
日・曜日時間行事

7/20火ＡＭ終業式

21水 ＡＭ夏季補修

22木 ＡＭ海の日

23金 ＡＭスポーツの日

26月 ＡＭ夏季補修

27火 ＡＭ

28水 ＡＭ

29木 ＡＭ

30金 ＡＭ

8/2月

3火

4水

5木

6金 第１回体験入学

9月 振替休日

10火 行事を

16月 行わない期間

17火 ＡＭ全校出校日

30月 ＡＭ

31火 ＡＭ

9/1水 ＡＭ始業式

一学期 一学期が終わります。高校生がすっかり板についた様子

の１年生。少し大人っぽく見える２・３年生。慣れてきたクラスでの

生活が、いつもの日常になってきました。

図書館も休み時間には大勢集まり、

読書や学習、休憩などで過ごして

います。進んで本の整理の手伝いをしてくれる生徒も。感謝です。

・オリンピックの本 伊藤 公

サイマル出版 （１９８６年）

オリンピックについて、様々な角度か

ら分析した本。80年代の情報なので、

あくまでも「本」として読んでください。

蔵書整理 継続して蔵書の整理をしています。

本が棚に揃っていない時はご迷惑かけます。

貸し出し返却の際は必ずカウンターを通してください。不明本をなくすご協力を。

・ビジュアルパンデミックマップ 伝染病の起源・拡大・根絶の歴史

サンドラ・ヘンペル 日経ナショナルジオグラフィック社

ヒトと伝染病の長い歴史を、図で説明。

広い視野の知識をつけよう。

・新型ウイルスのサバイバル１、２

科学漫画サバイバルシリーズ コムドリ 文 朝日新聞出版

漫画でサバイバルしながら科学を学ぶ「サバイバ

ルシリーズの中の２冊。いまや、サバイバルです。

・妖怪アパートの優雅な日常

香月日輪 講談社

たまたま住むことになったアパートが妖怪たち

の住む場所だった・・。主人公を中心に彼を取

り巻く妖怪たちの日常を描いたお話。

じつは全然怖くありません。

・アガサクリスティ読本

H・R・Fキーティング ほか みすず書房

ミステリーと言えばアガサクリスティー。

長く読まれ、万人に好かれるのはなぜ？

彼女の作品を分析した本です。この本自体も古くて貴重です。

・春にして君を離れ アガサ・クリスティ 早川書房

誰も死なず、傷つかず、なのにミステリアスで

謎解きを楽しめる一冊。

データ化 蔵書のデータ化がほぼ完成です。

館内の本は検索も貸し出しもスムーズになりました。

貸し借りはすべてパソコンを通して行います。

いつも本の整理の手伝いをしてくれた皆さん、

本当にありがとう！整理は今後も続きます。

本整理の

ボランティ

ア募集中！

・怪人二十面相 ・少年探偵団

少年探偵シリーズ 江戸川乱歩 ポプラ社

有名な明智小五郎と盗賊怪人二十面相、そして子ども代表小林少

年の繰り広げる乱歩シリーズ。時代背景が謎と相まって雰囲気を

盛り上げてくれます。

シリーズは図書館にしっかりそろっています。

夏休み 夏季休暇中の図書館の開館予定です。夏を有意義に過ごしましょう。

一人５冊借りられます。

二学期 二学期には文化祭があります。図書館でも本に

まつわるイベントを考えています。秋には読書週間もありま

す。お気に入りの本を見つけに来てください。

・超える力 室伏広治 文芸春秋

オリンピックに 何度も出場、

メダルを獲得している有名人。

「広治スタイル」の練習法、

精神の持ち方など、今更ですが参考に。

図

書

館

開

館

日

・マン島の黄金 アガサ・クリスティ

早川書房

この図書館にある貴重なハードカバー。古臭くないのに郷愁を

おぼえ、簡潔なのに奥が深い。

すべて海翔図書館にあります

借りてね！
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これからも
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キングダム１・２・３ 原泰久 集英社

中国古代が舞台の歴史ものフィクション。初版は2006

年ですが、今もなお人気のコミック。

イケメン主演で映画にもなりました。

推し、燃ゆ 宇佐見りん

第164回芥川賞受賞・2021年本屋大賞ノミネート。

注目の話題作。押しのアイドルに

生きる女性の語りの形で話が進みます。

スマホ脳 アンデシュ・ハンセン 新潮社

スゥエーデンの精神科医である著者が、スマホが人間

の脳にもたらす影響について説いた本。

もはやスマホはなくてはならない存在。

翻弄されず付き合うために、必読。

52ヘルツのクジラたち 町田その子 中央公論新社

本屋大賞受賞の話題作。つらい人生を送ってきた女

性と、家族に虐待されている少年の物語。

「孤独な魂の叫びを聞き取り寄り添う、

寂しくも美しい物語」がコピーです。

世界の絶景超完全版 JTBパブリッシング

世界各国の絶景写真集です。

世界には不思議な景色がまだまだ存在

します。いつかは、行ってみたいですね。

• 渡邉昌宏日本語版監修 山崎正浩訳 ひと目でわかるプログラ

ミングのしくみとはたらき図鑑 (イラスト授業シリーズ)  

• メリー・エレン・ウィルコックス 死について考える本

• 鎌田東二 ケアの時代 「負の感情」とのつき合い方

• 上杉和央 歴史は景観から読み解ける

• 世界の絶景超完全版・岩瀬大輔 入社１年目の教科書

• 村上芽 図解SDGｓ入門 ・渋沢健 SDGｓ投資

• 藤井勝則 障害者とともに働く

• 河出書房新社編 磯野真穂、今井出雲ほか著 「死

にたい」「消えたい」と思ったことがあるあなたへ

• 植 賀寿夫 認知症のイライラが消える接し方

• 渡部 伸 漫画と図解でわかる

障害のある子の将来のお金と生活

• 読書猿 独学大全絶対に「学ぶこと」を

あきらめたくない人のための55の技法

• 上野千鶴子 在宅ひとり死のススメ

• 西成活裕 東大の先生！文系の私に

超わかりやすく高校の数学を教えてください！

• 二見太郎 二見太郎の早わかり化学

• 土屋健 リアルサイズ古生物図鑑 中生代編

• 池田譲 タコは海のスーパーインテリジェンス

• アンデシュ・ハンセン スマホ脳

• ニコ・ニコルソン マンガ認知症

• 講談社シリウス編集部 感染症を正しく学べる! 

はたらく細胞ウイルス&細菌図鑑

• 樺沢紫苑 ストレスフリー超大全

• 朝井牧子 はじめての子ども服

• 本橋ひろえ ナチュラルお掃除大全

• ナチュラルおせんたく大全

• 原泰久 キングダム１・２・３

• 佐野妙 だもんで豊橋が好きって言っとるじゃん１・２

• 山口つばさ ブルーピリオド1・２

• 清水茜 はたらく細胞５

• ヨシタケシンスケ あつかったらぬげばいい

• 大野萌子 よけいなひと言を好かれるセリフに変える言いかえ

図鑑 ・野矢茂樹 増補版 大人のための国語ゼミ

• 村上慎一 読解力を身につける

• 新川帆立 元彼の遺言状

• 加藤シゲアキ オルタネート

• 宇佐見りん 推し、燃ゆ

• 八木詠美 空芯手帳 ・西條奈加 心淋し川

• 小川洋子 密やかな結晶 ・宇山佳佑 桜のような僕の恋人

• 小川糸 ライオンのおやつ ・安檀美緒 金木犀とメテオラ

• 澤村伊智 ぼぎわんが来る・ ししりばの家 ずうのめ人形

• 角田光代 ツリーハウス

• 小野不由美 白銀の墟玄の月第１巻・第２巻

• 辻村深月 ぼくのメジャースプーン

• 久坂部羊 神の手（上）・（下）

• 森博嗣 すべてがFになる ・凪良 ゆう 流浪の月

• 町田その子 52ヘルツのクジラたち

• キム ハナ ファンソヌ 女ふたり、暮らしています

• ミリヤム・プレスラー 賢者ナータンと子供たち

池田譲 タコは海のスーパーインテリジェンス

海底の賢者が見せる驚異の知性 化学同人

タコは意外に知的能力が高く、

賢い生き物だそうです。ユニークな実験や

観察を通してそのインテリさを語る一冊。
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