
 

  

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、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。 

 

 

 

 

 

展示 1卒業式目前！ 

 

 

最近、ネットやスマホの誤った利用方法でトラブルに巻き込まれる生徒が増加

しています。 

ネットでのいじめ・ソーシャルゲームの依存・ＳＮＳでの友人関係トラブル・

高額な利用料請求など・・・。ネットやスマホのトラブルの対処方法や家庭で

のルールなどについてわかりやすく書いてある本や資料を展示していますの

で、ネット・スマホの正しい利用方法について考えてみましょう。 

新 刊 本 の リ ス ト は 裏 へ 👉 
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2017 年を迎え、あっという間に 2 月も過ぎようとしています。 

3 月に入るといよいよ卒業式です。 

3 年生へ感謝の気持ちを込めて、花やメッセージカードを贈ってみませんか？ 

                        メッセージ作りに役立つ本 

花言葉の本 

イラストの書き方の本 

ラッピングの本 

スクッラプ・コラージュの本 

     など 

 
展示 2 

 

 

展示 3 

 

 

先 月 に 引

き続きスイ

ーツ＆チョ

コレー ト の

本 を 展 示

中です。 

★3 年生で本を返却していない生徒が数名います。 

卒業式までに必ずすべての本を返却してください。 

★1、2 年生も返却期限を過ぎている人がいます。 

全員がルールを守って学校図書館を快適に利用しましょう。 
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2016 年 12 月 22 日に県内中部の高校の図書委員

による交流会が行われ、各学校の活動報告などを行

いました。おすすめ本の紹介では、共通の本の話で

盛り上がるなど、他校の生徒と楽しくコミュニケーショ

ンをとり、情報交換をすることができました。 

おすすめの本を見る 

図書委員 



 

書名 著者 出版社

【文学・小説】

十二人の死にたい子どもたち 冲方丁 文藝春秋
四月になれば彼女は 川村元気 文藝春秋
僕が愛したすべての君へ 乙野 四方字 早川書房
君を愛したひとりの僕へ 乙野 四方字 早川書房
よるのばけもの 住野 よる 双葉社
土の記(上)(下) 高村 薫 新潮社
吾輩も猫である 赤川 次郎; 新井 素子; 石田 衣良; ほか 新潮社
小説　銀の匙　Silver Spoon 百瀬しのぶ 小学館
鎌倉香房メモリーズ1-4 阿部暁子 集英社
脇坂副署長の長い一日 真保 裕一 集英社
宝石商リチャード氏の謎鑑定 1-3 辻村 七子 集英社
木もれ日を縫う 谷 瑞恵 集英社
映画ノベライズ DEATH NOTE Light up the NEW world 大場 つぐみ; 小畑 健 集英社
探偵部への挑戦状 放課後はミステリーとともに 東川篤哉 実業之日本社
雪煙チェイス 東野圭吾 実業之日本社
デボラ、眠っているのか？ 森博嗣 講談社
三軒茶屋星座館 春のカリスト/夏のキグナス 柴崎 竜人 講談社
悲衛伝 伝説 西尾維新 講談社
結物語 西尾維新 講談社
友達いらない同盟 園生凪 講談社
かくて飛竜は涙を流す　Ｔｈｅ　Ｄｒａｇｏｎｓ’　Ｔｅａｒ 五月猫文 講談社
蜜蜂と遠雷 恩田陸 幻冬舎
きみの言い訳は最高の芸術 最果タヒ 河出書房新社
からくさ図書館来客簿 第五集　～冥官・小野篁と剣鳴る秋～ 仲町 六絵 KADOKAWA 
君が電話をかけていた場所 三秋 縋 KADOKAWA 
名もなき風たち　サッカーボーイズＵ-16 はらだ みずき KADOKAWA 
遺跡発掘師は笑わない左手/右手 桑原 水菜 KADOKAWA 
ジャバウォック　～真田邪忍帖～ 友野 詳 KADOKAWA 
バースデーカード 吉田 康弘 KADOKAWA 
いまさら翼といわれても 米澤 穂信 KADOKAWA
絶対城先輩の妖怪学講座 峰守 ひろかず KADOKAWA
東京バルがゆく 会社をやめて相棒と店やってます 似鳥 航一 KADOKAWA
天然石ねこまち堂は坂の上 水沢 あきと KADOKAWA
くりかえす桜の下で君と 周防 ツカサ KADOKAWA
更級日記 平安時代の元祖文系オタク女子の日記 清水 康代 双葉社
『暮しの手帖』と花森安治の素顔 河津 一哉 論創社

【スポーツ】

直撃　本田圭佑 木崎伸也 文藝春秋
101年目の高校野球「いまどき世代」の力を引き出す監督たち 大利実; 大利実 インプレス
This is 野球 走攻守の考え方 大田川 茂樹 舵社
ラグビー日本代表ヘッドコーチ エディー・ジョーンズとの対話　コーチングとは
「信じること」

生島 淳 文藝春秋

スポーツのちから:地域をかえるソーシャルイノベーションの実践 松橋 崇史 慶應義塾大学出版会

スポめし 賢く食べて結果を出す! 細野恵美 朝日新聞出版
高校野球は頭脳が9割 新装版 後原 富 東邦出版
Hello,light. ~loundraw art works~ loundraw 双葉社
コーチのためのジュニアサッカー 指導法と練習メニュー 池田書店
リアル×リオパラリンピック ~井上雄彦、熱狂のリオへ~ 集英社
実践テクを極める! ボルダリングレベルアップのコツ メイツ出版

【そのほか・一般書】

CNNニュース・リスニング2016[秋冬] CNN English Express編 朝日出版社
ちはやふる（３３）（３２） 末次由紀 講談社
マンガでわかる「西洋絵画」の見かた まつおか たかこ 誠文堂新光社
直島から瀬戸内国際芸術祭へ─美術が地域を変えた 福武 總一郎 現代企画室
観光立国の正体 藻谷 浩介; 山田 桂一郎 新潮社
ＵＳＪを劇的に変えた、たった１つの考え方　せるマーケティング入門 森岡 毅 KADOKAWA 
スープごはんと煮込みごはん 星野 奈々子 エイ出版社
重ねるだけでおいしい スコップケーキ 西山 朗子 池田書店
イケアのベストアイテム (TJMOOK) 宝島社
おうち鍋の決定版 今夜はこの鍋で決まり! 藤野嘉子 家の光協会
バターを使わない。クッキー/マフィン/チーズケーキ 高吉 洋江 主婦と生活社
生物系のためのやさしい基礎統計学 藤川 浩 講談社
アクティブ・ラーニングの授業づくりアイデアブック 瀧沢 広人 明治図書出版
アクティブ・ラーニングの視点で活用する学校図書館 桑田てるみ 全国学校図書館協議会

Q&A 英語授業に悩んだら読む本 大塚 謙二 学陽書房
英語で行う英語授業のルール&活動アイデア 胡子 美由紀 明治図書出版
英語授業ルール＆活動アイデア35 胡子 美由紀 明治図書出版
古市くん、社会学を学び直しなさい! 古市 憲寿 光文社
げんきな日本論 橋爪大三郎 講談社
ワークで覚える小論文頻出テーマジャンル別キーワード92 近藤 千洋 桐原書店
町の未来をこの手でつくる　紫波町オガールプロジェクト 猪谷千香 幻冬舎
日本国勢図会〈2016/17〉―日本がわかるデータブック 矢野恒太記念会
最後の秘境　東京藝大―天才たちのカオスな日常― 二宮 敦人 新潮社
今がわかる時代がわかる世界地図 2017年版 成美堂出版
今がわかる時代がわかる日本地図 2017年版 成美堂出版
思わずほっこり・親LINE マイウェイ出版


