
 

  

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進「進みたい道がある 叶えたい夢がある」  

 

 

部活や勉強で忙しくしているみなさんですが、旅の本を読んでリラックスしてみ

ませんか？そして旅に興味がある人はぜひ出かけてみましょう。いつもとは違っ

た景色を見て新たな発見と出会うことができるかもしれません！ 

新 刊 本 の リ ス ト は 裏 へ 👉 

 

 

VOL.1（平成 29 年 5 月発行）鳥取中央育英高等学校図書館 

 

小論文ガイダンスで紹介された新書の推薦図書を図書館前に

展示しています。貸出できます！！(第一学習社推薦図書) 

                        

 

展示 2 

 

 

展示 3 

 

 

小蔵巧大先生のオススメ本 

『関先生が教える世界一わかりやすい英文法の授業』 

タイトルがその本の内容をしっかり表している！ 

★鳥取県高校生クイズのキャッチコピーを募集しています。 

図書館に応募用紙がありますので、ぜひ応募してください！ 

★としょかんラボ 第 2 回を 5/29 に予定しています 

テーマは「絵本と絵本の読み聞かせを学ぼう」です。 

入学式・始業式から 1 か月が過ぎました。本との出会いによって実りのある学校生活になるといいですね。 

現在、図書館を入った正面のコーナーにて部活動に関する本を展示しています。 

各種予選会や大会に向けて練習に励むみなさんに役立つ本があります。 

本を読み、心身を整えて本番で力を発揮してください！ 

昨年度 2.3年生に 

アンケートをとった結果 

人気が多かった雑誌です 

 

関正夫著/中経出版 

石橋昌暁先生のオススメ本 

『ホーンテッドキャンパス』大学が舞台の小説で、高校生

のみなさんが興味を持てるかもしれません。怖―い話な

ので、これからの暑い季節にぴったりの一冊です。 関正夫著/中経出版 



  

  

書名 著者 出版社

【文学・小説】

最後の医者は桜を見上げて君を想う 二宮敦人 ＴＯブックス
優しい死神の飼い方 「死神」シリーズ 知念 実希人 光文社
文豪図鑑 完全版──あの文豪の素顔がすべてわかる 自由国民社
鎌倉香房メモリーズ 5 阿部 暁子 集英社
桜のような僕の恋人 宇山佳佑 集英社
黒子のバスケ―Replace― 1.2 藤巻忠俊 集英社
その10文字を、僕は忘れない 持崎湯葉 集英社
二度めの夏、二度と会えない君 赤城大空 小学館
女王のポーカー: ダイヤのエースはそこにあるのか 維羽 裕介 新潮社
か「」く「」し「」ご「」と「 住野 よる 新潮社
有頂天家族　二代目の帰朝 森見登美彦 幻冬舎
ひきこもりの弟だった 葦舟 ナツ KADOKAWA
八月の終わりは、きっと世界の終わりに似ている。 天沢 夏月 KADOKAWA
86―エイティシックス― 安里 アサト KADOKAWA
ホーンテッド・キャンパス　白い椿と落ちにけり 櫛木 理宇 KADOKAWA
あやかしとおばんざい２　～ふたごの京都妖怪ごはん日記～ 仲町 六絵 KADOKAWA
櫻子さんの足下には死体が埋まっている　蝶の足跡 太田 紫織 KADOKAWA
ソードアート・オンライン19 ムーン・クレイドル 川原 礫 KADOKAWA
ビブリア古書堂の事件手帖7　～栞子さんと果てない舞台～ 三上 延 KADOKAWA
デート・ア・ライブ16　狂三リフレイン 橘 公司 KADOKAWA
心霊探偵八雲１０　魂の道標　/　ＡＮＯＴＨＥＲ　ＦＩＬＥＳ　亡霊の願い 神永 学 KADOKAWA 
探偵・日暮旅人の探し物 山口 幸三郎 KADOKAWA 
ロクでなし魔術講師と禁忌教典(アカシックレコード)1-4 羊太郎∥著 KADOKAWA
アリハラせんぱいと救えないやっかいさん 阿川 せんり KADOKAWA
異世界とチートな農園主4 浅野 明 アルファポリス
邪神に転生したら配下の魔王軍がさっそく滅亡しそうなんだが、どうすればい
いんだろうか

蝉川夏哉 ∥著 アルファポリス

ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち上・下 ランサム・リグズ 新潮社
君が教えてくれたのは、たくさんの奇跡でした。 姫亜。 スターツ出版
僕は何度でも、きみに初めての恋をする 沖田円 スターツ出版
勇気は、一瞬 後悔は、一生 0号室 ベストセラーズ
i(アイ) 西 加奈子 ポプラ社
「悩み部」の平和と、その限界。 (「5分後に意外な結末」シリーズ) 麻希 一樹 学研プラス
砂の塔　～知りすぎた隣人[下] 池田奈津子 幻冬舎
素敵な日本人 東野圭吾短編集 東野 圭吾 光文社
小説 映画 溺れるナイフ 松田 朱夏 講談社
小説 映画 ちはやふる 上の句・下の句 時海 結以 講談社
罪の声 塩田武士 講談社
時をかける眼鏡　眼鏡の帰還と姫王子の結婚 椹野道流 集英社
宝石商リチャード氏の謎鑑定 導きのラピスラズリ 辻村 七子 集英社
浮雲心霊奇譚　菩薩の理 神永学 集英社
星に願いを、そして手を。 青葉悠 集英社
鍵屋甘味処改 5 野良猫少女の卒業 梨沙 集英社オレンジ文庫
SING シング 澁谷 正子 小学館
天久鷹央の推理カルテV: 神秘のセラピスト 知念 実希人 新潮社
騎士団長殺し :第1-2部 村上 春樹 新潮社
いとみち 二の糸 越谷 オサム 新潮社
ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 映画オリジナル脚本版 J.K. ローリング 静山社
ノベライズ この世界の片隅に こうの史代; 蒔田陽平 双葉社
キセキ ―あの日のソビト― 小林雄次 朝日新聞出版
まく子 西加奈子 福音館書店
お宝探しが好きすぎて 山田 悠介 文芸社
幻庵 上・下 百田 尚樹 文藝春秋
国語、数学、理科、誘拐/漂流 青柳碧人 文藝春秋
がん消滅の罠 完全寛解の謎 (『このミス』大賞シリーズ) 岩木 一麻 宝島社



 

【スポーツ】

進学校、公立校でも勝てる! 甲子園強豪野球部の倒し方 オークラ出版
偏差値７０の甲子園　僕たちは文武両道で東大も目指す 松永多佳倫 竹書房
エース養成完全マニュアル―中高生にも分かりやすいワンランクアップ投手講座 浜田典宏 ベースボールマガジン社

その壁を越えろ! 〜彼らはどこを目指し、何と闘っているのか〜 加来 慶祐; 栗山 司; ほか ミライカナイ
逆境での闘い方 三浦 大輔 大和書房
青トレ　青学駅伝チームのスーパーストレッチ＆バランスボールトレーニング 原晋 徳間書店
力を引き出す　「ゆとり世代」の伸ばし方 原晋 講談社
なぜ日本の女子レスリングは強くなったのか 吉田沙保里と伊調馨 布施 鋼治 双葉社
最高の山ごはん ホシガラス山岳会 パイインターナショナル

南谷真鈴 冒険の書 LIVING WITH ADVENTURE 英訳付 南谷 真鈴 山と渓谷社
CLIMBING joy (クライミングジョイ) No.15 2016 山と溪谷社
ボルダリング 基本ムーブと攻略法 野口啓代 実業之日本社

【そのほか・一般書】

超カンタン けん玉教室 日本けん玉協会 金の星社
マンガで覚える 図解 将棋の基本 滋慶出版
教養としての10年代アニメ 町口 哲生 ポプラ社
お茶のすすめ: お気楽「茶道」ガイド 川口 澄子 WAVE出版
はじめての茶箱あそび 「自分だけのひと箱」の組みかた ふくいひろこ 世界文化社

吹部ノート2 オザワ部長 ベストセラーズ
サヨナラノオト ブラバンガールズの約束 オザワ部長 学研プラス
世界の民族音楽辞典/若林忠宏著 若林 忠宏 東京堂出版
楽器学入門 ―写真でわかる! 楽器の歴史― 守重 信郎 時事通信社
大英自然史博物館の《至宝》250 国立科学博物館
「はじめて茶会に招かれました。」 淡交社編集局 淡交社
いのちの車窓から 星野 源 KADOKAWA
パグゾウくんとシノブくん。 坂上忍 講談社
エネルギー早わかり 女子栄養大学出版部

毎日つくれる楽うまワンプレごはん―かんたん、時短、失敗なし。 竹書房
のっけ弁100 藤井 恵 主婦と生活社
60分で作れる!　ちぎりパン 荻山 和也 エイ出版社
ホットケーキミックスでちぎりパン 森崎 繭香 エイ出版社
からだに効く食べもの事典 田村 哲彦 主婦の友社
図説 空と雲の不思議 池田圭一 秀和システム
スタンフォード式　最高の睡眠 西野 精治 サンマーク出版
素数はなぜ人を惹きつけるのか 竹内薫 朝日新聞出版
ボクの彼女は発達障害２ 一緒に暮らして毎日ドタバタしてます！ くらげ; くらげ; 寺島 ヒロ 学研プラス
応仁の乱 - 戦国時代を生んだ大乱 呉座 勇一 中央公論新社
ゲッターズ飯田の運命を変える言葉/ゲッターズ飯田の運命の変え方 ゲッターズ飯田 ポプラ社
 幸せになる勇気―――自己啓発の源流「アドラー」の教えII 岸見 一郎 ダイヤモンド社
１０年後、君に仕事はあるのか？―――未来を生きるための「雇われる力」 藤原 和博 ダイヤモンド社

【進路】

商店街で働く人たち (しごと場見学!) 山下 久猛 ぺりかん社
カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタになるには (なるにはBOOKS) 安田 理 ぺりかん社
販売員・ファッションアドバイザーになるには (なるにはBOOKS) 浅野 恵子 ぺりかん社
気象予報士・予報官になるには (なるにはBOOKS) 金子 大輔 ぺりかん社
ドッグトレーナー・犬の訓練士になるには (なるにはBOOKS) 井上 こみち ぺりかん社
司書になるには (なるにはBOOKS) 森 智彦 ぺりかん社
自然保護レンジャーになるには (なるにはBOOKS) 須藤ナオミ; 藤原祥弘 ぺりかん社
動物園飼育員・水族館飼育員になるには (なるにはBOOKS) 高岡 昌江 ぺりかん社
歯科衛生士・歯科技工士になるには (なるにはBOOKS) 宇田川 廣美 ぺりかん社
パイロットになるには (なるにはBOOKS) 阿施 光南 ぺりかん社
朝日キーワード2018 朝日新聞出版
英検2級予想問題ドリル 新試験対応版 (旺文社英検書) 旺文社 旺文社
現代用語の基礎知識2017 内田樹/木村草太ほか 自由国民社
学生のレポート・論文作成トレーニング 改訂版: スキルを学ぶ21のワーク 実教出版


