図書館ボランティアの活動のようす
5 月に募集した図書館ボランティアには，11 名の登録がありました。8 月・9 月に，活動が行われ図書
館内の清掃や，新着図書の装備を行ってもらいました。

みなさんのこんがりと日焼けした顔や元気な声を聞いていると，夏休みを満喫したように感じます。
図書館には，一足先に読書の秋にむけて，リクエストの本や新しく購入した本を並べています。ぜひ一度，
図書館に来て手に取ってください。

7 月 17，18 日に，第 1 回活動を行いました。
新しく購入した本に，コーティングカバーを貼
り付ける作業です。
きれいに装備された本は，新着図書コーナー
に並べてあります。

第 2 回活動を 8 月 20 日，24 日，27 日に
行いました。図書館内の棚の本を出し，棚の中
や，本のほこりを落としてもらいました。
本も棚もきれいになり，図書館の中も明るく
感じられるようになりました。

※次回の活動は，11 月に予定しています。まだ登録されていない方でも，ご参加が可能でしたら，図書館
までお問い合わせください。
翔太と猫のインサイトの
夏休み

のうだま１
上大岡トメ著

幻冬舎

永井均著 筑摩書房

「 今 が ，夢 じゃ な い証 拠
は？」翔太と猫のインサイト
の会話を通して，考えていき
ます。物事を考えるきっかけ
や，方法を知ることができま
す。

そもそも人の脳は飽きっぽ
く出来ている！？だからいか
に脳をだましてやり続けるか
というテクニックを科学的な
裏付けをもとに紹介していま
す。

絶対に行けない世界の非
公開区域９９
ダニエル・スミス著
日経ナショナルジオグラ
フィック社

ホワット・イフ？
ランドール・マンロー著
早川書房

世界には，関係者以外は入
れない立入禁止区域がありま
す。グーグルのデータセンタ
ーや，ホワイトハウスの中な
ど，世界の非公開の場所 99
か所を紹介しています。

副題の「野球のボールを光
速で投げたらどうなるか」の
答えは，
「核爆発がおき，デッ
トボール扱い。」です。ふとし
た日常を科学者が真剣に考え
て答えます。斜め上からの回
答に笑ってしまいます。

カウンターの下の棚に
新しく入った本のコーナーが
あります。本屋さん大賞など
受賞作品も届きました。

怪談５分間の恐怖シリー
ズ
中村まさみ著 金の星社

下町ロケット２
池井戸 潤著
小学館

1 話 5 分で読み切れる怖い
話の短編集です。
全国で，怪談を語る道徳授業
を展開中の人気怪談師の短編
集です。

10 月 か ら 始 ま る ド ラ マ
「下町ロケット」の原作本シ
リーズの 2 巻です。倒産の危
機を切り抜けた大田区の町工
場・佃製作所が，またもやピ
ンチに陥ります。

図書委員会の活動のようす
夏休み前に，みなさんの夏休みの読書を応援する企画を行いました。図書委員会の出張図書館や，
ブックトークはいかがでしたか。貸出時のスタンプカードは，参加しましたか。イベントの感想は，
各クラスの図書委員に伝えてください。

図書のリクエストを受け付けています
図書館に置いて欲しい本のリクエストを募集します。募集期間は，9 月 14 日までです。リクエスト
用紙は，図書館に置いてあります。

7 月までにリクエストされた本で，購入した本は，図書館入口に配架されています。

こんな本をリクエストしてね
・図書館で読んだ本の続きが読みたい
・本屋さんでみかけたので読みたい
・TV で紹介されていた
・・・など

7 月までにリクエストのあった本を購入しました。品切れのため入手できなかった本もあります。

ドラえもん社会ワールドお金のひ
みつ 藤子Ｆ不二雄まんが
小学館

“いのち”のすくいかた
児玉小枝写真・文 集英社

朝日ジュニア学習年鑑 2018 朝日新聞出版
リストマニア ＴｈｅＬｉｓｔｏｍａｎｉａｃｓ著
パイインターナショナル
サバイバル！無人島で大冒険 関根秀樹監修
少年写真新聞社
タイムスリップ！江戸の町で大冒険 小沢詠美子監修
少年写真新聞社
ディスカバー！世界の国ぐにで大冒険 矢ケ崎典隆監修
少年写真新聞社
太陽系のふしぎ１０９ 永田美絵著 偕成社
元素１１８の新知識 桜井弘編 講談社
世界の奇虫図鑑 田辺拓哉著 誠文堂新光社
ギョギョギョ！おしえて！さかなクン１ さかなクン著絵
朝日学生新聞社
はじめましてモグラくん 川田伸一郎著 少年写真新聞社
ネコへの恋文 岩合光昭著 日経ＢＰ社
おかえり！アンジー 高橋うらら著 集英社
みんなのあるある吹奏楽部 オザワ部長編著 新紀元社
はじめてのリズムダンスＢＯＯＫ ＳＡＭ監修
誠文堂新光社
みるみる上達する！ストリートダンストレーニングダンス
インストラクター協会監修 日東書院本社
人気漫画家が教える！まんがのかき方 1-4 久世みずき著
汐文社
女子プロ野球Ｗａｌｋｅｒ2017 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
みんなのあるある吹奏楽部ゴールド オザワ部長編著
新紀元社
都会（まち）のトム＆ソーヤ 14-15 はやみねかおる著
講談社
レイン 10-15 吉野匠著 アルファポリス

かがみの孤城
ポプラ社

辻村深月著

青くて痛くて脆い 住野よる
著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

タラ・ダンカン 9-12 ソフィーオドゥワン＝マミコニアン著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
君と１００回目の恋
ＣｈｏｃｏｌａｔｅＲｅｃｏｒｄｓ原作 集英社
モンスターストライクＴＨＥ ＭＯＶＩＥはじまりの場所へ
ＸＦＬＡＧスタジオ原作 集英社
ラプラスの魔女 東野圭吾著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
魔女の旅々2-6 白石定規著 ＳＢクリエイティブ
天と地の方程式 1 富安陽子著 講談社
図書館戦争 有川浩著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ラストサバイバル１ 大久保開作 集英社
転生しちゃったよ１ ヘッドホン侍著 アルファポリス
日本の神さまたちの物語 奥山景布子著 集英社
カゲロウデイズ 4-5 じん（自然の敵Ｐ）著
エンターブレイン
キノの旅 21 時雨沢恵一著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
こちらパーティー編集部っ！1-2 深海ゆずは作
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
バケモノの子 細田守著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
パプリカ 筒井康隆著 新潮社
さよなら、田中さん 鈴木るりか著 小学館
断層の森で見る夢は 藤本ひとみ著 講談社
桜坂は罪をかかえる 藤本ひとみ著 講談社
青い真珠は知っている 藤本ひとみ著 講談社
アクセル・ワールド 1 川原礫著
アスキー・メディアワークス
いみちぇん！1 あさばみゆき作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
Ｔｈｅ Ｂｏｏｋ 荒木飛呂彦原作 集英社
５分後に意外な結末 1-5 学研教育出版
ぼくらの消えた学校 宗田理作 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

スター・オブ・デルトラ 1
エミリーロッダ著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
５分後に涙のラスト エブリスタ編 河出書房新社
ふしぎ駄菓子屋銭天堂 1-7 広嶋玲子作 偕成社
ウォーリアーズ エリンハンター作 小峰書店
Ｆａｔｅ／Ｚｅｒｏ1 虚淵玄著 星海社
Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活 1 長月達平著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
小説映画ちはやふる 末次由紀原作 講談社
パーティ 山田悠介著 幻冬舎
ヴェノマニア公の狂気 悪ノＰ著 ＰＨＰ研究所
さくらいろの季節 蒼沼洋人著 ポプラ社
「悩み部」の平和と、その限界。 麻希一樹著 学研プラス
怪盗クイーン、かぐや姫は夢を見る はやみねかおる作
講談社
怪盗探偵山猫 2-5 神永学著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
怪盗レッド 1 秋木真作角川書店
ファオランの冒険 4-6 キャスリンラスキー著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ガフールの勇者たち 6-14 キャスリンラスキー著
ＫＡＤＯＫＡＷＡ
塔の上のラプンツェル アイリーン・トリンブル作 偕成社
＝＝＝お願い＝＝＝
続き物や，シリーズの本の続刊は，リクエストや
貸出数が少ないなどの理由で，購入しない場合もあ
ります。続きが読みたいと思ったら。ぜひ，リクエ
ストしてください。

