
 

   

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進本で知る「和」の世界 
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百人一首、将棋、歌舞

伎、和食、日本の歴史

など、日本の文化が見

直されています。“和”

をテーマにした本・マン

ガから、役立つ情報を

探してみましょう！ 

 

展示 2 鳥取中央育英創立 110周年記念図書展示         

 

 

稲田先生のオススメ本 

『１０年後、君に仕事はあるの

か？』高校生がこれから仕事

に就くために必要なことが詳

しく書いてあるのでオススメで

す。ぜひ、読んでみてね。 

潮出版社 

( 

前田幸男先生のオススメ本 

内田樹『街場の共同体論』「こど

も」と「おなじ」の違いがどこにある

のか？「１億総こども社会」が到来

していると言う筆者。学校を取り巻

く環境がどうなっているのかを「フカ

ン」できる本。 

保健室・相談室とのコラボレーション展示を 

行っています。 

部活や勉強で心が疲れたとき、 

急に寒くなって体が重いとき、 

泣ける本・癒しの本・眠れる本・笑える本など、 

気楽に肩の力を抜いた「ゆる読」してみませんか？  

読みたい人は図書館まで来てください！  

ダイヤモンド社 「ちはやふる」「しゃばけ」「カブキブ」 

「しばわんこ」など… 

古き良き日本を知ろう！                         

田中先生のオススメ本 

恩田陸『蜜蜂と遠雷』ピアノコ

ンクールに向かう４人が登場

します。専門的なことはわか

らなくても、臨場感が伝わっ

てワクワクします。 幻冬舎社

( 

杉谷先生のオススメ本 

千田琢哉『現状を破壊する

には、「ぬるま湯」を飛び出さ

なければならない』 

タイトルのごとくです。 

展示 3 ゆる読 はじめました。～みんなのきもち、少しいいね～         

 

 

学研パブリッシング  



        

★ 新 し く 入 っ た 本 ★ 

 
書名 著者 出版社

【文学・小説】

ホワイトラビット 伊坂幸太郎 新潮社 
ライオンは仔猫に夢中 ~平塚おんな探偵の事件簿3 東川篤哉 (著) 祥伝社
マスカレード・ナイト 東野圭吾∥著 集英社
騙し絵の牙 塩田 武士 KADOKAWA 
有楽斎の戦 天野 純希 講談社
映画ノベライズ 先生!  岡本千紘 集英社オレンジ文庫
そして君に最後の願いを。 菊川 あすか/著 スターツ出版
夏は終わらない 雲は湧き、光あふれて 須賀しのぶ 集英社
使用人探偵シズカ: 横濱異人館殺人事件 月原 渉 新潮社 
……なんでそんな、ばかなこと聞くの? 鈴木大輔 KADOKAWA 
憧れの作家は人間じゃありませんでした2 澤村 御影 KADOKAWA 
恋と嘘 映画ノベライズ 有沢 ゆう希、 ムサヲ 講談社
ロクでなし魔術講師と禁忌教典7-8 羊太郎 KADOKAWA
東京レイヴンズ 14-15  あざの 耕平 KADOKAWA
臨界シンドローム 不条心理カウンセラー・雪丸十門診療
奇談

堀井拓馬 KADOKAWA 

あさひなぐ 日笠由紀 小学館
劇場版総集編 ハイキュー! ! 古舘 春一 集英社
この世の春　上・下 宮部みゆき∥著  新潮社
厭世マニュアル 阿川せんり KADOKAWA 
8年越しの花嫁 中原 尚志・麻衣 主婦の友社
運命の恋をかなえるスタンダール 水野敬也 ミズノオフィス
ソードアート・オンライン　２０　ムーン・クレイドル 川原礫∥〔著〕  電撃文庫　
神様の御用人　７ 浅葉なつ∥〔著〕 河出書房新社　
夏は終わらない　雲は湧き、光あふれて 須賀しのぶ∥著 集英社オレンジ文庫
博多豚骨ラーメンズ　７ 木崎ちあき∥〔著〕 
オーバーロード12 聖王国の聖騎士 上 丸山 くがね KADOKAWA

【そのほか・一般書】

名門校「武蔵」で教える 東大合格より大事なこと おおたとしまさ 集英社
誰も教えてくれない 大人の性の作法 坂爪 真吾 光文社新書
死ぬほど読書 丹羽 宇一郎 幻冬舎
人工知能と経済の未来 2030年雇用大崩壊 井上智洋 文藝春秋
世界に通用する一流の育て方 廣津留 真理 SBクリエイティブ
最強の地域医療 村上 智彦 ベストセラーズ
ブラック部活動 子どもと先生の苦しみに向き合う 内田 良 東洋館出版社 
日本国勢図会　２０１７　１８　日本がわかるデータブック 矢野恒太記念会／編集 矢野恒太記念会
アクティブラーニング入門　２　「主体的・対話的で深い
学び」をどう実現するか

産業能率大学出版部　

発達障害を仕事に活かす 星野仁彦 朝日新書
サプリメント健康事典 般社団法人 日本サプリメント協会 集英社 
1時間でわかる 歯科衛生士が伝えたい本当の健康 野崎 ふみこ 秋田書店
1時間でわかる 乳がん 元気になるまでの治療・お金・
家族の話

 山田 圭子 秋田書店

世界一美味しい煮卵の作り方 はらぺこグリズリー 光文社新書
国際共通語としての英語 鳥飼 玖美子 講談社現代新書
本物の英語力 鳥飼 玖美子 講談社現代新書
話すための英語力 鳥飼 玖美子 講談社現代新書
なくなりそうな世界のことば 吉岡　乾／著　
英単語イメージハンドブック 大西泰斗 青灯社
世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか? 山口周 光文社新書
母を片づけたい~汚屋敷で育った私の自分育て直し~ 高嶋あがさ
はたらく細胞(1) 清水茜 講談社
ちはやふる　３５巻 末次　由紀／著 講談社

【スポーツ】

第99回全国高校野球選手権大会決算号 2017年
9/7 号 週刊ベースボール 増刊

ベースボール・マガジン社 

敗北を力に! 甲子園の敗者たち 元永 知宏 岩波書店

【進路】

小論文これだけ！　今さら聞けないウルトラ超基礎編
短大・推薦入試から難関校受験まで

樋口　裕一／著 東洋経済新報社

文学部 戸田　恭子／著 
大学入試AO・推薦入試をひとつひとつわかりやすく。 樋口裕一 学研プラス
助産師になるには 加納　尚美／編著 ぺりかん社


