
 

   

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 読んでね★ナツイロ本～夏の本あつめました

～ 

 
いよいよ楽し～い夏休みがやってきま

す！海水浴にスイカ割り、花火やキャ

ンプなど夏は楽しいことがいっぱい！！ 

図書館でも、夏に関する本をたくさん

集めて展示中です。さあ、思いっきり夏

を楽しもう！やりたいことが決まってい

る人も、やりたいことが見つからないよ

～！という人も、ぜひ見てみてください

♪ひんやりスイーツの本、そうめんの

本、自由研究、夏の絵本、ゆかたの本

などがあります。 
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展示 2 2018年 7月 31日は南の空に注目！ 

     「火星大接近」 宇宙に関する本 

 

こちらは 1-20 巻まで所蔵しています 

読みたい人は図書館まで！ 

中下先生のオススメ本 

『三毛猫ホームズ』シリーズ 

赤川次郎 /著 

 

血液が苦手で貧血気味の主人

公が三毛猫のホームズに助け

られて成長していくストーリ

ーが面白い本です。 

（光文社文庫） 

 

2018年 7月 31日、火星が地球に大接近します！ 

2003年以来、15年ぶりの大接近です。 

この機会にぜひ空を見上げてみよう！ 

鳥取県はどの市町村からも天の川が見え、流星群の時期でなくても流れ

星が見えやすいと言われています。夜空を見上げれば星に手が届きそう

…ということで「鳥取県」は「星取県」を名乗っています。この夏は実際に

天体観測をして、さらに本でも宇宙のことを知ってみましょう。 

 

岩﨑先生のオススメ本 

『世界の食文化』シリーズ    

石毛直道/監修 

 

食を通じて世界の文化など

を知ることができるから。 

（農山漁村文化協会） 

図書館開館時間 

OPEN 8：25 から 

CLOSED 16：45 まで 

★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  

 

夏休み前のため今なら 8/24始業式まで貸出できます 



書名 著者 出版社

【文学・小説・絵本など】

君の名前で僕を呼んで アンドレ・アシマン（著） オークラ社
シェイプ・オブ・ウォーター ギレルモ・デル・トロ   (著)
5分後に禁断のラスト エブリスタ 河出書房
5分後に恋するラスト エブリスタ 河出書房新社
5分後に笑えるどんでん返し エブリスタ 河出書房新社
おまじない 西加奈子（著） 筑摩書房
未来 湊かなえ（著） 双葉社
玉依姫 阿部 智里（著） 文芸春秋
青の誓約 市条高校サッカー部 綾崎隼（著） ＫＡＤＯＫＡＷＡ　 
君を描けば嘘になる 綾崎隼（著） ＫＡＤＯＫＡＷＡ　 
インフィニット・デンドログラム‐3-4巻 海道 左近（著） ホビージャパン
未来のミライ 細田 守 (著) ＫＡＤＯＫＡＷＡ　 
ののはな通信 三浦 しをん（著） ＫＡＤＯＫＡＷＡ
ひと 小野寺史宜（著） 祥伝社
となりの怪物くん 松田 朱夏（著） 講談社
小説 雲のむこう、約束の場所 新海 誠 (原著) ＫＡＤＯＫＡＷＡ　 
万引き家族 是枝 裕和   (著) 宝島社
悲終伝 西尾 維新（著） 講談社
最後の医者は雨上がりの空に君を願う上-下巻 二宮 敦人（著） ＴＯブックス
チンギス紀 〈１-2巻〉 火眼 北方 謙三（著） 集英社
真夜中乙女戦争 Ｆ（著） KADOKAWA 
ちはやふる 〈３７-38〉巻 末次由紀（著） 講談社
おつきさまこんばんは 林 明子（著） 福音館書店
もうおきるかな？ まつの まさこ（著） 福音館書店
きゅっきゅっきゅ 林 明子（著） 福音館書店

【進路・資格】
書き方のコツがよくわかる社会科学系小論文 - 頻出テーマ１６ 高橋廣敏（著） KADOKAWA 
まるまる使える出願書類の書き方 樋口 裕一 (著) ピアソン桐原
書き方のコツがよくわかる人文・教育系小論文 - 頻出テーマ２０ 高橋廣敏（著） KADOKAWA 
大学4年間の経営学が10時間でざっと学べる 高橋 伸夫 (著) KADOKAWA 
大学4年間の経済学が10時間でざっと学べる  井堀 利宏（著） KADOKAWA 
わかる！！わかる！！わかる！！ＳＰＩ＆ＷＥＢテスト 新星出版社編集部 新星出版社
英検準２級過去６回全問題集〈２０１８年度版〉 旺文社 旺文社
英検3級過去６回全問題集〈２０１８年度版〉 旺文社 旺文社
英検2級過去６回全問題集〈２０18年度版〉 旺文社 旺文社

【スポーツ】

サッカーをあきらめない 岡野 雅行（著） KADOKAWA 
最強部活の作り方 - 名門２６校探訪 日比野恭三（著） 文芸春秋
40歳を過ぎて最高の成果を出せる 葛西 紀明（著） 東洋経済新報社

【そのほか・一般書】

できるwindows10 法林岳之（著） インプレス
マンガでわかる人工知能 松尾 豊（監修） ＳＢクリエイティブ
ギリシア人の物語III　新しき 塩野七生（著） 新潮社
ギリシア人の物語II 民主政の成熟と崩壊 塩野七生（著） 新潮社
ギリシア人の物語I 民主政のはじまり - 塩野七生（著） 新潮社
西郷隆盛 山本 博文（監修） KADOKAWA 
ヘレン・ケラー―三重苦の奇跡の人 關 宏之（監修） KADOKAWA 
アンネフランク 大塚信/梶原にき（監修） KADOKAWA 
エジソン 金井 正雄（監修） KADOKAWA 
ウォルトディズニー ウォルト・ディズニー・カンパニー KADOKAWA 
ナイチンゲール 金井一薫（著） KADOKAWA 
TOKUGAWA 15 堀口茉純（著） 草思社
こんな時どう言う！？得するモノの言い方 野口 敏（監修） 朝日新聞出版
面白すぎて眠れない経済学イラスト図鑑 トキオナレッジ 宝島社
まるわかりいちばん詳しくてわかりやすいお金の基本 丸田潔（著） 新星出版社
心がラクになる言い方 - イライラをコントロールする！ 安藤 俊介 (著) 朝日新聞出版
人の心を動かす使える質問 - デキる人が使っている 日小田 正人（著） 朝日新聞出版
マンガで読む日本でいちばん大切にしたい会社 坂本光司（著） 集英社
未来の年表2 河合 雅司（著） 講談社
大学4年間の経済学がマンガでざっと学べる 井堀 利宏 (著) KADOKAWA 
1日1分見るだけで目がよくなる28のすごい写真 林田 康隆 (著) アスコム
泣けるいきもの図鑑 - ぜんぶホント！生命のふしぎ 今泉 忠明（監修） 学研
人体のふしぎ 講談社 講談社
素肌美人になれるスキンケア事典 吉木 伸子 (著） 高橋書店
ＴＯＳＨＩ’Ｓ　５ｍｉｎ．ＨＡＩＲ　ＭＡＧＩＣ 水野 年朗（著） 宝島社
いつかすべてが君の力になる 梶 裕貴（著） 河出書房新社
きもの文様図鑑―明治・大正・昭和に見る 長崎 巌 (監修) 平凡社
中川政七商店100枚レターブック 中川政七商店 バイインターナショナル
かくれキリシタン　長崎・五島・平戸・天草をめぐる旅 後藤 真樹 (著) 新潮社

     

★ 新 し く 入 っ た 本 ★ 

 

鳥取が出てくる小説 

鳥取城北高校相撲部の紹介 

Pick up!     祝！世界文化遺産 「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」 話題の本を読んでみよう 


