
夏休みが近づいてきました!く(求人へ掌)皆さんはタどんなプランを立てていますか。長い

休みを有意義に過ごしてください。日頃,多忙で本を読めない人は休みの期間中, 1冊で

「図書館だより: 7月号」も読破するようにチャレンジしてください。図書館には・色々なジャンルの新的油意さ

2021/7/13発行　れています。クーラーのきいた静かな環境を,太いば晒してくださいね○

大島高校安陵図書館

2021　　　　　　　　　8月 
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※ 「網掛け」以外の日は,開館日です。

【夏休みの開館案内】

7[13 (火) -8/6 (金)まで長期貸出を行います。

期間中,貸出冊数を1大雪　5冊まで増冊しますこ

●　開館時間　8:30-16:30

●　開館中は,貸出・返却"学習は出来ます。

●　返却白ば　8/23 (月)です。

● 1月ば　開館しています。

◆奇的◆◆ゆふ◆◆◆◆斡◆奇◆ゆふ的やややゆ◆◆ゆふ的◆◆◆◆◆奇々や◆◆◆◆◆

R3年度ビブリオI佃レ(ブロックチヤガ本一覧表)

※コ十-を作って,本を紹介していますo 「読んでみたい白に選ばれた本を,手に取ってみませんかo

ブロック �クラス �名前 �書　　名 �蔵書ある/なし 

A �1-1 �赤井沸太 �午後の恐竜 �○ 

B �3-1 �舟形みさき �老人と海 �○ 

C �十1 �萩原　かほ �#ある朝殺人犯になっていた �○ 

D �2-6 �岡山志穂 �いなくなれ、群青 �Q 

E �2-5 �吉原藍衣 �きつねのはなし �0. 

F �2細1 �藤田にのは �あの夏が飽和する �× 

G �十4 �演畑　杏 �マスカレード・ナイト �○ 

日 �∴十十 �有田結愛 �また、同じ夢を見ていた �○ 
∴士 �2-3 �坂元ここう �死にたかりの君に贈る物語 �× 

」、 �3-4 �中島健介 �君の諸・ �○ 

K �3-1 �畑友一朗 �デカルトからベイトソンヘ世界の再魔術化 �、× 

し �2-6 �松崎信吾 �か「」く「」し「」ご「」と「」 �“○ 

、M �2-2 �勇　知那 �豆の上で眠る �′○ 

N �十2 �.児玉格子 �愛なき世界　リ �○ 

○ �3-7 �南　朋花 �神さまは小学5年生 �、× 

P �2-1 �上野漢. �そしてI汁ンは渡された �○ 
’Q、 �2-1 �川元美奈 �雷神 �× 

R �十4 �久野現斗 �世界の中心、針山さん �○ 

S �1葛3 �原勇輔 �旅猫レポート �○ 

丁 �3-3 �寿　めぐみ �3日間の幸福 �× 

∪ �十1∴ �上原’奈々 �都会のトムソーヤ �○ 

Y �2-1 �徳田蒼 �屋上のテロリスト �○ 

W �2-6 �政村季玖 �復篭したい �× 

X二 �2-5 �栗厳原雄斗 �人生でもっとも大切なことi �× 

★2-1徳田蒼さん

★2-2勇翻申ん

★1-1上原奈々さん

※選ばれた本で蔵書が

「ない」作品は、購入を検討

します。 ((つ

〈袈面は、新刊案内です。〉



園合壁帝都細別衝
新刊図薔案内

請求番号
宮野公樹著

「また断れなかった…」
がなくなる本　　●

「死にたい」 「消えたい

」と思ったことがあるあ
なたへ

そこに工場があるかぎ

13歳からの食と農　家族
農業が世界を変える

ー‾高霞密る摘六両‾‾

‾‾高たすお好き育季語‾‾‾

ヨンケイ=

わたし.のおうち　チャレ
ンジドと支援スタッフの

物語
プログラマーの一日

‾二高で看病ぢ‾舌テラで㌻‾

世界と日本がわかる国ぐ
にの歴史

誰も教えなくなった、料
理きほんのき

貿易の世界史　大航海時
代から「-帯一路」まで

テ予言両前事

河出書房新社編

英訳妻戸百〇-+商う---

W工ししこども知育

究所編著

醸訂膏-○○〇〇十番ゼ一一一一一

㌻十両丁-

福田邦夫著

リアル‾ぐゆ・刀ヽ〕ヽ7よこ`ゲ早 典ごみ清掃芸人は見た! �沌次男‾　者 � 

‾辞典諸藩囁っ �棄≡「丁官房行商戸車請両手‾」 

わる言葉をイラストと豆 �樹一文 
知識でずっしりと読み解 �いのうえさ、きこ ‾蕃首題‾---‾‾‾‾‾‾‾‾ �一鈴木大霜薯‾「188ス 

( l 

‾靂吏療景観から読み解け �王杉希英‾薯‾ �290ウ 

る　はじめての歴史地理 
学 � 

どうしても頑張れない人 �宮口章清‾薯‾‾ �368　ミ 
たち　ケーキの切れない 
非行少年たち2　音 
白鳥とコウモリ �東野重富著 l �913ヒ 十二〇二 

探究に役立っ!学校司書亨‾ �†東京都立高等学校 �015下 
学ぶレポート・論文作成 �学校司書会ラーニ 
ガイド �ングスキルガイド � 

麦本三歩の好きなもの第 �住野よ㌻㌃‾丁 �913ス ) 
2集 

エレジーは流れない �三沸しをん著　i913ミ 

クララとお日さま �カズオ・イシダロ 薯 �933イ 

土屋政雄訳 � 
ぼくモグラキツネ烹㌻‾ �チャーリー・マッ ケジー著 �933　マ 

川村元気訳 � ‾魔寝言が舌下あ寛子‾‾‾‾ �ヨハン・ヴオルフ ガング・フォン・ ゲーテ作 �943ゲ 

資料名 �I　著者名 �請求番号 
5秒後に窓外な結末　アポ �桃戸ハル編著 �913ゴ¥ 
ロンの黄色い太陽 �usi絵 

漢 
5秒後に意外な結末・ミノ,桃戸ハル編著 ��913ゴ 
タウロスの青い迷宮 5秒後に意外な結末パン �usi絵 

桃戸ハル編著 �913コ○’ 

ドラの赤い箱 ‾アキズ・ユー二Withyou マンガでわかるしGBTQ+ ,女の子だから、男の子だ �usi絵 

・濱野京子作 中田いくみ装画 ・挿画 �913　ハ. 

パレットーク著 ケイカマンガ �367パ 

ユンウンジュ　文 �367ウ 

からをなくす本 �イヘジョン絵 ,すんみ訳 

この間題、とけますか? �吉田敬一著 )l �798　ヨ 

爾言うここシテ三高蕩‾ �仲本りさ　著 �498ナ2i 
所が教えてくれたコト。 � 
現役看護師イラストエツ � 
科学者になりたい君へ �i佐藤虜彦著 �407サ 

未来をつくるあなたへ �中浦泉著 �360守 

二醸ぼなぜ起きる? �鎌田渚顕著 �453カ 

地球温暖化を解決した后‾‾‾ �示育露子‾薯 �519　コ 
エネルギーをどう選ぶ? 

‾碗句部、はじめま甫‾‾ �神野紗希著“ �911コ 

さくら咲く一度っきりの 

今を詠む ‾盲再転モモ五二‾青い自転 �ガブリ¥・ローデナi �963　ロ 

車で世界に出逢う �ス著 宮崎異紀釈 

青の読み手 ∴: �小森香折作 平澤朋子絵 �913　コ 

‡イラストで学ぶジェンダ �アイリス・ゴット �367ゴ 
ーのはなし　みんなと自 �リーブイラスト 

分を理解するためのガイ �・文 ‾蘭三承りたい君へ �隈研吾著　　　　I �520ク 

みんなちかってみんなス　　南櫛うらら　著 �� 
テキ　しGBTの子どもたち �ReBit監修 

に届けたい未来　　　i 
スタンフォードが中高生 �星友啓著 �376ホ 
に教えていること 

始まりから知ると面白い �左巻健男編著 �420サ 
物理学の授業　イラスト 
図鑑で超わかる　世界は 
パイロットの一日’ �而正三でも知育研. 究所編著 �538ウ 

校長先生からのオススメ本

「深代惇郎の天声人語」 「最後の深代惇即

の天声人語」。 1970年代判封こ3年弱

執筆,読む者を魅了し続けて新聞史上最

高のコラムニストとも評されながら急逝し

た話者がいた。その名は深代惇邸。軸⊥
製菓㊨崇釦懇♯㊧青鮎壱態集㊨着舞鶴暮㊨鴨鮎
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