
 

  

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。 

 

 

冬休み前号 

 

 

 

16 日の終業式を終えると、いよいよ冬休みです。 

現在、貸出期間の延長をおこなっています。 

今借りると 1 月 10 日まで貸出できますので、 

ぜひ図書館の本を借りて長い休みの間に 

本を読んで過ごしてみてください。 

冬休みあけ 1 月 10 日まで貸出できます！ 

 

 

この冬を楽しもう！ 

しっかりたべて！うごいて！まなんで！ 

本を探しています！！ 

1、スイミングマガジン 2016 年 2 月号 

2、奇跡のトレーニング 

3、93 番目のキミ 

心当たりのある人は図書館まで 

新 刊 本 の リ ス ト は 裏 へ 👉 

 

 

今年も残すところあと 1 か月。この 1 年、様々な事件・災害などが起こりまし

た。2016 年を振り返り、時事問題に目を向け、今後の進路に役立ててくださ

い。（展示内容：4 月 熊本地震 5 月オバマ大統領広島訪問 など） 

 

 

 

なべ 

おせち 

あみもの 

断捨離・掃除 

箱根駅伝 

スキー 

室内トレーニング 

大阪ＵＳＪ 

ひとり暮らし 

1 年生からの進路 

高 2 からの受験合格必勝法 

クリスマス 

などなど 

 

 

鳥取県内の高校司書が 1 年間に

出版された本の中から「誰かに渡

したい本」を選びました。 

 

大賞作品はヨシタケシンスケ 

「このあとどうしちゃおう」でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

おじいちゃんは、しぬのがこわかったのかな。たのしみだっ

たのかな。しんだおじいちゃんのノートをひらいてみると

…。死んだあとのこと、生きている間に考えてみよう。 
 

2位 

羊と鋼の森 

3位 夜を乗り越える 4位 翻訳できない世界のことば 

リメンバー2016 2016 年を振り返る  

～申から酉へ～ 

 

延滞本は至急返却を！ 

本の返却を忘れていま

せんか？ 

延滞者は今年中に返却 

してください！ 
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書名 著者 出版社

【文学・小説】

車夫 いとう みく 小峰書店

夜行 森見登美彦 小学館

虹を待つ彼女 逸木 裕 KADOKAWA

バベル九朔　 万城目 学 KADOKAWA

怪盗探偵山猫　月下の三猿 神永 学 KADOKAWA

猫と金髪としあわせの湯 美月 りん KADOKAWA

デュラララ!!×博多豚骨ラーメンズ 木崎 ちあき KADOKAWA

幸せの青い贈りもの 成田 名璃子 KADOKAWA

キノの旅19-20　 時雨沢 恵一 KADOKAWA

黄金の烏 八咫烏シリーズ 阿部智里 文藝春秋

空への助走 福蜂工業高校運動部 壁井 ユカコ 集英社

VS.こち亀 こちら葛飾区亀有公園前派出所ノベライズアンソロジー 秋本 治 集英社

文豪ストレイドッグス　５５Ｍｉｎｕｔｅｓ 朝霧 カフカ KADOKAWA

珈琲店タレーランの事件簿 5 岡崎 琢磨 宝島社

君と時計と雛の嘘　第四幕 綾崎隼 講談社

ハイキュー!! ショーセツバン!! VI 疾れ！ 古舘春一 集英社

蜘蛛ですが、なにか？ 2 馬場 翁 KADOKAWA

ツバキ文具店 小川 糸 幻冬舎

オーバーロード3から11 丸山くがね KADOKAWA/エンターブレイン

押絵と旅する美少年 西尾維新 講談社

漱石のことば 姜尚中 集英社

村上春樹はノーベル賞をとれるのか？ 川村 湊 光文社

【スポーツ】

Be Ready 準備は自分を裏切らない 読売巨人軍 鈴木 尚広 扶桑社

hangtime(ハングタイム):（バスケ） 芸文社

B.LEAGUE完全ガイド（バスケ） コスミック出版

いちばんうまくなる! バドミントンの新しい教科書 竹俣 明 日本文芸社

超攻撃型ー水球日本代表 ポセイドンジャパンの挑戦 大本洋嗣 叢文社

バレーボール 実戦力を高めるドリル (身になる練習法) 坂本 将康 ベースボールマガジン社

永久保存版 黒田博樹 200勝の軌跡 黒田 博樹 ワニブックス

テニス ジュニアのトレーニング・メニュー 井上 正之 日本文芸社

2時間で走る:フルマラソンの歴史と「サブ2」への挑戦 エド・シーサ 河出書房新社

体幹×呼吸トレーニング 呼吸から体のコアを変える! 朝日新聞出版

リオデジャネイロパラリンピック2016報道写真集 共同通信社

リオデジャネイロ・オリンピック 勇気を与えてくれるメダリストの言葉 ゴマブックス

マウンテンスポーツマガジン VOL.6 トレイルラン 山と溪谷社; 山と渓谷社

スペイン流2大テクニック 運ぶドリブル&抜くドリブルをマスターす
る本 新版

マイナビ出版

新着図書情報（抜粋）



 

【進路・学習・学校サポート】

高大接続改革 山内太地 筑摩書房

LDの子の読み書き支援がわかる本 講談社

脳いきいき! 楽しい介護レクリエーション 富永雅美 池田書店

自衛官になる本2017-2018 古澤誠一郎; 菊池雅之 イカロス出版

消防官になる本2017-2018 イカロス出版

新・単位がわかると物理がわかる 和田 純夫 ベレ出版

「物理・化学」の法則・原理・公式がまとめてわかる事典 涌井 貞美 ベレ出版

「数学」の公式・定理・決まりごとがまとめてわかる事典 涌井 良幸 ベレ出版

数学する身体; 数学する身体 森田 真生 新潮社; 新潮社

英語は３語で伝わります 中山 裕木子 ダイヤモンド社; ダイヤモンド社

イギリスの小学校教科書で楽しく英語を学ぶ 古川 昭夫; 宮下 いづみ 小学館

大学入試 世界一わかりやすい英語の勉強法 関 正生 KADOKAWA

満点ゲットシリーズ ちびまる子ちゃんの続四字熟語教室 川嶋 優; さくらももこ 集英社

小学生のまんが四字熟語辞典 改訂版 学研プラス

ことわざ・四字熟語新辞典―小学自由自在 朝倉孝之; 深谷圭助 増進堂・受験研究社

まちづくりの仕事ガイドブック:まちの未来をつくる63の働き方 饗庭 伸 学芸出版社

ポートランド 世界で一番住みたい街をつくる 山崎 満広 学芸出版社

【一般書】

はじめての人工知能 Excelで体験しながら学ぶAI 淺井登 翔泳社

ギネス世界記録2017 KADOKAWA

寿命図鑑 生き物から宇宙まで万物の寿命をあつめた図鑑 いろは出版

人生はワンモアチャンス！ 水野敬也 ミズノオフィス; 文響社

好きでいて カフカ セブン&アイ出版

+1cm(プラスイッセンチ)たった1cmの差があなたの世界を
がらりと変える

キム・ウンジュ 文響社

「いつも誰かに振り回される」が一瞬で変わる方法 大嶋 信頼 すばる舎

るるぶ鳥取 大山 蒜山高原 水木しげるロード’17 JTBパブリッシング JTBパブリッシング

るるぶ横浜 鎌倉 中華街'17 ジェイティビィパブリッシング

世界の絶景　教会＆寺院 学研プラス; 学研パブリッシング

誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース創元社

世界のクジラ・イルカ百科図鑑 アナリサ・ベルタ 河出書房新社

死ぬまでに見ておくべき100の建築 マガジンハウス

スープ、ポタージュ、チャウダーBEST200 エイ出版社

世界一やさしい！栄養素図鑑 松本 麻希 新星出版社

手軽に、自宅で、食べて勝つ! アスリートフード実践BOOK 株式会社 アスリートフードマイスター幻冬舎

あの人のおうち餃子 柴田書店

知りたい分かりたい人の体験する機械学習 高橋佑幸 リックテレコム; リックテレコム

コンピューター&テクノロジー解体新書 ビジュアル版 ロン・ホワイト SBクリエイティブ

ラブほお袋 辰巳出版

家族で地方移住、はじめました。 洋泉社

きょうの猫村さん9 ほし よりこ マガジンハウス

しんさいニート カトーコーキ イースト・プレス; イースト・プレス

ピーターラビットのすべて: ビアトリクス・ポターと英国を旅する 辻丸 純一 小学館

翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース創元社

このあと どうしちゃおう ヨシタケ シンスケ ブロンズ新社


