
 

   

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。 

昼休み時間や 10 分間休憩・放課後に図書館にぜひ寄ってみてください。 

 

 
展示 1 ワールドカップ ロシア 2018 がんばれ NIPPON 

 図書館ではワールドカップを特集してい

ます。 

4 年に一度の大会です。2018 年はロ

シアで行われます。みんなで日本代表

を応援しましょう！ 

対戦国に関する本や、サッカーに関す

る本、日本代表の本を展示中！ 
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展示 2 献血は、心と命のボランティア。      

 

 

読みたい人は図書館まで！  

展示 3 ありがとう大山 開山 1300年 

        

 

 

小林先生のオススメ本 

『TOKUGAWA15』 

堀口茉純 /著 

徳川将軍には 15 人それぞ

れの人生があり、教科書

に載っていることも載っ

ていないことも詳しく書

いてあり一人一人の人間

が感じられる面白い本で

す。時代ってすごいなー

って思います。 

（草思社） 

 

7 月は「愛の血液助け合い運

動」月間です。 

日本では若年層の献血者が減

少しています。あなたの献血で

誰かの命を救えるかもしれませ

ん。献血について考えてみませ

んか？そして、献血に協力して

みましょう。 

図書館では、「ちのはなし」「血

液型の本」「はたらく細胞」などの

本を展示しています。 

 

 

松尾先生のオススメ本 

『君たちはどう生きるか』   

吉野源三郎/著 

 

自分が高校生の時に読んで

いたら、もう少し立派な大

人になっていたと思う。 

（マガジンハウス） 

スキー研修や大山登山などで一度は

訪れたことがあるはずの大山。天気が

良ければ、学校からも見ることができま

す。奈良時代 718 年に大山寺が開設

され 1300 年を迎えました。1300 年も

前から人々を見守っている大山。大山

の本を置いています！ 
大山の水・大山の牛乳やヨーグルト・大山ハム

や大山鶏など、自然や食は私たちの生活に浸

透していますね。 

大山の恵みのおかげです・・・ 

図書館開館時間 

OPEN 8：25 から 

CLOSED 16：45 まで 

ワールドカップ 



       

★ 新 し く 入 っ た 本 ★ 

 

★ 本 が返 却 期限ま で に 読 め ない人は延 長 が でき ま す 、 図 書館 ま で 来 てく だ さ い  

 

★ 読 み た い 本 が 図 書 館 に な い 時 は 、 リ ク エ ス ト が で き ま す  

 

書名 著者 出版社

【文学・小説】

マルチナ、永遠のAI。――AIと仮想通貨時代をどう生きるか 大村 あつし ダイヤモンド社
半分、青い 北川 悦吏子 (著) 文藝春秋
86―エイティシックス―Ep.4 ―アンダー・プレッシャー 安里 アサト KADOKAWA
ソードアート・オンライン プログレッシブ6 川原 礫 KADOKAWA
夜空の呪いに色はない 河野裕 新潮社
名探偵コナン―ゼロの執行人 水稀 しま 小学館
どこよりも遠い場所にいる君へ 阿部 暁子 KADOKAWA

【進路】

「奨学金」を借りる前にゼッタイ読んでおく本 竹下 さくら【著】 青春出版社
最新版 奨学金 借りる? 借りない? 見極めガイド 合同出版
プレジデントFamily 大学選び大百科 2018 完全保存版 プレジデント社 プレジデント社
消防官[高卒程度]採用試験 総合問題集 Ｌ&L総合研究所 (著) 新星出版社
警察官[高卒程度]採用試験 総合問題集 Ｌ&L総合研究所 (著) 新星出版社
公務員の基礎能力試験(教養試験)完全対策問題集 受験研究会 (編集) 新星出版社
シェアリングスタイル 〈Ｖｏｌ．２〉 好きを仕事に、自由な働き方 〓出版社
大学図鑑〈２０１９〉有名大学８１校のすべてがわかる！ オバタ カズユキ ダイヤモンド社
新版 論文の教室 レポートから卒論まで 戸田山 和久(著) ＮＨＫ出版
学生のためのワークルール入門―アルバイト・インターンシッ
プ・就活でトラブルにならないために

道幸 哲也 旬報社

図解 あなたの天職がわかる16の性格 ティーガー，ポール・Ｄ． 主婦の友社

【スポーツ】

96敗 インプレス
力がなければ頭を使え―広商野球７４の法則 迫田 穆成 ベースボール・マガジン社
基本と実践で差がつく！外野手最強バイブル 大塚 光二【監修】 メイツ出版
道ひらく、海わたる 大谷翔平の素顔 佐々木 亨 (著) 扶桑社

【そのほか・一般書】

世界を変えた50人の女性科学者たち レイチェル・イグノトフスキー (著） 創元社
感じる科学 さくら 剛 幻冬舎
身近にあふれる「生き物」が3時間でわかる本 左巻 健男 明日香出版社
大学４年間の経営学見るだけノート 平野 敦士カール 宝島社
図解 眠れなくなるほど面白い 物理の話 長澤 光晴 (著) 文芸社
眠れなくなるほど面白い 図解 生物の話  廣澤 瑞子 文芸社
mini+SPRiNG 特別編集 ひとり暮らしの教科書 mini+SPRiNG 編集部
新版 加工食品の危険度調べました 渡辺 雄二 (著) 三才ブックス
フェルトのお守りラッキーチャーム がなは ようこ 文化出版局 
フェルトの福づくし チャームとお守り袋 がなは ようこ 文化出版局 
鳥取県大山絶景 佐々木俊和 今井出版
データブックオブ・ザ・ワールド―世界各国要覧と最新統計 二宮書店編集部【編】 二宮書店
お金2.0 新しい経済のルールと生き方 佐藤 航陽 幻冬舎
マンガでわかる! はじめての簿記入門 添田裕美 (著) 西東社
母さん、ごめん。 50代独身男の介護奮闘記 松浦 晋也 日経BP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暮らすた
めの本

村上 由美

成長マインドセットー心のブレーキの外し方 吉田 行宏
「毒親」の正体―精神科医の診察室から― 水島広子 新潮
保育のあそびアイデア百科 2・3歳児  菊地 惠子 新星出版社
保育園・幼稚園のわくわく運動あそび 成美堂出版
困った老人のトリセツ 和田 秀樹【著】 宝島社
うちの子になりなよ 里子を特別養子縁組しました 古泉智浩 イースト・プレス
写真好きのための法律マナー 朝日カメラ


