
  

 

              

                           

      

                                                             

                                    

 

 

 

 

 

 

◆ 休校中の図書貸出しについて 

貸出期間：５月７日～１２日 (学年別連絡登校日) 

貸出冊数：一人四冊まで 

返却期限：６月５日（金）まで 

 

図書館２階の入り口を入った正面カウンター横の展

示本コーナーでは、各月ごとに、テーマ図書の展示を行

っています。このコーナーでは、ベストセラーの本、話

題となっている本、映画やドラマの原作本、先生方から

の推薦図書、新着図書など、中学生・高校生の皆さんに

おすすめするさまざまなジャンルの本を紹介していま

す。「朝の読書」で読む本はもちろん、余暇を楽しむた

めの本も図書館の本を利用していただければ幸いです。 

様々な知識や教養を身につけさせてくれる本、空想

の世界へと導いてくれる本…。読書は私達の人生をよ

り豊かなものにしてくれるでしょう。学校でも家庭で

もぜひ読書の時間を作り、たくさん本を読みましょう。 

 

◆ 新入生・保護者の皆様へ 

新入生の皆さんは、連絡登校日に図書の貸出手続き

をするためのカード（個人記録票）を作成します。新学

期が始まったら、クラスごとに図書館に入っていただ

き、図書館利用指導を行う予定です。 

本校図書館は、保護者の皆様も貸出可能

となっていますので、学校にお越しの際に

はお気軽にお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ５月 企画展示のご案内 

「お勧め小説特集 ～読書を楽しもう！！～」 

４月７日に、全国の書店員の投票で「いちばん売りた

い本」を選ぶ「第１７回本屋大賞」の発表があり、 

凪良ゆうさんの「流浪の月」（東京創元社） 

が大賞に決定しました。受賞作は、誘拐され

た少女と、誘拐した大学生の二人を軸にした

物語です。犯罪の被害者と加害者という外形

的な事実とは別に、二人の内には当事者にし

かわからない事実がありました。 

凪良さんは京都市在住。2007 年、男性同士の恋愛を

描いたボーイズラブ（ＢＬ）小説で、本格的にデビュー

しました。 

図書館では、1 次投票でノミネートされた上位 10 作

品を始め、昨年度、高蔵生によく貸し出された本・人気

作家の本など、お勧めの小説を展示していますので、ぜ

ひ利用してください。 

  

  

         

 

 

 

 

 

  

 

 

新型コロナウイルスの感染拡大により、新年度が始まった途端休校となってしまい、いつに

なったら日常が戻ってくるのかと不安な毎日が続きますね。外出自粛要請で、家に閉じこもり

の不自由な日々ではありますが、こんな時だからこそ、興味・関心のある分野の本をあれこれ

と読んでみたり、じっくりと考えてみたりして、自分の世界を広げてみてはいかがでしょうか。 

さて、本校図書館も新刊図書を揃え、貸出準備も整いましたが、未だ皆さんに利用していた

だくことが叶わず残念でなりません。５月７日～１２日の学年別連絡登校日には開館し､すぐ

に本が借りていただけるよう準備していますので、ぜひ図書館に足を運んでください。 

【 2019 高蔵生によく貸し出された本】 

＊神様の御用人      浅場なつ著 

＊麦本三歩の好きなもの  住野よる著 

＊文豪ストレイドッグス BEAST  朝霧カフカ著  

＊ロード・エルメロイⅡ世の事件簿  三田 誠著 

＊5 分後に… シリーズ  エブリスタ編  

＊マスカレーﾄﾞホテル   東野圭吾著 

＊ケーキ王子の名推理   七月隆文著 

http://www.bing.com/images/search?q=%E6%9C%AC+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E7%84%A1%E6%96%99+%E7%B4%A0%E6%9D%90&qs=AS&form=QBIR&pq=%E6%9C%AC+%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88+%E7%84%A1%E6%96%99+&sc=4-10&sp=3&sk=AS2#view=detail&id=A216DB20E643361D87B29156660B47D3CC39E926&selectedIndex=110
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1491492299/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9henVraWNoaS5uZXQvc2Vhc29uL2ltZy9hdXR1bW4vZG9rdXNobzAwMy5qcGc-/RS=%5eADB15zNdUfoXXn.deXgEZBed7bn9sk-;_ylt=A2RCL5BKDOVYAl0AJCWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1523176969/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWktbGlicmFyeS5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMDMvZmxvd2VyX25hbm9oYW5hXzEwMjg1LTQ1MHgzMzcuanBn/RS=%5eADBdB.Y2ZkdTafbh_dgq4XHS_PEgUg-;_ylt=A2RivbWJhMhapQIAigeU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1588135161/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuYW1hem9uLmNvLmpwLyVFNyVBNSU5RSVFNiVBNyU5OCVFMyU4MSVBRSVFNSVCRSVBMSVFNyU5NCVBOCVFNCVCQSVCQS0lRTMlODMlQTklRTMlODIlQTQlRTMlODMlODglRTMlODMlOEUlRTMlODMlOTklRTMlODMlQUItMS03JUU1JUI3JUJCLSVFMyU4MiVCQiVFMyU4MyU4MyVFMyU4MyU4OC9kcC9CMDc1NTM4Mzc5/RS=%5eADBy0qWppfpHLQTBCgAf2wKZTjIP_Y-;_ylt=A2RCKwh5s6deExEAOgKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1588135727/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXRtZWRpYS5jby5qcC9idXNpbmVzcy9hcnRpY2xlcy8xNzEyLzI3L25ld3MwMjQuaHRtbA--/RS=%5eADBVhy8zyx4dyGuQMIu4_HIepQWr1g-;_ylt=A2RCL6KvtadeshEAFQGU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1588136621/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9ob250by5qcC9uZXRzdG9yZS9wZC1ib29rXzI5NTMyMzUzLmh0bWw-/RS=%5eADBwgFjJ8Lmkjf03_ZjmO0ELdTBTqY-;_ylt=A2RCL50tuadeE2YAlh2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1588136766/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuYW1hem9uLmNvLmpwLyVFMyU4MyU5RSVFMyU4MiVCOSVFMyU4MiVBQiVFMyU4MyVBQyVFMyU4MyVCQyVFMyU4MyU4OSVFMyU4MyVCQiVFMyU4MyU5QiVFMyU4MyU4NiVFMyU4MyVBQi0lRTklOUIlODYlRTglOEIlQjElRTclQTQlQkUlRTYlOTYlODclRTUlQkElQUItJUU2JTlEJUIxJUU5JTg3JThFLSVFNSU5QyVBRCVFNSU5MCVCRS9kcC80MDg3NDUyMDY5/RS=%5eADBWdzkLPuurdBdsp.rTK00cnei.xc-;_ylt=A2RCL7G.uadepB4Akh2U3uV7


 

 

大賞 『流浪の月』凪良ゆう著（東京創元社） 
あなたと共にいることを、世界中の誰もが反対し、批

判するはずだ。わたしを心配するからこそ、誰もがわた

しの話に耳を傾けないだろう。それでも文、わたしはあ

なたのそばにいたい―。再会すべきではなかったかもし

れない男女がもう一度出会ったとき、運命は周囲の人を

巻き込みながら疾走を始める。新しい人間関係への旅立

ちを描く。 

 

２位 『ライオンのおやつ』 

小川糸著（ポプラ社） 

人生の最後に食べたいおやつは何ですか― 若くし

て余命を告げられた主人公の雫は、瀬戸内の島のホスピ

スで残りの日々を過ごすことを決め、穏やかな景色のな

か、本当にしたかったことを考える。ホスピスでは、毎

週日曜日、入居者がリクエストできる「おやつの時間」

があるのだが、雫はなかなか選べずにいた。―食べて、

生きて、この世から旅立つ。すべての人にいつか訪れる

ことをあたたかく描き出す、今が愛おしくなる物語。 

 

３位 『線は、僕を描く』 

砥上裕將著（講談社） 

両親を交通事故で失い、喪失感の中にあった大学生の青

山霜介は、アルバイト先の展覧会場で水墨画の巨匠・篠田

湖山と出会う。なぜか湖山に気に入られ、その場で内弟子

にされてしまう霜介。それに反発した湖山の孫・千瑛は、

翌年の「湖山賞」をかけて霜介と勝負すると宣言する。水

墨画とは、筆先から生みだされる「線」の芸術。描くのは

「命」。はじめての水墨画に戸惑いながらも魅了されてい

く霜介は、線を描くことで次第に恢復していく。 
 

４位 『ノースライト』横山秀夫著（新潮社） 
一家はどこへ消えたのか？空虚な家になぜ一脚の椅

子だけが残されていたのか？一級建築士の青瀬は、信濃

追分へ車を走らせていた。望まれて設計した新築の家。

施主の一家も、新しい自宅を前に、あんなに喜んでいた

のに……。Y 邸は無人だった。そこに越してきたはずの

家族の姿はなく、電話機以外に家具もない。ただ一つ、

浅間山を望むように置かれた古ぼけた「タウトの椅子」

を除けば……。この Y 邸でいったい何が起きたのか？ 

 

５位 『熱源』 川越宗一著（文藝春秋） 
   樺太（サハリン）で生まれたアイヌ、ヤヨマネクフ。

開拓使たちに故郷を奪われ、集団移住を強いられたの

ち、天然痘やコレラの流行で妻や多くの友人たちを亡

くした彼は、やがて山辺安之助と名前を変え、ふたたび

樺太に戻ることを志す。一方、ブロニスワフ・ピウスツ

キは、リトアニアに生まれた。ロシアの強烈な同化政策

により母語であるポーランド語を話すことも許されな

かった彼は、皇帝の暗殺計画に巻き込まれ、苦役囚とし

て樺太に送られる。日本人にされそうになったアイヌ

と、ロシア人にされそうになったポーランド人。文明を

押し付けられ、それによってアイデンティティを揺る

がされた経験を持つ二人が、樺太で出会い、自らが守り

継ぎたいものの正体に辿り着く。 

 

６位 『medium 霊媒探偵城塚翡翠』 

相沢沙呼著（講談社） 

推理作家として難事件を解決してきた香月史郎は、心

に傷を負った女性、城塚翡翠と出逢う。彼女は霊媒であ

り、死者の言葉を伝えることができる。しかし、そこに

証拠能力はなく、香月は霊視と論理の力を組み合わせな

がら、事件に立ち向かわなくてはならない。一方、巷で

は姿なき連続殺人鬼が人々を脅かしていた。一切の証拠

を残さない殺人鬼を追い詰めることができるとすれば、

それは翡翠の力のみ。だが、殺人鬼の魔手は密かに彼女

へと迫っていた―。 

 

７位 『夏物語』川上未映子著（文藝春秋） 
大阪の下町に生まれ育ち、東京で小説家として生きる

38 歳の夏子には「自分の子どもに会いたい」という願い

が芽生えつつあった。パートナーなしの出産の方法を探

るうち、精子提供で生まれ、本当の父を捜す逢沢潤と出

会い、心を寄せていく。いっぽう彼の恋人である善百合

子は、出産は親たちの「身勝手な賭け」だと言い、子ど

もを願うことの残酷さを夏子に対して問いかける。この

世界は、生まれてくるのに値するのだろうか―。 

 

８位 『ムゲンの i』知念実希人著（双葉社） 
  若き女医は不思議な出会いに導かれ、人智を超える奇 

病と事件に挑む。眠りから醒めない四人の患者、猟奇的

連続殺人、少年 X の正体――すべては繋がり、世界は一

変する。 

 眠りから醒めない謎の病気〈特発性嗜眠症候群〉通称

イレスという難病の患者を 3人も同時に抱え、識名愛衣

は戸惑っていた。霊能力者である祖母の助言により、患

者を目醒めさせるには、魂の救済〈マブイグミ〉をする

しか方法はないと知る。愛衣は祖母から受け継いだ力を

使って患者の夢の世界に飛び込み、魂の分身〈うさぎ猫

のククル〉と一緒にマブイグミに挑む――。 

 

９位 『店長がバカすぎて』 

早見和真著（角川春樹事務所） 

  「幸せになりたいから働いているんだ」谷原京子、28 歳。 

独身。とにかく本が好き。現在、〈武蔵野書店〉吉祥寺本 

店の契約社員。山本猛という、名前ばかり勇ましい、「非」 

敏腕店長の元、文芸書の担当として、次から次へとトラ 

ブルに遭いながらも、日々忙しく働いている。あこがれ 

の先輩書店員小柳真理さんの存在が心の支えだ。そんな 

ある日、小柳さんに、店を辞めることになったと言われ 

……。 
 

10 位 『むかしむかしあるところに、死体が

ありました。』青柳碧人著（双葉社） 
  鬼退治。桃太郎って……えっ、そうなの？大きくなあれ。 

一寸法師が……ヤバすぎる！ここ掘れワンワン埋まっ

ているのは……ええ！？昔ばなし×ミステリ。読めば必

ず誰かに話したくなる、驚き連続の作品集。「一寸法師の

不在証明」「花咲か死者伝言」「つるの倒叙がえし」「密室

龍宮城」「絶海の鬼ヶ島」の全 5 編収録。 
 

 
 ～本のとなりにブログ通信より～ 

https://hon.booklog.jp/award/2019honya-taisho-20200121 

 

https://www.hontai.or.jp/dlfils/2020kakuzai_fegad/2020_final_poster_book.pdf


【B081 文庫本】 

＊明智光秀         早乙女貢著 文藝春秋 

＊ロマンスドール      ナダユキ著 KADOKAWA 

＊京都府警 あやかし課の事件簿 １～３ 

           天花寺さやか著 ＰＨＰ研究所 

＊傑作！巨匠たちが描いた小説・明智光秀 

               吉川英治他著 宝島社 

＊京都寺町三条のホームズ 14 摩天楼の誘惑 

                  望月麻衣著 双葉社 

＊明智光秀；牢人医師はなぜ謀反人となったか 

             早島大祐著 ＮＨＫ出版 

【S081 新書本】 
＊新・大学でなにを学ぶか   上田紀行編著 

＊統計学をめぐる散歩道；ツキは続く？続かない？ 

     石黒真木夫著 

以上 岩波ジュニア新書） 

＊大岡信『折々のうた』選 短歌（一）水原紫苑編 

＊アメリカの制裁外交     杉田弘毅著 

＊客室乗務員の誕生；「おもてなし」化する日本社会 

山口 誠著 

＊小学校英語のジレンマ    寺沢拓敬著 

＊律令国家と隋唐文明     大津 透著 

＊人生の１冊の絵本      柳田邦男著 

            （以上 岩波新書 新赤版） 

【０００ 総記】 
＊学問からの手紙；時代に流されない思考 

               宮野公樹著 小学館 

＊こどものためのプログラミング 
アイデアを形にする、シェアする 

くらしの中のプログラミング 

ゲームとアニメーション 

役立つアプリを作ってみよう！ 

              ﾍｻﾞｰ･ﾘｵﾝｽﾞ著  保育社 

＊ボランティアってなんだっけ？ 猪瀬浩平著 

＊インディオの村通い 40 年；〈いのち〉をみつめて 

清水 透著 

           （以上 岩波ブックレット） 

【１００ 哲学】 
＊医療・福祉の仕事 見る知るシリーズ 公認心理士の一日 

         WILL こども知育研究所編 保育社 

【２００ 歴史】 
＊元号の歴史大事典；大化から令和―由来と改元の理由 

相田満 監修 くもん出版 

＊天正 10 年の史料だけが証す 本能寺の変の真実  

 斎藤 忠著 実業之日本社 

＊世界遺産 百舌鳥・古市古墳群をあるく；ビジュアル

MAP 全案内          久世仁士著 創元社 

＊中国の見方がわかる中国史入門 

 福村国春著 ベレ出版 

＊明智光秀・秀満；ときハ今あめが下しる五月哉 

        小和田哲男著 ミネルヴァ書房 

＊米山梅吉ものがたり；奉仕の心で社会を拓く  

     柴崎由紀著 銀の鈴社 

＊ブルーガイド てくてく歩き 12 京都 

ブルーガイド編集編 実業之日本社 

 

【３００ 社会科学】 
＊こども六法             山崎総一郎著 弘文堂 

＊小さき者の幸せが守られる経済へ  

                 浜 矩子著 新日本出版社 

＊手話通訳者になろう 木村晴美・岡 典栄著 白水社 

＊ドキュメント豪雨災害；西日本豪雨の被災地を訪ねて  

谷山宏典著 山と渓谷社 

【４００ 自然科学】 
＊1 分間サイエンス；手軽に学べる科学の 重要テーマ 200  

ﾍｲｾﾞﾙ･ﾐｭｱｰ著 SB ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 

＊数学ガールの秘密ノート；ビットとバイナリー 

                       結城 浩著 SB ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 

＊タイムマシンって実現できる？ 

                ニ間瀬敏史監修 誠文堂新光社 

＊宇宙の終わりってどうなるの？   

                 佐藤勝彦監修 誠文堂新光社 

＊もうすぐいなくなります；絶滅の生物学 

                     池田清彦著 新潮社 

＊生き物の死にざま             稲垣栄洋著 草思社 

【５００ 技術・工学・工業】 
＊ダムの科学 改訂版；知られざる超巨大建造物の秘密に迫

る  

ダム工学会近畿・中部ワーキンググループ著 SB ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ 

＊プラスチックの現実と未来へのアイデア 

                     高田秀重監修 東京書籍 

＊宇宙兄弟 37         小山宙哉著 講談社  

【６００ 産業】 

＊日航 123 便 墜落の波紋 そして法廷へ 

                    青山透子著 河出書房新社 

【７００ 芸術】 
＊くろはおうさま         ﾒﾈﾃ･ｺﾃｨﾝ文 ｻｳｻﾞﾝﾌﾞｯｸｽ 

＊クラシックへの挑戦状 大友直人著 中央公論新社                   
＊夢のつかみ方、挑戦し続ける力；元宝塚トップスターが 

  伝える              早霧せいな著 河出書房新社      

【９００ 文学】 
＊空飛ぶくじら部    石川宏千花著 PHP 研究所 

＊大名倒産 上・下      浅田次郎著 文藝春秋 

＊イマジン？               有川ひろ著 幻冬舎 

＊紙鑑定士の事件ファイル 模型の家の殺人 

                         歌田 年著 宝島社 

＊角野栄子エブリデイマジック 角野栄子著 平凡社 

＊天を掃け          黒川裕子著 講談社 

＊キッドの運命              中島京子著 集英社 

＊騒がしい楽園        中山七里著 朝日新聞出版 

＊流浪の月              凪良ゆう著 東京創元社 

＊掟上今日子の設計図     西尾維新著 講談社 

＊店長がバカすぎて   早見和真著 角川春樹事務所 

＊カザアナ             森 絵都著 朝日新聞出版 

＊マンガで教養 やさしい三国志 

                  岡本伸也監修 朝日新聞出版 

＊最後の兄弟     ﾅﾀｼｬ･ｱﾊﾟﾅｰ著 河出書房新社 

＊五つのパン；チャペック ショートセレクション   

              ｶﾚﾝ･ﾁｬﾍﾟｯｸ作 理論社 

 

新着図書案内 
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１. 開館時間 

 平    日： 午前９時４５分～午後６時００分 

 試験・短縮授業中：午前９時４５分～午後４時００分 

 ※書架整理・学校行事で閉館することもあります。 

１階の入り口は、授業後３時３０分から閉館時間

までのみ利用することができます。下駄箱のスリ

ッパに履き替えて入館して下さい。 

２. 館内利用について 

 Ａ．かばんの持ち込みは禁止です。館内に入るときは、

カバン等を入り口のコインロッカー（１００円

の返却式）に入れて必要な用具だけ持って入館

して下さい。 

Ｂ．自由に図書を利用できますが、利用後は必ずもと

の場所へ戻して下さい。 

Ｃ．授業以外でＰＣコーナーのパソコンを利用する

場合は、カウンターでの申し込み手続きが必要

です。勝手に電源を入れないで下さい。 

Ｄ．館内では静かにお願いします。 

Ｅ．館内は飲食禁止です。飲食物を持っての入館はお

断り致します。 

３. 図書等貸出について 

Ａ. 貸出は、休日・館内整理日を除き毎日行っていま

す。 

Ｂ. 一般図書は原則として一人２冊までです。 

Ｃ. 貸出期間は２週間です。 

Ｄ．参考図書（辞典・百科事典・図鑑等）・新聞・雑

誌・ＤＶＤの利用は館内のみで、貸出は行ってい

ません。 

４. ＰＣコーナーの利用について 

Ａ．ＰＣコーナーは、パソコン利用によるインター

ネット検索や文書作成、及びＤＶＤプレイヤー

の貸与による映画鑑賞等で利用することができ

ます。 

Ｂ．昼放課及び授業後に、個人でパソコンやＤＶＤ

プレイヤーを使用する場合は、カウンターの係

まで申し出て手続きを行ってください。 

利用簿に必要事項を記入し、ヘッドフォンを受

け取り、指定された番号のパソコンを使用して

ください。 

 

Ｃ．パソコンの使用については、教科の課題・ホーム

ルーム活動等で明確な利用目的がある場合のみ可

能とします。プリントアウトが必要な場合は、事前

に許可を得てから実行してください。プリンター

は、カウンター内に置かれていますのでご注意く

ださい。なお、文書の保存が必要な場合はＵＳＢメ

モリ等の記憶媒体を持参してください。 

Ｄ．終了時は電源を切った後、ヘッドフォンを返し 

利用簿に終了時間を記入してください。 

５. コピー機の利用について 

有料にて自由に利用していただけます。電源を入 

れて使用してください。 

用紙サイズ Ｂ５・Ｂ４・Ａ４版  

 ※料金は一律１枚１０円です。 

 

※２０２０年度の図書館担当は下記の先生です。 

何かわからないことや相談したいことがあれば、

気軽に声をかけて下さい。 
石黒 裕規（図書部主任・商１・英語） 

西辻 和彦（普１・理科） 

石田有佳梨（普２・国語） 

三好 伸明（普３・社会） 

松波 英治（商３・理科） 

花田 達郎（中１・社会）   

 滝野 和枝（図書館司書）   

 齋藤ゆかり（図書館司書） 

 

 

★ 購入希望図書があれば、どんどん 

リクエストしてください！！ 
 

読んでみたいと思った本が本校の図書館にない 

場合は、２階入り口正面カウンターの上に置かれ 

ている購入希望図書申込用紙に必要事項を記入し、 

カウンターの係に手渡してください。購入希望図 

書は、毎週金曜日に行われる図書選定会議の場で 

検討させていただきます。できる限り皆さんの要 

望に応えていきたいと考えていますが、図書館の 

蔵書とするにはふさわしくないと思われる本、シ 

リーズ本等高額なものについては、予算の関係上 

希望に添えない場合もありますので、ご承知おき 

ください。なお、読みたい本が貸し出されている 

場合は、貸出予約も受け付けていますので気軽に 

相談してください。  

図書館利用案内 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=YZCJu523&id=393E196BEA485F37B203DAEAD829FD9EE72D1487&thid=OIP.YZCJu523Vy2PsI1pJL3Y1wHaID&q=%e6%9c%ac+%e3%82%a4%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%83%88+%e7%84%a1%e6%96%99&simid=608035296795561500&selectedIndex=90
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1491492298/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1fTVpTVVBmTjVrWS9VeXJad2JiTkkxSS9BQUFBQUFBQWVZZy9VNmc3UlNSZWRZZy9zODAwL3RhdGVtb25vX3Rvc3lva2FuLnBuZw--/RS=%5eADBZZP3WZd9iuzeV3TmdMOTf9gO5ZY-;_ylt=A2RCL6lKDOVYv1cA6wCU3uV7

