
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あまりできないことを満喫して欲しいと思います。今回は図書

委員が夏休みに是非読んで欲しいと思う本を紹介しています。

     

     

       

 皆さん、夏です。夏と聞いて真っ先に

底から再び湿った空気を吸い込むことで台風が発生します。上昇気流に吸い込まれるとき、その空気は地球の自転の影響を受け、

中心へ向かいます。しかし、渦を巻くときの

由です。また、中心部では上昇した湿った空気が冷えて凝結が始まり、そのときに発生する凝縮熱で中心部と周囲との温度差が大きくなるので、さらに上昇気流が盛んに

なります。

図書案内

いよいよ夏が到来しました！
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忙しくて遠出できない人、夏休みに特に予定がない

人、勉強や部活の息抜きに読書してみてはいかが

         ですか？

是非お立ち寄りください。

『

 その青臭さ。毒々しい赤色。栄養も少なく、食用にする価値は無い……そ

う言われてきたトマトが、いかにして世界中で愛される野菜の地位を獲得し

たのか。いかにして

追います。アステカ王国を征服したことで名を挙げたコルテスや大富豪メデ

ィチ家、果ては醤油や味噌などとの意外な関係とは？

読んでみてください。ちなみに、ヨーロッパの一部の国では、トマトは「愛

のリンゴ」と呼ばれているそうです。
 

トマトはどこから来たのか。そして、どこへ行こうとしているのか。
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皆さん、夏です。夏と聞いて真っ先に思い浮かんだものは、そう、台風ですよね。酸素や窒素より密度の低い
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これが台風の発達の機構です。このように、自然界で起こる出来事の背後にある基本法則や原理といった根本的な部分に物理が役立っているのですね。
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いよいよ夏が到来しました！ 勉強、部活、遊びなど、普段

あまりできないことを満喫して欲しいと思います。今回は図書

委員が夏休みに是非読んで欲しいと思う本を紹介しています。

忙しくて遠出できない人、夏休みに特に予定がない

や部活の息抜きに読書してみてはいかが

 本は図書館で貸出しています。

是非お立ち寄りください。

トマトが野菜になった日

その青臭さ。毒々しい赤色。栄養も少なく、食用にする価値は無い……そ

う言われてきたトマトが、いかにして世界中で愛される野菜の地位を獲得し
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ィチ家、果ては醤油や味噌などとの意外な関係とは？

読んでみてください。ちなみに、ヨーロッパの一部の国では、トマトは「愛

のリンゴ」と呼ばれているそうです。

トマトはどこから来たのか。そして、どこへ行こうとしているのか。

思い浮かんだものは、そう、台風ですよね。酸素や窒素より密度の低い

底から再び湿った空気を吸い込むことで台風が発生します。上昇気流に吸い込まれるとき、その空気は地球の自転の影響を受け、

中心へ向かいます。しかし、渦を巻くときの遠心力により、風は

由です。また、中心部では上昇した湿った空気が冷えて凝結が始まり、そのときに発生する凝縮熱で中心部と周囲との温度差が大きくなるので、さらに上昇気流が盛んに

このように、自然界で起こる出来事の背後にある基本法則や原理といった根本的な部分に物理が役立っているのですね。
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や部活の息抜きに読書してみてはいかが

本は図書館で貸出しています。

是非お立ち寄りください。

トマトが野菜になった日
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のリンゴ」と呼ばれているそうです。(

トマトはどこから来たのか。そして、どこへ行こうとしているのか。
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思い浮かんだものは、そう、台風ですよね。酸素や窒素より密度の低い

底から再び湿った空気を吸い込むことで台風が発生します。上昇気流に吸い込まれるとき、その空気は地球の自転の影響を受け、

遠心力により、風は

由です。また、中心部では上昇した湿った空気が冷えて凝結が始まり、そのときに発生する凝縮熱で中心部と周囲との温度差が大きくなるので、さらに上昇気流が盛んに

このように、自然界で起こる出来事の背後にある基本法則や原理といった根本的な部分に物理が役立っているのですね。
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底から再び湿った空気を吸い込むことで台風が発生します。上昇気流に吸い込まれるとき、その空気は地球の自転の影響を受け、

遠心力により、風は中心まで到達できず、中心に穴を開けたままその周囲を上がって行きます。これが、台風の目ができる理

由です。また、中心部では上昇した湿った空気が冷えて凝結が始まり、そのときに発生する凝縮熱で中心部と周囲との温度差が大きくなるので、さらに上昇気流が盛んに
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バイト先はボロ小屋、共に働く仲間も癖のある人たちばかり。果たしてあき

らは無事バイトを終えられるのか……

ような仕事をしているのかなど、

ろいろな発見があります。ところでみなさん、「キジ打ち」って何のことか

分かりますか？

 

進まなきゃ頂上には辿り着かないから、皆あるいてるんだと思うんだ

 

細かつ

かの匂いとともに緻密なタッチで

していますが、そのなかには一貫

きっと「このお話、わかる」という作品を見つけられることでしょう。

(志鷹
 

「蟻はね、酸っぱいんだ、ぷちっとつぶれると」
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物語に引き込まれていきます。題名にも「サマー」と入っており、夏に読む

のにうってつけではないでしょうか。
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