
 

   

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 ホット一息、本と一息 読書月間 

 制服も冬服となり、季節は秋を迎えました。みなさんはこの季節、何に力を入

れたいですか？図書館では 10月を読

書月間とし、みなさんに読書を楽しん

でもらいたいと考えています。ぜひ本を

読みに来てくださいね♪
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展示 2 3年生 20名が現代文講読で集団読書をし、 

本の帯を作りました！！ 

      

 

～読みたい人は図書館まで～ 

昨年、ノーベル文学賞を受

賞したカズオイシグロの作

品です。おもしろいです

よ。色々と考えることがで

きる本です。（早川書房） 

 

「下流志向」 内田樹・著を読

み、自分たちが感じたことや、

おすすめのポイントなどを帯に

書きました。オリジナリティあ

ふれるすばらしい帯を見に来

てください。 

 

 

 

 

 

 

關先生のオススメ本 

『動的平衡』   

福岡伸一/著 

分子生物学者である福岡伸

一さんが考えている生命と

は？ＡＩが注目をあびてい

る今だからこそみんなに読

んでほしいと思います。   

（木楽舎） 

図書館開館時間 

OPEN 8：25 から 

CLOSE 16：45 まで 

★返却期限までに読めない本は延長ができます 、図書館まで来て く だ さい  

 

 

展示 3 体育コース ゴルフ実習関連本 

      

 

今月のスポーツ特集は「ゴルフ」です。 

体育コースがゴルフ実習を行うのに合わ

せてゴルフに関する本を展示していま

す。本校関連の新聞記事もあります。 

 

 

 

 

稲田先生のオススメ本 

『日の名残り』 

カズオイシグロ /著 

 

 



     

★ 新 し く 入 っ た 本 ★ 

 

有名人のポスターをじゃんけんで勝った人にプレゼント！ 
10/22～10/31 までに本を 2冊借りて、 

10月 31日に図書館でじゃんけん大会に参加しよう！ 

詳しくは図書館まで！ 

図書館 

イベント 
 

 

書名 著者名 出版社

【文学・小説・絵本など】

玉村警部補の巡礼 海堂尊 宝島社
5分後に切ないラスト (5分シリーズ) エブリスタ 河出書房新社 
好きな人を忘れる方法があるなら教えてくれよ ニャン  KADOKAWA
ジュラシックワールド炎の王国 マイケル クライトン  小学館
星空の１６進数 逸木裕 KADOKAWA
骨を弔う 宇佐美 まこと  小学館
デート・ア・ライブ　１９　澪トゥルーエンド 橘 公司 KADOKAWA 
つかのまのこと 柴崎友香    KADOKAWA 
寝ても覚めても 柴崎友香    河出書房新社
もう会えないとわかってから 蒼井ブルー 新潮社
バウムクーヘン 谷川俊太郎 ナナロク社
火焔の凶器: 天久鷹央の事件カルテ 知念 実希人  新潮社
下町ロケット　〔３〕　ゴースト 池井戸潤 小学館
5分後に思わず涙。 青い星の小さな出来事 桃戸 ハル 学研プラス
5分後に思わず涙。 世界が赤らむ、その瞬間に 桃戸 ハル 学研プラス
ミノタウロスの青い迷宮 (5分後に意外な結末) 桃戸 ハル 学研プラス
パンドラの赤い箱 (5分後に意外な結末) 桃戸 ハル 学研プラス
時給三〇〇円の死神 藤まる  双葉社
水槽の中 畑野智美 KADOKAWA
むすびつき しゃばけシリーズ17 畠中 恵    新潮社
半分、青い。 下 北川 悦吏子  文藝春秋 
ロクでなし魔術講師と禁忌教典12 羊太郎 KADOKAWA 
みんな、ワンダー R.J. パラシオ アルファポリス

【スポーツ】

バレーボール 勝つ!テーピングのコツ 目的別完全マニュアル NECレッドロケッツ メイツ出版
バレーボール 技術を磨く筑波大メソッド 秋山 央  ベースボール・マガジン社
絶対拾う! つなげる! バレーボール リベロ 必勝のポイント50 酒井 大祐 メイツ出版
野球ノートに書いた甲子園Final 高校野球ドットコム編集部  幻冬舎 
球児メシ 勝ち抜く身体をつくる タイムリー編集部 光文社 
オブザベーションを極めて、上達する! ボルダリング 岡野 寛 ナツメ社 
第100回全国高校野球選手権記念大会総決算号 2018年 9/14 号 週刊ベースボール編集部 ベースボール・マガジン社
Number PLUS 永久保存版 ロシアW杯総集編 RUSSIA 2018 文藝春秋 
女性アスリートの教科書 須永 美歌子  主婦の友社 
パフォーマンスを高めるためのアスリートの栄養学 清野隼 ナツメ社 

【鳥取県関連】

山陰本線写真集 鳥取編 片岡大 今井印刷 
日本一人が少ないところの、日本一きれいな星空 豊 哲也 今井印刷 
ENJOY!Mt.DAISEN 大山のあそびかた 今井出版 今井印刷 
鳥取の注目15社 “強小パワー"で鳥取の未来を切り開く! 遠藤 彰  ダイヤモンド社

【進路・資格】

小論文これだけ! 受験生の疑問にズバリ回答! Q&A編 樋口 裕一 東洋経済新報社 
一生困らない　女子のための「手に職」図鑑 華井 由利奈 光文社
オールアバウト海上保安庁 (イカロス・ムック) イカロス出版
バイオ技術者・研究者になるには (なるにはBOOKS) 堀川 晃菜 ぺりかん社 

【そのほか・一般書】

コンピュータ、どうやってつくったんですか?:はじめて学ぶ、コンピュータ
の歴史としくみ

川添 愛  東京書籍

まっぷる 岡山・倉敷 蒜山高原'18 学研プラス  昭文社
まっぷる 沖縄'19 学研プラス  昭文社
教科書には書かれていない江戸時代 山本 博文    東京書籍
ざんねんな歴史人物: それでも名を残す人々 真山 知幸  学研プラス
人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている ふろむだ    ダイヤモンド社 
自衛隊防災BOOK マガジンハウス マガジンハウス
学びを結果に変えるアウトプット大全 樺沢紫苑    サンクチュアリ出版
高校生と考える希望のための教科書 坂本 龍一   左右社
発達障害の僕が「食える人」に変わった すごい仕事術 借金玉    KADOKAWA
「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく 東大読書 西岡 壱誠    東洋経済新報社
頭に来てもアホとはたたかうな 田村耕太郎 朝日新聞出版
北欧式 眠くならない数学の本 スヴェン ノードクヴィスト 三省堂
元素検定2 笹森 貴裕 化学同人 
台風についてわかっていることいないこと 筆保 弘徳 ベレ出版 
タンパク質とからだ - 基礎から病気の予防・治療まで 平野 久  中央公論新社 
腸からあたたまる たなかれいこ的 料理のきほん たなかれいこ  朝日新聞出版
主役は、ごちそうおにぎり つまみにポテサラ、シメのホットサンド Tesshi KADOKAWA
有害物質サバイバル スウィートファクトリー 朝日新聞出版
ヤバいビル 三浦 展 朝日新聞出版 
完全保存版 アニメと鉄道 「旅と鉄道」編集部
いちばんやさしい美術鑑賞 青い日記帳  筑摩書房 
ナゾ解きゲームブック ドラ・ナゾ 川村 元気  藤子・F・不二雄   小学館 
東大ナゾトレ AnotherVisionからの挑戦状 第2巻 東京大学謎解き制作集団  扶桑社
パンダでおぼえる　ことわざ慣用句 学研プラス  学研プラス  
エヴァンゲリオン×ことば選び実用辞典 01 学研辞典編集部 学研プラス  


