
 

   

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 11月 22日はワンワンニャンニャンの日 

 

VOL.6（平成 30年 11月発行）鳥取中央育英高等学校図書館 
 

 

展示 2 ボルダリング特集      

 

～読みたい人は図書館まで～ 

どんな仕事、勉強、人間関係

でも自分の力を最大限に引き

出すことができるだろう！と

考えさせてくれる一冊です。

（三笠書房） 

 

11月 7日から 11日まで倉吉体

育文化会館でクライミングのアジ

ア大会がありました。卒業生の高

田兄妹も出場し、すばらしい演技

を披露しました。 

 

 

 

 

この本は相手のことを考えず、身

勝手な行動をしろ！という本では

ありません。自分の芯を 1 本持っ

て、これがブレないためにはどの

ようなメンタルであるべきか？ど

のような考え方が必要か？自分自

身がどうあるべきか？が書かれて

います。高校生という思春期の中

で、ブレない気持ちを持ってほし

いのでおすすめの本にしました。

（ポプラ社） 

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  Tottori おいしいごはん特集 

      

 

飲食店などを格付けする「ミシュランガイ

ド京都・大阪＋鳥取２０１９」が出版され

ました。初めて鳥取県が評価対象に選

ばれました。鳥取県は「食のみやこ・鳥

取県」と掲げ取り組みをしています。図

書館では鳥取県内の食について特集し

ています。本やパンフレットなどを参考に

し、食欲の秋を楽しんでください。 

 

 

 

永代先生のオススメ本（1Ｄ） 

『この一言が人生を変える イチロー思考』 

児玉 光雄  /著 

 

 

これにあわせ、ボルダリングの本を展示しています。ぜひ本を読んで

みてください。山岳部の人は部活動にも役立ててください。 

 

 

 

 

 

陸上部顧問の 

おふたり 

小泉先生のオススメ本（3Ｃ） 

『自分のことだけ考える。』堀江 貴文/著 

 



     

★ 新 し く 入 っ た 本 ★ 

 

 

 

 

★ 雑 誌 も 貸 出 し て い ま す （ バ ッ ク ナ ン バ ー の み ） ★ 

 

読みたい本が図

書館にない場合

はリクエストを

してください★ 

書名 著者名 出版社

【文学・小説・絵本など】

LV999の村人 6/7 星月 子猫   (著) KADOKAWA 
永遠についての証明 岩井 圭也 (著) KADOKAWA 
ビストロ三軒亭の謎めく晩餐 斎藤 千輪 (著) KADOKAWA 
小説透明なゆりかご　上　/ 下 橘 もも,安達 奈緒子 (著) 講談社
意味が分かると怖い話 藤白圭 (著) 河出書房新社

5億年後に意外な結末 ピグマリオンの銀色の彫刻 桃戸 ハル (著) 学研プラス 
５分後に意外な結末ｅｘ　オレンジ色に燃える呪文　 桃戸 ハル (著) 学研プラス 
罪と罰 (まんが学術文庫) ドストエフスキー (原著) 講談社 
美少年椅子 西尾 維新   (著) 講談社 
銀魂　２　映画ノベライズ　掟は破るためにこそある　  空知 英秋 (著) 集英社
2.43 清陰高校男子バレー部 春高編 壁井 ユカコ (著) 集英社
愛なき世界 三浦 しをん   (著) 中央公論新社

【進路・資格】

食品工場の中の人たち 各務 葉月 (著) KADOKAWA 
ボカロＰで生きていく 40mP   (原著) KADOKAWA 
すぐ分かるスーパーマーケット惣菜の仕事ハンドブック 「食品商業」編集部編 (著) 商業界

すぐ分かるスーパーマーケットレジチェッカーの仕事 「食品商業」編集部編 (著) 商業界

すぐ分かるスーパーマーケット陳列と演出ハンドブック 「食品商業」編集部編 (著) 商業界

【鳥取県関連】

大山の草花　霊峰スケッチ　稀少な１２０種紹介　 矢田貝 繁明 (著) 山陰中央新報社
蹴爪 水原 涼 (著) 講談社 
農業をつなぐ人たち 湯川 真理子 (著) 西日本出版社

【そのほか・一般書】

英単語の語源図鑑 清水 建二 (著) かんき出版
数の英語表現辞典 改訂新版 小学館辞書編集部
スタジオジブリ大解剖 - 完全保存版 三栄書房
POCARI SWEAT 奥山 由之 (著) 青幻舎
黒板アート甲子園作品集 日学株式会社 (監修) 日東書院本社

地震の基本 エイ出版社
アリエナクナイ科学ノ教科書 くられ   (著) ソシム
きみは、いのちをつなぐさ ライフブリッジジャパン (著) はる書房
美しい鉱物 松原 聰   (監修) 学研教育出版
世界でいちばん素敵な雲の教室 荒木 健太郎   (著) 三才ブックス

もしかしてコミュ障かも トキオ・ナレッジ (著) PHP研究所
13歳からの経済のしくみ 花岡 幸子 (著) WAVE出版
「死ぬくらいなら会社辞めれば」ができない理由 汐街コナ、 ゆうきゆう (著) あさ出版
おカネの教室 高井浩章   (著) インプレス 
名探偵コナンに学ぶロジカルシンキング 上野 豪 (著) かんき出版 
アイディア大全 読書猿   (著) フォレスト出版
農山村は消滅しない 小田切徳美 (著) 岩波新書 
女子高生が憲法学者小林節に聞いてみた。 小林 節 (著) ベストブック
学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社 (編集) ポプラ社

共謀罪の何が問題か 高山 佳奈子   (著) 岩波書店 
クリエイティブの授業 オースティン クレオン (著) 実務教育出版 
拝啓、アスペルガー先生 マンガ版 奥田健次  (著） 飛鳥新社 
知らなきゃよかった　予測不能時代の新・情報術　 池上 彰 (著) 文藝春秋
カルピスを作った男 山川 徹 (著) 小学館
チロルチョコはロックだ! 松尾 利彦 (著) 幻冬舎 
ツァラトゥストラはかく語りき (まんが学術文庫) ニーチェ (著) 講談社 
幸福について (まんが学術文庫) ショーペンハウアー (著) 講談社 
歎異抄 (まんが学術文庫) 唯円(親鸞 述) 講談社 
政談 (まんが学術文庫) 荻生 徂徠 (著) 講談社 
1日1ページ読むだけで身につく世界の教養 デイヴィッド・S・キダー (著) 文響社
ギネス世界記録　２０１９　 クレイグ・グレンディ (編集) KADOKAWA 
人工知能と友だちになれる 新井 紀子   (監修) 誠文堂新光社


