
 

  

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「ガチ勉」 

 

スポーツ庁が企画した「スポーツで地域活性

化」シリーズが本校にも寄贈されました。これ

はスポーツ庁が、「スポーツで地域活性化」を

支える人材が輩出されるようにという希望を込

めて、地域活性化の取組を全国から 12 事例選

定し、わかりやすくマンガ化したものです。地

域とスポーツにについて考えることができま

す。ぜひ読んでみてくださいね！        

新 刊 本 の リ ス ト は 裏 へ 👉 
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図書館には勉強に役立つ本がたくさん

あります。本を勉強に役立ててくださ

い。 

「なるほど世界地理」、「マンガゼミナー

ル世界史」「やさしい高校数学」「カゲロ

ウデイズで高校英単語」「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」「学年ビリのギャルが１年で偏差

値を４０上げて慶應大学に現役合格し

た話」などの本を展示中 

 

展示 2 「育英祭」を最高のものに 

 

 

展示 3 「スポーツで地域活性化」シリーズ 

 

 

関淳一先生のオススメ本 

福岡伸一『動的平衡』 

自分の価値観が変わります。

物事を捉える観点が面白か

ったです。 

期末考査が終わるといよいよ育英祭です。 

図書館などでいろいろな情報を集めて 

知恵を出し合いましょう！調べたことを 

各クラスの出し物などに役立ててください。 

「文化祭企画アイディア辞典」「屋台」 

「バルーンアート」などの本を展示中 

木楽舎 

谷繁朱美先生のオススメ本 

ユン・チアン『ワイルド・スワン』 

中国人女性作家ユン・チアンに

よる自伝的ノンフィクション。読み

出したらとまらない、一気に読ん

でしまいます。 

文芸春秋  

講談社 

青木洋先生のオススメ本 

長友佑都『日本男児』 

世界で活躍している長友選手が

どのような人生をここまで歩んで

きたかが分かる一冊です。長友

選手のサッカーへの熱い思いが

書かれていてアスリートとしての

生き方が分かります。 

小原裕司先生のオススメ本 

夢枕獏『陰陽師』  

安倍晴明が大好きです。 

ポプラ社  



   

★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 3 回を 6/30 に予定しています。テーマは「帯づくり」です。本の帯を作ってみましょう。 

7 月 7 日の七夕に向けて、短冊づくりも予定しています。願い事を図書館で考えましょう！ 

書名 著者 出版社

【文学・小説】

掟上今日子の裏表紙 忘却探偵 西尾維新 講談社
ずっと一緒にいられますように。 楠本Family KADOKAWA
四十七大戦　1 (アース・スターコミックス) 一二三 アース・スター エンターテイメント

ちはやふる（３４） 末次由紀 講談社
映画ノベライズ 帝一の國 (JUMP j BOOKS) 古屋 兎丸 集英社
時をかける眼鏡 華燭の典と妖精の涙 椹野 道流 集英社
世界、それはすべて君のせい くらゆい あゆ 集英社
ハイキュー!! ショーセツバン!! VIII (JUMP j BOOKS) 古舘 春一 集英社
劇場 又吉 直樹 新潮社
みみずくは黄昏に飛びたつ―川上未映子訊く／村上春樹語る― 川上未映子 新潮社
そして、君のいない九月がくる 天沢 夏月 KADOKAWA
拝啓、十年後の君へ。 天沢 夏月 KADOKAWA
鎌倉香房メモリーズ 5 阿部 暁子 集英社
女王のポーカー 維羽 裕介 新潮社
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
桜のような僕の恋人 宇山佳佑 集英社
さようなら竜生、こんにちは人生 永島 ひろあき アルファポリス
本を守ろうとする猫の話 夏川 草介 小学館
リーチ先生 原田マハ 集英社
ある日、爆弾がおちてきて 古橋 秀之 KADOKAWA
君は月夜に光り輝く 佐野 徹夜 KADOKAWA
その10文字を、僕は忘れない 持崎湯葉 集英社
ひとり吹奏楽部　ハルチカ番外篇 初野 晴 KADOKAWA
ラブ・ミー・テンダー 東京バンドワゴン 小路 幸也 集英社
有頂天家族　二代目の帰朝 森見登美彦 幻冬舎
名探偵コナン から紅の恋歌 水稀 しま 小学館
西川麻子は地球儀を回す。 青柳碧人 文藝春秋
二度めの夏、二度と会えない君 赤城大空 小学館
コーヒーが冷めないうちに 川口 俊和 サンマーク出版
帝国宇宙軍1-領宙侵犯- (ハヤカワ文庫JA) 佐藤大輔 早川書房
優しい死神の飼い方 「死神」シリーズ 知念 実希人 光文社
全力片想い 田崎 くるみ スターツ出版
さらば愛しき魔法使い 東川篤哉 文藝春秋
黒子のバスケ―Replace II― 藤巻忠俊 集英社
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
ヒーローズ(株)！！！ 北川 恵海 KADOKAWA
続・ヒーローズ(株)!!! 北川 恵海 KADOKAWA
ジャバウォック II　～真田冥忍帖～ 友野 詳 KADOKAWA
憧れの作家は人間じゃありませんでした 澤村 御影 KADOKAWA
文豪ストレイドッグス 公式国語便覧 佐柄 みずき KADOKAWA
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
自閉症のうた 東田 直樹 KADOKAWA 

【スポーツ】

基本から戦術までよくわかる女子バスケットボール 実業之日本社
最新版 一流選手が教える女子バスケットボール 西東社
スポーツで地域活性化1-12 スポーツ庁
高校サッカー―強豪チームが必勝練習法を公開! ベースボールマガジン社

高校サッカー「強豪・名門校の系譜」 ベースボールマガジン社

高校サッカー「ヒーロー伝説」 ベースボールマガジン社

高校サッカー「不滅の名勝負」 ベースボールマガジン社

学校へ行けなかった私が「あの花」「ここさけ」を書くまで 岡田麿里 文藝春秋
国立科学博物館のひみつ 地球館探検編 成毛 眞 ブックマン社
最新! ピッチングの科学 (洋泉社MOOK) 川村卓 洋泉社
最新! バッティングの科学 (洋泉社MOOK) 洋泉社
ランニングする前に読む本　最短で結果を出す科学的トレーニング 田中宏暁 講談社

【そのほか・一般書】

トランプ大統領就任演説 CD BOOK ゴマブックス
オバマ大統領退任演説 CD BOOK ゴマブックス
学校では教えてくれない！　国語辞典の遊び方 サンキュータツオ KADOKAWA
海外ドラマはたった350の単語でできている Ｃｏｚｙ 西東社
CD付 ディズニーの英語[コレクション16 モアナと伝説の海] KADOKAWA
英語シナリオで楽しむ[美女と野獣] 高橋 基治 学研プラス
神様に愛される一杯の「お茶」習慣──人生が変わる二十一日間のメソッド こが みのり 自由国民社
キッチハイク! 突撃! 世界の晩ごはん 山本 雅也 集英社
あふれる元気! しらせの絶品力めし 日東書院本社
syunkonカフェごはん 4 (e-MOOK) 山本 ゆり 宝島社
syunkonカフェごはん 5 (e-MOOK) 山本 ゆり 宝島社
syunkonカフェごはん 6 (e-MOOK) 山本 ゆり 宝島社
ゼロからはじめる生命のトリセツ 長沼 毅 KADOKAWA
糖尿病食事療法のための食品交換表　第7版 文光堂
精神科ナースになったわけ (コミックエッセイの森) 水谷緑 イースト・プレス
のほほん解剖生理学 玉先生 永岡書店
仕事&生活の「困った! 」がなくなる マンガでわかる 私って、ADHD脳!? 司馬理英子 大和出版
生産性―――マッキンゼーが組織と人材に求め続けるもの 伊賀 泰代 ダイヤモンド社
学校では教えてくれない大切なこと１整理整頓 旺文社
うつヌケ　うつトンネルを抜けた人たち 田中 圭一 KADOKAWA
熊本地震 熊本日日新聞社 熊本日日新聞社
まんが日本の歴史1-15 KADOKAWA
増補改訂 新版 山陰旅行 クラフト+食めぐり マイナビ出版

【進路】

女子の給料&職業図鑑 給料BANK 宝島社
大合格 参考書じゃなくオレに聞け! 中田 敦彦 KADOKAWA


