヂ言うアニー‾ナ‾王遠寮千〇藍穆‾‾

カーソン　　　　　　　　　　　レイチェル・カー
ソン日本協会績

聾蒲了補講醇‾丁繭雑音‾‾‾毒す



欝料名　　　　　　著者名 請求番号

地球一周 !世界の国ぐに大lアンドレア・ミル

図鑑　　　　諸島恵/醐干上
.‾キジ丁手傷駆け遠方寺　i佐藤佳弘/ズマイ‾丁o6ラーす‾‾‾‾

リーキクチ著

最近ニー‾妬寮が雷マテケ寺‾丁永野敦薗7境南直‾丁萌す‾ミ‾‾ ‾葛
ってます。　シロクマが

教えてくれた温暖化時代
樹著
江守正多監修

当東野圭吾輩透明な螺旋

シテデアラー百百をまぶ
ひと

医療の外れで　看趨師の
わたしが考えたマイノリ
ティと差別のこと‾蕩痕あナウゼニラ‾㌻- ‾‾‾

Message oギscars

自宅学習の強化蕃　塾へ
行かなくても成績が超ア
ップ! 」

レべッカ・ソルニ

ット　暫
アーサー・ラッカ

木村映里著

知念美希大著

薬二番‾‾ -‾----‾‾‾‾‾’‾-‾‾

高歯でえすき頭に入-る-ヨ‾ ‾∵‾テ言テニケウシゼ‾

自分ごとの政治学

‾じあおせみ哲学‾‾-‾一‾ ‾- ‾‾丁高所一票-‾一‾‾-‾‾‾ ‾‾‾十村‾三‾‾‾‾‾‾

いきもの寿命ずがん　コ;新宅広二着
ドモからオトナまで楽し
める「動物たちの生き様
世界でいちばん幸せな男

イシダコウ　イラ
スト

エディ・ジェイク,289カ

101歳、アウシュヴィッツ・薯

生存者が語る美しい人生　　金原瑞人駅
国立競技場Constmction (共同通信社著
二」●apaまl National

Stadium Construction∴ !

= BROTHERS BRASSIERE

lO代のための読書地図

理系の「なぜ?」がわかる
本　5分でわかるイラスト
図解!〇百蘭あごとも‾方↓寸野菜を

すんごくおいしく食べる
レシピ

そあ扉をたたく‾膏‾‾‾‾〇一‾

‾英語あ教養‾-三五‾‾証市有‾

Study of English　英米

の文化と背景がわかるビ

‾瀬房吉J†三‾‾薯

「生きがい」と出会うた
めに　神谷美恵子のいの
ちの哲学

若松英輔著

三木滴人生論ノート　=
Notes on Life Miki

Kiyoshi　孤独は知性であ

勉強する気はなぜ起こら:外山美樹著
ないのか　　　　　　　　!

喜寿奇に気を磋了司こきな‾
あなたが自分のために生
きられる本　櫨SP気笛を生

Ry°ta著

『ネット中傷　駆け込み寺』

困った時の対処法を解説!被害は突然やっ

てくる。ネットで悪質な書き込みをされたら

…あなたはどうしますか?

『最近,地球が暑くてクマってます。』

あのへ,レジ袋有料化じゃ温室効果ガス　p

ぜんぜん減らないんですよ(笑)

地球温暖化を解決できる「たったlつの方

法とはi !?

『シンデレラ:自由をよぶひと』

誰もがよく知っている,でもはじめて出会う

シンデレラ!

王子様に幸せにしてもらうのではなく,自分

で幸せになる自由で独立したひと。

日本のS関s　それってほ
んとにサステナブル?

社会を変えた50人の女性」
アーティストたち

絵がふつうに上手くなる
本　はじめの一歩×上手
い絵の技術×安定して稼‾薪謡聴き重デ才千二ああ‾‾ ‾

とで

13歳からのイスラーム

331タ

レイチェル●イ年702イ
ノトフスキー著
野中モモ訳
二二清泉普

」栄治監修

マシカで方が盲常設互‾か
らのお金の教科書

みんな自分らしくいるた
めのはじめてのしGBT

新しい防災のきほん事典
保存版

小柳順治原作
漫画工房脚本村塾
/十屋つぐみ画

遠藤まめた著

石渡績司馨　　　　376イ

謹言窪上汁-
いっち　イラスト

Tea紅茶教室替　!
図説英国の住宅　住まい
に見るイギリス人のライ
フスタイル

麗現高厨礪庵番‾母と　吉名越護〕 [著]
子の四季　　　　　　i南日本新聞社績

琉痛手丁‾‾‾　半橋久美子著l9即

語髭講評「細大軒丁計
Dictionary of the


