
 

  VOL.4（平成 28 年 10 月発行）鳥取中央育英高等学校図書館 

 
図書館ニュースでは毎回、図書館のことや、おすすめの本について紹介します。 

図書館には学校生活に役立つさまざまな図書があります。スポーツ、料理、芸術、小説などから、 

授業にも役立つ歴史、語学、自然科学・理科系、政治・経済、進路を考える本まで幅広い本があります。 

休み時間や放課後に図書館にぜひ寄ってみてください。 

 

 

読書の秋 

読書週間 特集

号 

 

 

 

あっという間に 10 月下旬です。夏の暑さも落ち着き、勉強や部活・読書も集中できる季節になりましたね。 

図書館では食欲の秋・スポーツの秋・芸術の秋・行楽の秋にちなんだ本を展示しています。 

また、毎年 10 月 27 日～11 月 9 日までは全国で「読書週間」運動が実施されています。 

この秋も生活の中に本を取り入れ、本に親しんでください。 

「 い ざ 、 読 書 」 読 書 の 秋 ・ 読 書 週 間 ！ 

 

 

読書の秋・いいね♥の 1 冊をみつけよう 

本を探しています！！ 

スイミングマガジン 2016 年 2 月号 

心当たりのある人は図書館まで 新刊本のリストは裏へ👉 

 

 
鳥取県に関するクイズにチャレンジしてみよう！ 

・応募用紙は図書館にあります。 

・クイズに関するヒントは図書館の郷土資料コーナーにあります。 

・抽選で図書券が当たります。 

ぜひ応募してください！ 

 

夏目漱石没後 100 年 

～漱石の本を読んでみよう～ 

読書週間とは？？ 

終戦まもない１９４７年（昭和２２）年、「読書の力によって、

平和な文化国家を作ろう」という決意のもと、出版社・取次

会社・書店と公共図書館、そして新聞・放送のマスコミ機関

も加わり開催されたのがはじまりです。その後、１０月２７日

～１１月９日（文化の日を中心にした２週間）と定められ、こ

の運動は全国に拡がっていきました。 

 

本校の図書館では大きな被害はありませんでしたが、他の公共図書館や他校

の図書館では棚の本が散乱するなどの被害があり、休館したところもあります。 

防災に関する本を展示しています。（もしもごはん、みんなの防災ハンドブック など） 

本を通じて防災について考え、役立ててください。 

 

 



 

書名 著者 出版社

【文学・小説】

天国からの交換日記 ~君がくれた奇跡の11ヵ月 美嘉 KADOKAWA

明日の食卓 椰月 美智子 KADOKAWA / 角川書店

ジニのパズル 崔 実 講談社

鍵屋甘味処改2～4 梨沙 集英社

硝子の太陽R-ルージュ/N - ノワール 誉田哲也 光文社

ふたりの文化祭 藤野 恵美 KADOKAWA/角川書店

わたしの恋人 藤野 恵美 KADOKAWA/角川書店

ぼくの嘘 藤野 恵美 KADOKAWA/角川書店

超高速!参勤交代 リターンズ 土橋 章宏 講談社

はつ恋―ずっと、君だけ 善生 茉由佳 スターツ出版

神様の御用人 (6) 浅葉なつ KADOKAWA

異世界とチートな農園主〈3〉 浅野 明 アルファポリス

エースナンバー 雲は湧き、光あふれて 須賀 しのぶ 集英社

みかづき 森 絵都 集英社

真田十勇士 松尾 清貴 小学館

映画ノベライズ orange-オレンジ- 高野 苺 双葉社

ただキミと一緒にいたかった 空色。 スターツ出版

デート・ア・ライブ15 六喰ファミリー 橘 公司 KADOKAWA/富士見書房

オーバーロード2 漆黒の戦士 丸山くがね KADOKAWA/エンターブレイン

映画ノベライズ 青空エール 下川 香苗 集英社

君と時計と雨の雛 第三幕 綾崎 隼 講談社

掟上今日子の家計簿 西尾維新 講談社

カゲロウデイズ VII -from the darkness- じん KADOKAWA/エンターブレイン

【スポーツ】

ベースボール増刊号　9月6日号　98回甲子園特集

リオオリンピック総集編

勝つ人 13人のアスリートたち 武井 壮 文藝春秋

広島東洋カープ語録集 ぶちええ言葉 広島東洋カープ セブン&アイ出版

野球ノートに書いた甲子園3-4 高校野球ドットコム編集部 ベストセラーズ

プレミアリーグ観戦レシピ 粕谷 秀樹 東邦出版

ソフトボール 基本と戦術 実業之日本社

【一般書】

言葉づかいのトリセツ ビジネス文章力研究所 実務教育出版

思うとおりに歩めばいいのよ ターシャの言葉 ターシャ・テューダー KADOKAWA

生きていることを楽しんで ターシャの言葉 ターシャ・テューダー KADOKAWA

赤塚不二夫生誕80年企画 バカ田大学講義録なのだ! 泉 麻人　ほか 文藝春秋

スマホ時代の親たちへ 「わからない」では守れない! 藤川大祐 大空出版

YO!サボロー 文藝春秋

自分史上最多ごはん 小石原はるか マガジンハウス

みのたけ製菓のアイスボックスクッキー みのたけ製菓 誠文堂新光社

ヨックモックが教えるクッキーレシピ 誰もがおいしいピ ヨックモック 世界文化社

NITORI magazine ニトリでつくるおしゃれインテリア&収納 扶桑社

Seria・ 3COINS・NATURAL KITCHENでおしゃれかわいい!インテ
リアと収納

学研マーケティング

かんたん時短、「即食」レシピ もしもごはん 今泉マユ子 清流出版

バターもピザも作れる! かんたんペットボトル調理 大瀬由生子 宝島社

「肌」の悩みがすべて消えるたった1つの方法 宇津木龍一 青春出版社

痩せ姫 生きづらさの果てに エフ=宝泉薫 ベストセラーズ

最新版「がん」の医学百科 向山 雄人 主婦と生活社

わくわく昆虫記 憧れの虫たち 丸山 宗利 講談社

頭痛女子バイブル 世界文化社

思わず使ってみたくなる 知られざることわざ 時田 昌瑞 大修館書店

試験に受かる「技術」 灘高が教えてくれた「超」合理的メ
ソッド

吉田 たかよし 講談社

大学1年生のための 伝わるレポートの書き方 都筑 学 有斐閣

ルポ ゴミ屋敷に棲む人々 岸 恵美子 幻冬舎

 真田幸村と真田一族のすべて 歴史謎解き研究会 双葉社

死ぬまでに行きたい! 世界の絶景 体験編 詩歩 三才ブックス

まっぷる 京都・奈良 (まっぷるマガジン) 昭文社 昭文社

「ぐずぐず脳」をきっぱり治す! 黒川 伊保子 集英社

自分を操る超集中力 メンタリストDaiG0 かんき出版

クリエイティブ思考の邪魔リスト 瀬戸和信 朝日新聞出版

新着図書情報（抜粋）


