
 

VOL.2（平成 28年 8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。 

 

 

夏休み号 
 

 

 

 

 

図書委員会・企画担当が選んだおすすめの表紙の本の展示を図書

館前のロビーで行っています。 

 

 

～ジャケ借りのススメ～ 6月から展示中 

 

 

本を選ぶときに、思わず手

に取ってしまうような素敵

な表紙の本があります。 

図書委員が本の装丁やデザ

インに注目して本を選びま

した。 

ぜひ借りてください。 

～図書委員会・記事担当からのメッセージ～  

 

 

 

『カゲロウデイズ-in the daze-』作：じん(自然の敵 P) 絵：しづ 

―8 月 14 日と 15 日の長い長い物語－やけにうるさい蝉の声。真夏日のある日、少年少女たち

を巻き込んだ一つの事件。その事件を中心に、様々な視点が絡み合っていく…。読んで『目』を奪

われること間違いナシ！！                               （図書委員 Ｙ・Ｎ

さん） 

 

 
『マリアビートル』作：伊坂幸太朗 

幼い息子の仇討ちを企てる、元殺し屋「木村」。優等生面だが裏の顔を持つ中学生「王子」。闇社

会の大物から依頼を受けた、二人組「蜜柑」と「檸檬」。気弱な殺し屋「天道虫」。すべては東北新

幹線の車内で起きる！前作 『グラスホッパー 』 とつながる娯楽小説の到達点 !                               

（図書委員 Ｔ・Ｎさん） 

 

 



 

書名 著者 出版社

【文学・小説】

また、同じ夢を見ていた  住野 よる  双葉社

異世界チートな農園主　２ 浅野明 アルファポリス

さよならを待つふたりのために ジョン・グリーン 岩波書店

ゴースト・ボーイ マーティン・ピストリウス PHP研究所

彼女は一人で歩くのか? 森博嗣 講談社

はるひのの、はる 加納 朋子 幻冬舎

ホーンテッド・キャンパス 春でおぼろで桜月 櫛木 理宇 KADOKAWA

日本語を作った男 上田万年とその時代 山口 謠司 集英社インターナショナル

ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード 小路 幸也 集英社

イン・ザ・ヘブン 新井 素子 新潮社

遊園地に行こう! 真保 裕一 講談社 

小説 進撃の巨人 LOST GIRLS 瀬古 浩司 講談社

掟上今日子の婚姻届 忘却探偵 西尾 維新 講談社

一瞬でやる気を引き出す38のスイッチソング 斉藤 迅 文響社

函館天球珈琲館 無愛想な店主は店をあけない 相羽 鈴 集英社

卯月の雪のレター・レター 相沢 沙呼 東京創元社

文豪ストレイドッグス 探偵社設立秘話 朝霧 カフカ KADOKAWA

告白予行練習 藤谷 燈子 KADOKAWA

カエルの楽園 百田尚樹 新潮社

米原万里ベストエッセイ 米原 万里 KADOKAWA/角川学芸出版

「悩み部」の焦燥と、その暗躍。 麻希 一樹 学研プラス

【一般書】

いちばんやさしい手相入門 浅野八郎 ナツメ社

考え方ひとつで人生は変わる 稲盛 和夫 PHP研究所

スティーブ・ジョブズ 夢をさがし続けよう 桑原 晃弥 PHP研究所

嫌われる勇気 岸見 一郎 ダイヤモンド社

天才 石原 慎太郎 幻冬舎

自由自在 歴史人物・できごと新事典 歴史教育研究会 受験研究社

池上彰のこれが「世界を動かすパワー」だ! 池上 彰 文藝春秋

目で見る栄養―食べ物が作るわたしたちの体 さえら書房

おいしい数学――証明の味はパイの味 ジム・ヘンリー 岩波書店

ひらめき! 食べもの加工 おもしろ実験アイデアブック 岡本靖史 農山漁村文化協会

だまされたと思って試してほしい料理の新常識 水島弘史 宝島社

野菜いためは弱火でつくりなさい 水島弘史 青春出版社

早わかり目でみる食品&食材成分事典 ファストフード 主婦の友社

ジョコビッチの生まれ変わる食事 ノバク・ジョコビッチ 三五館

街角図鑑 三土 たつお 実業之日本社

すごいぞ! オリンピックパラリンピックの大記録 講談社

SATELLITE (サテライト) 佐藤 健寿 朝日新聞出版

スティックおにぎり100 宮沢 史絵 講談社

【スポーツ】

残心 飯尾 篤史 講談社

セッター思考 竹下 佳江 PHP研究所

サッカースペイン流 ヨコの展開力 池田書店

健大高崎式 驚異の走塁術&トレーニング 青柳 博文 ベースボールマガジン社

リーダー論 高橋 みなみ 講談社

速くなる体幹トレーニングBCT 原健介 ベースボール・マガジン社

ラグビー日本代表を変えた「心の鍛え方」 荒木香織  講談社 

【勉強法・受験読み物】

高3秋まで部活バカだったのに早稲田に合格したケイコと模試でE判定しか取れな
かったのに慶応に合格したマナブが痛感した、現役合格するためにいちばん大切
なのに、99%の受験生がギリギリまで気づかないこと。

早大生ケイコと慶大生マナブ 泰文堂

アイドル受験戦記 SKE48をやめた私が数学0点から偏差値69の国立大学に入るまで  菅 なな子 文藝春秋

京大首席合格者が教える 「やる気」と「集中力」が出る勉強法 粂原 圭太郎 二見書房

逆算式勉強法なら偏差値40でも医学部に入れます 松原 好之; 講談社

日本人が一生使える勉強法 竹田 恒泰 PHP研究所 

【授業・学校サポート】

神ノート職人みいこの 化学基礎と生物基礎のまとめノート みいこ KADOKAWA

高校とってもやさしい化学基礎 柿澤 壽 旺文社

高校とってもやさしい生物基礎 真柳 仁; 真柳仁 旺文社

やさしい高校数学　数3 きさらぎ ひろし 学研教育出版

数学の勉強法をはじめからていねいに ナガセ

物理の勉強法をはじめからていねいに 宮内 舞子 ナガセ

寝る前5分暗記ブック高校化学基礎 学研プラス

TOEIC TEST 模試特急 新形式対策 森田 鉄也; Karl Rosvold 朝日新聞出版

英語で読む宮沢賢治短編集 宮沢 賢治 IBCパブリッシング

授業が変わる! 英語教師のためのアクティブ・ラーニングガイドブック 上山 晋平 明治図書出版

速読み 英文フレーズ 青柳良太; 山田暢彦 学研マーケティング

世界の英語ができるまで  唐澤一友  亜紀書房

岡本梨奈の1冊読むだけで古文の読み方&解き方が面白いほど身につく本 岡本 梨奈 KADOKAWA

読んで見て覚える重要古文単語315 武田 博幸 桐原書店

ここがポイント! 学校救急処置: 基本・実例、子どものなぜに答える 全養サ書籍編集委員会 農山漁村文化協会

新着図書情報（抜粋）


