
 

  

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「地域探究」2017 

 

がんばれ！鳥取中央育英高校野球部！！ 

7 月 15 日（土）から全国高校野球選手権

鳥取大会が米子のどらやきドラマチックパ

ークで開催されます。本校の野球部は 15

日の 14 時 50 分から、日野高校と対戦予

定です。高校野球や、甲子園に関連する本

を展示しています。 関連の新聞記事も掲

示しています。来てみてくださいね。 

新 刊 本 の リ ス ト は 裏 へ 👉 
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2 年生は地域探究のフィールドワークが

活発になってきました。地域づくりに関

する本を展示しています。日本や鳥取

の地域活性化について考えてみよう！ 

「ＴＵＲＮＳ（人生を変えた移住）」「季刊

地域（田舎でのパンとピザの可能性）」

「まちづくりの仕事ガイドブック」「ローマ

法王に米を食べさせた男」「家族で地

方移住、始めました」「町の未来をこの

手でつくる」など 

展示 2 「ＹＡ           

 

 

展示 3 「高校野球・甲子園フェア」 

 

 

齋尾先生のオススメ本 

小川洋子『博士の愛した数式』

話の中で数学の楽しさや人の

優しさにふれることができます。 

YA とはアメリカで 13 歳から 19 歳の 

世代の人たちに対して使われる言葉で 

「若いおとな」という意味です。 

高校生のみなさんにおすすめの本を展示して 

います。夏休みに読んでみませんか？ 

新潮社 

田端先生のオススメ本 

桜井進『感動する！数学』 

生活の中にある数学について、

その奥深さに触れてみよう。 

文芸春秋  

ＰＨＰ 

倉恒先生のオススメ本 

内田百閒『御馳走帖』 内田百閒の

「食」にまつわるエピソードがただひた

すらに綴られただけの本ですが、どこ

かなつかしくて、あたたかくて、「早く帰

ってお母さんのあったかいご飯が食べ

たいなあ…！」という気持ちにさせてく

れる本なのでとても大好きです。 

河井先生のオススメ本 

エラ・フランシス・サンダース『誰も知らない世界

のことわざ』世界のユニーク 

なことわざを感性あふれる 

文と絵で紹介した本。 

異文化に興味のある人や、 

おだやかな気持ちになりたい 

人にはおすすめです。 

中央公論社  

読みたい人は図書館まで来てください！  



    

★夏休み前のため、長期貸出を行っています。今貸出すると、8 月 25 日（夏休み明け）まで貸出できます。 

★貸出の本を延滞している生徒は至急返却してください。 

 書名 著者 出版社

【文学・小説】

いつか別れる。でもそれは今日ではない F KADOKAWA 
365日、君をずっと想うから。 SELEN スターツ出版
ロミオとジュリエット (シェイクスピア名作コレクション) ウィリアム シェイクスピア 汐文社
5分後に驚愕のどんでん返し /戦慄のラスト/涙のラスト エブリスタ編 エブリスタ; 河出書房新社

世界一のランナー エリザベス レアード 評論社
世界、それはすべて君のせい くらゆい あゆ 集英社
ダークタワー Ｉ　ガンスリンガー<ダークタワー> スティーヴン・キング KADOKAWA
新訳　ジキル博士とハイド氏 スティーヴンソン KADOKAWA
ゴールドフィンチ　１ ドナ・タート 河出書房新社
風の名前 1 -2 パトリック ロスファス 早川書房
そして、アリスはいなくなった ひずき 優 集英社
恋愛トラブル・ストーカー みうら かれん 金の星社
幸福な王子/柘榴の家 ワイルド 光文社
黒猫王子の喫茶店　お客様は猫様です 高橋 由太 KADOKAWA
僕はもう憑かれたよ 七尾 与史 宝島社
君の膵臓をたべたい 住野よる 双葉社
ダマシ×ダマシ Ｘシリーズ 森博嗣 講談社
小説　ひるね姫　～知らないワタシの物語～ 神山 健治 KADOKAWA
人類最強のときめき 西尾維新 講談社
Ｄ坂の美少年 西尾維新 講談社; 講談社
獣 太宰治・宮沢賢治ほか 太宰治; 宮沢賢治 汐文社
櫻子さんの足下には死体が埋まっている 八月のまぼろし 太田 紫織 KADOKAWA
屋上のテロリスト 知念 実希人 光文社
おまえのすべてが燃え上がる 竹宮 ゆゆこ 新潮社
思春期テレパス 天沢 夏月 KADOKAWA
ドラえもん はじめての論語 藤子・F・不二雄 小学館
七色バス 眠空 KADOKAWA

【絵本】

たこやきのたこさぶろう 長谷川 義史 小学館
ドリー、泳ぎつづけてごらん ディズニー 講談社
りゆうがあります ヨシタケ シンスケ PHP研究所
とんでもない 鈴木 のりたけ アリス館
ねないこだれだ (いやだいやだの絵本) せな けいこ 福音館書店
まあちゃんの すてきなエプロン (こどものとも絵本) たかどの ほうこ 福音館書店
めっきらもっきら どおんどん (こどものとも傑作集) 長谷川 摂子 福音館書店

【スポーツ】

弱くても勝てる 強くても負ける 石浦外喜義 幻冬舎
〈１０秒００の壁〉を破れ！　陸上男子１００ｍ 高野祐太 講談社

アシックス (見学!日本の大企業) ほるぷ出版

エリートの倒し方――天才じゃなくても世界一になれた僕の思考術50 里崎智也 飛鳥新社
チームでつかんだ栄光のメダル―陸上男子400mリレー 汐文社
トラック走を極める! 陸上競技 中長距離 メイツ出版
ゆとりの美学。 力を抜くこと、サボることを恐れない 前田健太 幻冬舎
逆転力 ~ピンチを待て~ (講談社 MOOK) 指原莉乃(HKT48) 講談社
個の力がUPする 野手実戦メソッド 池田書店
差がつく練習法 ソフトテニス―高田商業の勝負強さを磨く練習法 前後衛編 紙森 隆弘 ベースボールマガジン社

耳の聞こえないメジャーリーガー ウィリアム・ホイ ナンシー チャーニン 光村教育図書

【そのほか・一般書】

学校図書館のアイデア&テクニック 秋田倫子 少年写真新聞社
マンガでわかる ビブリオバトルに挑戦! 谷口 忠大 さ・え・ら書房
大人になるまでに学びたい 夢・情熱・好奇心の育て方 マンガ世界の偉人1 水谷フーカ 朝日新聞出版
ビジュアル版 近代日本移民の歴史〈1〉南アメリカ~ブラジル 汐文社
最新基本地図 2017 世界・日本 帝国書院
地図で訪ねる歴史の舞台 世界 (旅に出たくなる地図シリーズ4) (株)帝国書院
世界の子どもの?に答える 30秒でわかる地球 アニータ・ガネリ 三省堂
戦国時代のハローワーク 職業図鑑 ライブ カンゼン
世界の貧困・日本の貧困 稲葉茂勝 ミネルヴァ書房
保育救命‐保育者のための安心安全ガイド‐ 遠藤 登 メイト
高校生からはじめる　プログラミング 吉村 総一郎 KADOKAWA 
高校生のための憲法入門 斎藤 一久 三省堂
養護教諭が語る東日本大震災―何を体験し、何を為し、何を果たしたか 藤田 和也 日本教育学会特別
子どもの権利条約ハンドブック 木附 千晶; 福田 雅章 自由国民社
ちょっとしたことでうまくいく 発達障害の人が上手に働くための本 對馬陽一郎 翔泳社
社交不安症がよくわかる本 講談社
食の地図 3版 (旅に出たくなる地図シリーズ5) 帝国書院
親子で乗り越える思春期の発達障害 河出書房新社
相手もよろこぶ 私もうれしい オトナ女子の気くばり帳 サンクチュアリ出版
ビジュアル 数学全史――人類誕生前から多次元宇宙まで クリフォード・ピックオーバー 岩波書店
シリーズ 疫病の徹底研究 2風邪かインフルエンザか? 稲葉 茂勝 講談社
保健室の恋バナ+α (岩波ジュニア新書) 金子 由美子 岩波書店
僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう (文春新書) 山中伸弥; 羽生善治 文藝春秋
13歳、「私」をなくした私　性暴力と生きることのリアル 山本　潤 朝日新聞出版
交響する都市と農山村: 対流型社会が生まれる 沼尾 波子 農山漁村文化協会
若冲への招待 朝日新聞出版
山陰絶景 今井出版
スタジオジブリの 食べものがいっぱい: 徳間アニメ絵本ミニ 徳間書店
ことば絵図鑑 英語付き 朝日新聞出版
【進路】

現代用語の基礎知識・学習版2018 現代用語検定協会 自由国民社
2017→2018年版図解まるわかり時事用語 新星出版社
現役東大生が教える　「ゲーム式」暗記術 西岡 壱誠 ダイヤモンド社
最新情報版　大学生が狙われる50の危険 株式会社三菱総合研究所 青春出版社
ニッポンの刑事たち 小川泰平 講談社
日本を守る! 女性自衛官すっぴん物語 ちーぱか 扶桑社


