
 

 

 

 

☆図書館からのお知らせ 

 ・７月５日（月）～９日（金）は、返却強化期間です。 

本の返却期限を過ぎている人には督促状を配布し、返却延滞者への呼びかけを強化

します。返却期限までに必ず返しましょう！ 

 ・７月１２日（月）から夏休み貸出を開始します。（すべて返却済みの人） 

１人５冊まで借りられます。 

（図書委員イベント「本の処方せん」貸出でプラス 1 冊券あり！） 

 ・参考書と雑誌のリサイクルをします。 

昨年度の卒業生が提供してくれた参考書と、学校図書館の 

除籍した雑誌をリサイクルします。 

受験関係の参考書リサイクルは、3 年生を対象とします。 

  雑誌は全学年が対象です。それぞれ 1 人 3 冊まで希望できます。 

希望が重なった場合は抽選・配布日にじゃんけんで決めます。 

 

   希望受付日：7 月 14 日（水）・15 日（木）放課後 

   希望図書抽選・配布日：7 月 16 日（金）・19 日（月）放課後 

   場所：学校図書館 

   

タブレットの『ようこそ図書館へ』を活用しよう！ 

 皆さんに配布されている（または配布予定の）タブレットのデスクトップに 

「ようこそ 図書館へ」というアイコンが入っています。 

そのアイコンをクリックすると、東田中学校図書館とつながります！（学校内のみ） 

学校図書館の本の検索、図書館からのお知らせや新着図書などをチェックすることがで

きます。調べ学習の時など、教室で調べたいキーワードを「簡単検索」に入力すれば、

どんな本が学校図書館にあるかすぐにわかり、スムーズに本を探すことができます。 

貸出中の本を自分で予約することもできます。（図書館の生徒番号が必要） 

これからどんどん活用して、もっと便利に学校図書館を利用してくださいね。 

東田中図書館だより                 
  

令和３年７月 

学校司書 後藤 



『牧野富太郎 

 日本植物学の父』 

 清水洋美 289 し 

 日本全国の野山を歩いて集

めた標本は 40 万点。調べて分

類し、名前をつけた植物が

1500 種類。「日本の植物学の

父」とよばれる牧野富太郎の

94 年にわたる人生を描く。 

読みやすい伝記です。 

『アーニャは、 

きっと来る』 

マイケル・モーパーゴ 

933 も 

 第二次世界大戦下のフラ

ンス山間部の村。羊飼いの少

年ジョーは、ユダヤ人の子ど

もたちと出会い、彼らの亡命

に協力することになる。村人

全員を巻き込んだ大騒動の

逃亡劇の行方は…。 

青少年読書感想文全国コンクール課題図書 

 今年の読書感想文コンクール中学校の部の課題図書を 3 冊ご紹介します。 

学校図書館には 1 冊ずつしかないので、借りたい人はお早めに。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆7 月の学校図書館予定☆ 

7 月は夏休み中も開館しているので、本の貸出返却や勉強などにご利用ください。 

開館予定は事情により変更することがあります。ご了承ください。 

※8 月第 1～第３週は閉館します。8 月第 4 週は開館予定です。 

月 火 水 木 金 

   １ ２ 

５ ６ ７ ８ ９ 

１２ １３ １４ １５ １６ 

１９ ２０ 終業式 ２１ 

夏休み開館 

2 年生三者面談控室 

２２ ２３ 

２６ 

夏休み開館 

2 年生三者面談控室 

２７ ２８ ２９（午後閉館） ３０ 

 

『with you』 

濱野京子 913 は 

 高校受験を控え 

ながら、家族関係に悩み悶々と

日々を送る悠人は、夜の公園で

ひとつ年下の少女、朱音と出会

う。彼女は病気の母を支えなが

ら家事を担う「ヤングケアラー」

だった。悠人は彼女の力になり

たいと思うようになるが…。 

夏休み貸出開始（1 人 5 冊まで） 

返却強化週間 図書委員・本の処方せんスタート（夏休みまで） 

放課後・リサイクル希望受付 リサイクル配布 

開館時間 10：20～12：00／13：00～16：50 

リサイクル配布 



今月のテーマ展示    映画化された本 
 

今月は現在公開中、または公開予定の映画の原作となった本を特集します。 

本と一緒に映画のチラシも飾っているので見に来てね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

『鹿の王』上橋菜穂子 913 う 

故郷を守る戦士、ヴァンは岩塩鉱に囚

われていた。ある夜、不思議な犬たちが

岩塩鉱を襲い、謎の病が発生する。その

隙に逃げ出したヴァンは幼子を拾い、ユ

ナと名付け、育てるが…。 

『いとみち』越谷オサム 913 こ 

今時珍しく濃厚な津軽弁を話し、津軽

三味線が得意だった相馬いと。人見知り

の性格を直すために始めたアルバイト

は、なんとメイドカフェ。「おがえりな

さいませ、ごスずん様！」いとの成長と

周りの人たちとの絆を描く青春小説。 

『犬部！』片野ゆか 645 か 

 青森県北里大学に実在した動物愛護

サークル「犬部」をモデルにした物語。

人間のわがままの犠牲になった動物たち

と、彼らを救おうとするワカモノたち。

「俺が行かないと、あいつらは死ぬ」 

「でも、このままだと俺が死ぬかも…?」 

『夏への扉』 

ロバート・A・ハインライン B933 は 

 最愛の恋人に裏切られ、大切な発明ま

でだまし取られた僕は＜冷凍睡眠保険＞

のネオンサインに引き寄せられて…。 

時代を超えて愛される SF の名作。 

『総理の夫』原田マハ 913 は 

20××年、相馬凛子は 42 歳の若さ

で第 111 代総理大臣に選出された。

鳥類学者の夫・日和は、「ファースト・

ジェントルマン」として妻を支えるこ

とを決意。妻の奮闘の日々を、後世に

遺すべく日記に綴る。 

『そして、バトンは渡された』 

 瀬尾まいこ 913 せ 

血の繋がらない親の間をリレーされ、

4 回も苗字が変わった森宮優子、17

歳。継母、継父との関係に悩むこともぐ

れることもなく、愛されて育ってきた。 

家族とは何かを問いかける優しい物語。 



新しい本（６月受入分） 

新着図書コーナーにある本も借りられます！ 

分類 書名 著者 出版社 

059 に ニュース年鑑 2021 池上彰／監 ポプラ社 

141 や こころと身体の心理学 山口 真美 岩波書店 

185 ご 御朱印さんぽ神奈川横浜・鎌倉の寺社  
ＪＴＢパブリッシ
ング 

185 ち 御朱印でめぐる鎌倉のお寺 
『地球の歩き
方』編集室 

ダイヤモンド・ビ
ッグ社 

289 し 牧野富太郎 清水 洋美 汐文社 

291 あ 歩く地図鎌倉・横浜散歩 2022  成美堂出版 

291 じ 事前学習に役立つみんなの修学旅行 日光・鎌倉 山本博文／監 小峰書店 

367 う 女の子はどう生きるか 上野 千鶴子 岩波書店  

404 た 怖くて眠れなくなる科学 竹内 薫 
ＰＨＰエディター
ズ・グループ 

407 さ 科学者になりたい君へ 佐藤 勝彦 河出書房新社 

420 へ 確かめてナットク!物理の法則 
ジョー・ヘルマ
ンス 岩波書店 

440 あ 怖くて眠れなくなる天文学 縣 秀彦 
ＰＨＰエディター
ズ・グループ 

493 お 怖くて眠れなくなる感染症 岡田 晴恵 
ＰＨＰエディター
ズ・グループ 

519 こ 地球温暖化を解決したい 小西 雅子 岩波書店  

726 し  はたらく細胞 06 清水 茜 講談社 

910 か 平安男子の元気な!生活 川村 裕子 岩波書店  

913 あ 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳 碧人 双葉社 

913 あ お探し物は図書室まで 青山 美智子 ポプラ社 

B913 あ ショートショートドロップス 新井素子／編 キノブックス 

913 い 逆ソクラテス 伊坂 幸太郎 集英社 

913 う 推し、燃ゆ 宇佐見 りん 河出書房新社 

913 は ウィズ・ユー 濱野 京子 くもん出版 

913 ひ 新謎解きはディナーのあとで 東川 篤哉 小学館 

913 ま 52 ヘルツのクジラたち 町田 そのこ 中央公論新社 

916 さ シリアの戦争で、友だちが死んだ 桜木 武史 ポプラ社 

933 ぼ 兄の名は、ジェシカ ジョン・ボイン あすなろ書房 

953 ぐ 神さまの貨物 
ジャン=クロード・

グランベール ポプラ社 

２０２１年

本屋大賞 

関連本 


