
 

 

 

 

 

 蒸し暑い毎日が続きますが、休み時間は学校図書館で静かに涼しく過ごしませんか。 

☆図書館からのお知らせ 

 ・今月も昼休みは学年別利用になっています。利用カレンダーを教室や図書館前に 

掲示しています。自分の学年の日はぜひ利用してください。 

・本の返却が遅れている人に督促状を出します。急いで返却してください。 

・７月２７日（月）より、夏休み貸出を開始しています。 

1 人 5冊まで貸出できます。返却期限は 8月 31日（月）です。 

 ※学校図書館の PC交換のため、8月 7日より 31日まで貸出・返却・検索などの 

パソコン処理ができません。そのため、貸出返却は紙に書いて処理しますので、手続

きにいつもより時間がかかります。ご了承ください。 

 ・図書委員のクイズイベントに参加して「プラス 1冊貸出券」をもらった人は 

夏休み貸出に利用できます。たくさん借りて、たくさん読もう！ 

☆８月昼休み利用カレンダー（自分の学年の日に利用できます） 

 昼休み以外（10分休み・放課後 16時まで）は、学年に関係なく利用できます。 

※三者面談中は昼休みがありません。放課後は、２年生の生徒・保護者の控室となって

いますが、下校時間までの貸出返却はすべての学年が利用できます。 

※今年は夏休みが短いので、夏休み期間中の開館はありません。ご了承ください。 
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東田中図書館だより                  
   

 

 

令和２年 8月 

学校司書 後藤 

※状況によっては開館日が変更になることもあります。 

https://www.irasutoya.com/2019/08/blog-post_59.html


今月のおすすめ本 サイエンスを読もう！ 

この夏、小説だけではなく、科学系の読み物に挑戦してみませんか？ 
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新しい本（７月受入分） 

『0.1ミリのタイムマシン』 

       須藤斎 457す 

 著者が研究している 0.1ミリにも 

満たない生き物、それは「ケイソウ」とい

う植物プランクトンです。世界でもあまり

研究されていなかった「お休みケイソウ」

の化石を分類し、それが地球の過去を明ら

かにしていきます。研究内容だけでなく、

北極に研究に行った時のエピソードなど

知らない世界をのぞくことができますよ。 

『ヤモリの指から不思議なテープ』 

石田秀輝 監修 504 ま 

 自然科学の研究を技術に取り入れるネイチ

ャーテクノロジーの本。16のすごい技術が紹

介されています。たとえば、ヤモリは垂直な壁

をスイスイと歩きますが、それはヤモリの足

の裏のたくさんの細い毛で壁と足をくっつけ

ているのです。そのことを利用して開発が始

まっているのがヤモリ・テープ。ヤモリのよう

に壁を歩ける日が来るかも！？ 

 

 

 『バッタを倒しにアフリカへ』 

  前野ウルド浩太郎 486ま 

 アフリカやインドでバッタが大量発生

して被害が出ているニュースを知ってい

ますか？この本の筆者はバッタ研究者

で、人類の食糧問題を解決するため、また

自身のとある夢を叶えるために単身サハ

ラ砂漠に乗り込みます。とにかく面白す

ぎる！？体験記。ぜひ一読をおすすめし

ます。 

 

 

『ヒポクラテス 医学を発展させた賢人』 

ルカ・ノヴェッリ 280 て 

 「天才！？科学者シリーズ」の 9巻目。 

今から 2500 年前の古代ギリシアは、まだ医師は

神につかえる者と考えられていた時代。血液の循環

も呼吸のメカニズムも明らかにされていませんで

したが、ヒポクラテスは患者を選ばず多くの人を治

療しました。ペストの流行時には、体を清潔に保ち

家や道路をきれいに掃除するよう助言し、流行を 

下火にしたそうです。 

  

  

  

 

 

『NHK子ども科学電話相談  

おもしろギモン大集合!!』 

NHK「子ども科学電話相談」制作班編 404 え 

 「シマウマはなぜシマシマしているの？」 

「宇宙に空気をばらまいたらどうなるの？」「魚の

皮は防水ですか？」科学に関するおもしろい質問

に、科学者たちが真剣に答えます。会話形式なので

気軽に読めて、なるほど～！と納得します。 

 

  

 

  

 

 

夏休み貸出で 

1人 5冊まで借りられます。 

ゆっくり選んで借りてね！ 

https://3.bp.blogspot.com/-tG41X3NCq48/WHxaLFSuqSI/AAAAAAABBIY/XMQiVVQ95zIzU1CCPz7b0g6XjKel09l_QCLcB/s800/scince_kenbikyou.png


新しい本（７月受入分） 

分類 書名 著者 出版社 

002 か 学ぶこと思うこと 加藤 周一 岩波書店 

007 あ 気をつけよう！情報モラル １～３  汐文社 

070 い 学習に役立つ！なるほど新聞活用術 １～３ 市村 均 岩崎書店 

B104の はじめて考えるときのように  野矢 茂樹 ＰＨＰ研究所 

114い いのちってなんだろう 子どもだって哲学 中村 桂子 佼成出版社 

123 や 孔子はこう考えた  山田 史生 筑摩書房 

B124 の 老子・荘子 中国の古典 野村 茂夫 角川書店 

210 お 日本という国  小熊 英二 新曜社 

257 な ヘスースとフランシスコ  長倉 洋海 福音館書店 

296 せ 嵐の大地パタゴニア 関野 吉晴 小峰書店 

297 が 世界最悪の旅 スコット南極探検隊 チェリー・ガラード 中央公論新社 

320 お 父と娘の法入門  大村 敦志 岩波書店 

361 い 池上彰のメディア・リテラシー入門  池上 彰 オクムラ書店 

361 ひ わかりあえないことから 平田 オリザ 講談社 

369 お のこされた動物たち 福島第一原発２０キロ圏内の記録 太田 康介 飛鳥新社 

369 ひ 緒方貞子－－難民支援の現場から 東野 真取材構成 集英社 

383 ご 未来へ伝えたい日本の伝統料理 〔６〕 後藤 真樹 小峰書店 

383 め 地球の食卓 世界２４か国の家族のごはん ピーター・メンツェル ＴＯＴＯ出版 

410 さ 面白くて眠れなくなる数学 桜井 進 ＰＨＰエディターズ・グループ 

410 さ 超面白くて眠れなくなる数学 桜井 進 ＰＨＰエディターズ・グループ 

410 さ 面白くて眠れなくなる数学プレミアム 桜井 進 ＰＨＰエディターズ・グループ 

442 こ 大望遠鏡「すばる」誕生物語  小平 桂一 金の星社 

442 な １３７億光年のヒトミ 地球外知的生命の謎を追う 鳴沢 真也 草炎社 

443 さ 眠れなくなる宇宙のはなし 佐藤 勝彦 宝島社 

443 み 宇宙と生命の起源 〔１〕 嶺重 慎  岩波書店 

457 こ 恐竜時代 １ 小林 快次 岩波書店 

463 ぜ ゼロからわかる細胞と人体  ニュートンプレス 

481 さ サボり上手な動物たち  佐藤 克文 岩波書店 

484 え 深海の超巨大イカを追え！  ＮＨＫSP深海プロジェクト取材班 光文社 

489 か モグラ博士のモグラの話  川田 伸一郎 岩波書店 

489 き 新しい霊長類学 京都大学霊長類研究所 講談社 

493 ほ 小児病棟の四季  細谷 亮太 岩波書店 

498 い ハンセン病を生きて  伊波 敏男 岩波書店 
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分類 書名 著者 出版社 

524 に 法隆寺を支えた木 西岡 常一 ＮＨＫ出版 

547 お １２歳からのインターネット  荻上 チキ ミシマ社 

611 さ 食を考える  佐藤 洋一郎 福音館書店 

616 や ジャガイモのきた道  山本 紀夫 岩波書店 

720 は 名画に教わる名画の見かた 早坂 優子 視覚デザイン研究所 

726 し はたらく細胞 ０１～０５ 禁帯出本 清水 茜 講談社 

726 て ぼくのマンガ人生 手塚 治虫 岩波書店 

B753 し 色を奏でる 志村 ふくみ 筑摩書房 

780 た スポーツ科学の教科書  谷本 道哉 岩波書店 

B783 こ イチローの流儀  小西 慶三 新潮社 

804 い ふしぎなことばことばのふしぎ 池上 嘉彦 筑摩書房 

809 み 調べて、まとめて、コミュニケーション ２  光村教育図書 

901 や だれでも詩人になれる本 やなせ たかし かまくら春秋社 

908 し 小学生までに読んでおきたい文学 ５ 松田 哲夫編 あすなろ書房 

911 い 宇宙の片隅で 石垣りん詩集 石垣 りん 理論社 

911 い 部活で俳句  今井 聖 岩波書店 

B911 う 万葉集の心を読む 上野 誠 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

911 お 新・百人一首 近現代短歌ベスト１００ 岡井 隆選 文芸春秋 

911 お 大人になるまでに読みたい１５歳の詩 １  ゆまに書房 

911 く 短歌をつくろう 栗木 京子 岩波書店 

911 さ まどさんのうた 阪田 寛夫 童話屋 

913 あ みどりのスキップ  安房 直子 偕成社 

913 あ 夕暮れのマグノリア  安東 みきえ 講談社 

B913 い 新釈遠野物語 井上 ひさし 新潮社 

B913 う ニライカナイの空で 上野 哲也 講談社 

913 か リョウ＆ナオ  川端 裕人 光村図書出版 

913 か 雪とパイナップル  鎌田 実 集英社 

B913 ま 川の光  松浦 寿輝 中央公論新社 

913 む 沈黙 村上 春樹 全国学校図書館協議会 

914 え 十五歳の残像 江国 香織 新潮社 

929 で １つぶのおこめ さんすうのむかしばなし デミ 光村教育図書 

929 や カムイ・ユーカラ アイヌ・ラッ・クル伝 山本 多助 平凡社 

933 も フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ 小学館 

973 ふ 飛ぶための百歩 ジュゼッペ・フェスタ 岩崎書店 
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