
  

 

 

 

 学校図書館がエアコン故障で使えないため、コンピュータ室を臨時ミニ図書館としてい

ます。本の冊数は少ないですが、貸出もできます。学校図書館にある本を予約することもで

きます。こんな時こそタブレット検索で本を探してみるとよいですね。読書相談もこれまで

通り、いつでも OK です。 

 

 

 

 

学校図書館からお知らせ  

・図書の本を延滞している人は至急返却してください。長期延滞の場合は学期末に担任の 

先生に連絡します。夏休み前に返してすっきりと休みを迎えましょう。 

・借りている本（朝読書以外）をすべて返却した人は、 

７月１１日（月）から夏休み貸出ができます。１人５冊まで貸出できます。 

さらに、図書委員イベントに参加した人は、プラス１冊貸出券がもらえます。 

・朝読書は学期末に回収します。必ず学校に置いておくようにしてください。 

・夏休みの開館日については学期末にお知らせします。 

図書委員イベントのお知らせ 

7 月 14 日（木）・15 日（金）の昼休み、図書委員イベント「トレジャー・ハンター」

をミニ図書館（PC 室）内で実施します。まず、クイズの用紙をもらい、隠れた暗号を探し

当てます。終わったら図書委員に答え合わせをしてもらい、正解した人は抽選権を 1 人 1

枚受け取ります。週明けの昼休みに当選番号が発表されます。何が当たるか？お楽しみに！ 

 

職場体験で POP 作成をしました 

 2 年生の職場体験で、体験先が休業日の生徒（一部）が本の POP と季節の飾りを作りま

した。臨時ミニ図書館内に展示していますので、ぜひ見てください♪ 

 

 

 

 

 

 

東田中図書館だより                 
  

令和４年７月 

学校司書 後藤 

 

 



今月のテーマ展示   

 

 もし、本の主人公から手紙が届いたら…どの主人公と友だちになりたいですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もしも、主人公から・・・ 

『世界とキレル』 

佐藤まどか 913 さ 

 暑中お見舞い申し上げます！ 

私は森
もり

舞
まい

、今年の夏休みはとある 

林間学校に来ています。そこでのあだ名は「モ

リブ」。この林間学校では最初にスマホを没収

されて、食事のマナーとかもすごくうるさく

て、逃げ出そうかと思ったの。でも、今はけっ

こう楽しいかも。ちょっとした事件があって

そう思えるようになったんだけど…。 

『わたしの心のなか』 

S・M・ドレイバー933 ど 

 Hi！わたしはメロディ。わたしの 

心には、何千何万の言葉があるの。 

お話も、音楽も、心の中にあふれてる。でも、

私は話すことができない。歩くことも、一人で

食べることもできない。それって、最低！ ほ

とんどの人は、わたしが何もわかっていない

と思ってる。いろんな人の助けで、学校にちょ

っと話せる友達もできたんだけど、もっとみ

んなみたいに、普通になれたらいいな。 
『UFO はまだこない』 

石川宏千花 913 い 

 おいっす。オレは土屋亮太。 

小学校時代からオレと公平の 

コンビは無敵だったけど、中学になってもや

っぱ無敵。周りはオレとツルみたい奴ばっか

りだ。なのに、最近公平の様子がおかしいん

だ。急に、UFO と交信する、とか言い出して。

3 年のスバル先輩に相談したら、織田信長みた

いにうつけ者のふりしてんじゃないかって

…。そうならいいんだけどな。 

『雲は沸き光あふれて』 

須賀しのぶ B913 す 

 うーっす！俺、須藤。公立高校 

野球部２年。レギュラーには入って 

ないけど、代走でベンチ入りしている。春季大

会はベスト１６。ま、いいんじゃね？夏のシー

ド権とれるし。でも去年の夏は、やたら燃えた

な。ベスト４までいったんだ。益岡がいたから

な。けど、益岡の腰は完全に壊れていたんだ。

あいつ今も野球部に残って皆のサポートに徹し

てるけど、ちょっと、しんどいよなあ…。 

『トラベリングパンツ』 

アン・ブラッシェアーズ 933 ぶ 

 私はカルメン。ティビー、 

ブリジット、レーナの 3 人は 

生まれた時からの友達よ。母親たちが、妊婦の

ためのエアロビクス教室で出会ったから。今

でも毎年夏には 4 人集まって一緒に過ごす

の。でも、今年の夏はみんな別々に過ごすこと

になっちゃった。その代わり、古着屋で買った

ちょっと不思議なジーンズを夏の間交代で履

くことにしたんだ！ 

『No.６ ＃１』 

あさのあつこ 913 あ 

 やあ、ぼくは紫苑。ぼくらの 

住む都市 No.６の 2 歳児検診で 

最高ランクに認定されてから、超エリートとし

て育った。けれど 12 歳の誕生日に、窓から侵

入してきたネズミと名乗る少年をかくまって

からは、最低ランクの市民として 4 年間生きて

きた。今は公園管理事務所で働いているけど、

今日、公園で死体を発見したんだ。ちょっとお

かしな状況でさ…。 



新着図書（6 月受入分） 

分類 書名 著者 出版社 

114 い 生きるって、なに?死ぬって、なに?  東京書店 

219 い いまこそ知りたい!沖縄が歩んだ道 1～３ 新城 俊昭／監  

291 と 東京の教科書  
JTB パブリッ
シング 

291 り 琉球・沖縄 上里 隆史／監 岩崎書店 

312 ほ 覚えておきたい総理の顔 100 本間 康司 清水書院 

324 じ 大人になるってどういうこと? 神内 聡 くもん出版 

361 み 見た目が気になる 河出書房新社／編 河出書房新社 

367 た みんなちがってみんなステキ 高橋 うらら 新日本出版社 

369 こ 親を頼らないで生きるヒント コイケジュンコ 岩波書店 

402 も ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口 満 岩波書店 

410 ぱ 最強に面白い!!パラドックス  
ニュートンプ
レス 

420 さ 
マンガで読む 14 歳のための現代物理学と
般若心経 佐治 晴夫 春秋社 

470 い 校庭の雑草観察便利帳 岩槻 秀明 いかだ社 

470 お 学校のまわりの草木図鑑 夏 おくやまひさし 大日本図書 

470 こ 校庭の雑草 岩瀬 徹 全国農村教育協会 

470 す 散歩で見かける草花・雑草図鑑 鈴木庸夫／写真 創英社 

470 ひ 学校のまわりでさがせる植物図鑑 春 近田 文弘／監 金の星社 

470 ま 牧野日本植物図鑑 牧野 富太郎 北隆館 

471 あ 身近な雑草の芽生えハンドブック 1・２ 浅井 元朗 文一総合出版 

471 い 野の花拡大図鑑 岩槻 秀明 日本文芸社 

480 ど 動物 （小学館の図鑑 NEO） 三浦慎悟／ほか監 小学館 

489 な クジラの骨と僕らの未来 中村 玄 理論社 

501 こ 図解未来を考えるみんなのエネルギー 1・３ 小泉 光久 汐文社 

520 く 建築家になりたい君へ 隈 研吾 河出書房新社 

588 い 捨てないパン屋の挑戦 井出 留美 あかね書房 

686 に 日本の路線図 宮田 珠己 三才ブックス 

721 ち 江戸のジャーナリスト葛飾北斎 千野 境子 国土社 

913 あ 同志少女よ、敵を撃て 逢坂 冬馬 早川書房 

913 う 香君 上・下 上橋 菜穂子 文藝春秋 

913 か 屋根に上る かみや としこ 学研プラス 

913 く マイブラザー 草野 たき ポプラ社 

913 く 風の神送れよ 熊谷 千世子 小峰書店 

 



913 こ 恋とシェイクと春休み 神戸 遙真 講談社 

913 こ 恋とシェイクとバレンタイン 神戸 遙真 講談社 

913 こ ぼくのまつり縫い [3] 神戸 遙真 偕成社 

913 こ ポーチとノート こまつあやこ 講談社 

913 せ その扉をたたく音 瀬尾 まいこ 集英社 

913 と 博物館の少女 富安 陽子 偕成社 

913 は 夏休みルーム はやみねかおる 朝日新聞出版 

913 や セカイを科学せよ! 安田 夏菜 講談社 

933 ご ぼくの弱虫をなおすには K.L.ゴーイング 徳間書店 

933 へ 海を見た日 M.G.ヘネシー 鈴木出版 

 

新着図書より PICKUP 

第 68 回青少年読書感想文コンクール課題図書 3 冊が入りました。 

課題図書で感想文を書きたい人は早めに借りておきましょう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『セカイを科学せよ!』913 や 

 

ルーツが日米の蟲好き女子・ 

葉奈。ルーツが日露のミハイル。葉奈とミ

ハイル、そして科学部の面々は、生物班の

存続をかけ、学校に活動の成果を示すこ

とに…!? ミックスルーツの中学生が繰

り広げるバイオロジカル・コメディ。 

『海を見た日』933 へ 

 

きっと世界は、そんなにひどい 

ところじゃない-。ロサンゼルス、それぞれ

の事情で養母の家に預けられた 3 人の里

子。みんながバラバラの方向を向いていて、

正面切って向き合わない。そこへ新しく自

閉症の男の子が仲間入りし…。 

『江戸のジャーナリスト葛飾北斎』721 ち 

 

90 歳まで絵筆をとった人気浮世絵師・ 

葛飾北斎は、情報の限られた江戸時代に、広く日本の外

からも情報を収集した。「人間・北斎」にスポットライト

をあて、その魅力や謎を探り、北斎とは何者なのかを解

き明かす。 


