
 

   

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 もうすぐ冬休み 長期貸出をしています 

 

VOL.7（平成 30年 12月発行）鳥取中央育英高等学校図書館 
 

 

展示 2 ウィンタースポーツ特集      

 

＊読みたい人は図書館まで＊ 

最後の海軍大将の壮絶な 

生きざまを描いた戦記小説。

戦後の生き方にとても共感し

ました。（新潮社） 

 

スキーやスノーボード、スケート

の本などを展示しています。体

育コース 2年生は 1月に実施

されるスキー実習の参考にし

てください。 

 

 

 

全 6巻の文庫本で読むことができ

ますが、中国から東南アジア・イン

ド・西アジア・トルコ・南ヨーロッパ・

イギリスへと旅をしている感覚で小

説を読み進められます。それぞれ

の地域（国・都市）の特色もわかり

スリリングですよ。 

（新潮社） 

図書館開館時間 

OPEN 8：25 から 

CLOSE 16：45 まで 

★ 1 2 月 1 2 日 か ら 1 4 日 ま で 蔵 書 点 検 の た め 放 課 後 は 休 館 し ま す  

 

 

展示 3 ポップコンテスト 

      

 

現代文講読の時間に 3年生が

本を読み、ポップや帯を作成し

ました。色鮮やかな作品をぜひ

見に来てください。見ているだけ

でワクワクしますよ＊本は貸出

できます＊ 

 

 

 

羽合先生のオススメ本（1Ａ） 

『井上成美』阿川弘之 /著 

 

 

近藤先生のオススメ本（2Ｄ） 

『深夜特急』沢木耕太郎/著 

 

＊今借りると始業式まで借りられます＊ 

＊～今年も図書館をたくさん利用してくれてありがとう～＊ 

よいお年を！ 

 

展示 4 最近の気になるニュースは何ですか？ 

      

 

あっという間に 12月です。図書館前の廊下では今年起きた出来事

を振り返ることができるように、新聞記事を掲示しています。入試や

就職の面接によく聞かれる質問ですので、1つでも答えられるように

しておきましょう。（時事関係の本も図書館にあります。） 

 

 

 

まで 



書名 著者名 出版社

【文学・小説・絵本など】

5分後に皮肉などんでん返し (5分シリーズ) エブリスタ 河出書房新社
5分後に癒されるラスト (5分シリーズ) エブリスタ 河出書房新社
アオハル・ポイント 佐野 徹夜 (著) KADOKAWA 
あなたがここで息ができるの 竹宮 ゆゆこ (著) 新潮社 
インフィニット・デンドログラム８ 海道左近 (著) ホビージャパン
神様の御用人８ 浅葉 なつ (著) KADOKAWA
源氏物語の教え 大塚 ひかり   (著) 筑摩書房 
スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼 志駕 晃 (著) 宝島社
前略初恋の彼女が生き返りました 天沢 夏月 (著) KADOKAWA 
チンギス紀　虹暈 北方 謙三 (著) 集英社
沈黙のパレード 東野 圭吾 (著) 文藝春秋
つつじ和菓子本舗のこいこい 梨沙(著) 集英社 
とある魔術のインデックス16-21 鎌池和馬   (著) KADOKAWA
ビブリア古書堂の事件手帳 三上 延   (著) KADOKAWA
フーガはユーガ 伊坂 幸太郎 (著) 実業之日本社 
ブロードキャスト 湊 かなえ   (著) KADOKAWA 
負け逃げ こざわ たまこ (著) 新潮社 
マスカレード・イブ 東野 圭吾 (著) 集英社
臨場 横山 秀夫   (著) 光文社
私が大好きな作家を殺すまで 斜線堂 有紀 (著) KADOKAWA 
下町ロケット ヤタガラス 池井戸 潤   (著) 小学館
願いをかなえる呪文 (ザ・ランド・オブ・ストーリーズ1) クリス・コルファー (著) 平凡社 
帰ってきた悪の魔女(ザ・ランド・オブ・ストーリーズ2) クリス・コルファー (著) 平凡社 
思い出が消えないうちに　 川口俊和   (著) サンマーク出版
東京レイヴンズ16 あざの 耕平 (著) KADOKAWA
掟上今日子の乗車券 西尾 維新 (著) 講談社
櫻子さんの足下には死体が埋まっている14 太田紫織 (著) KADOKAWA 

【進路・資格】

現代用語の基礎知識 2019年版 自由国民社 (著) 自由国民社
朝日キーワード就職2020 最新時事用語&一般常識 朝日新聞出版 (編集) 朝日新聞出版
2019年の論点100  文藝春秋 文藝春秋 
仕事のカタログ2019-20年版 自由国民社編集部 (編集) 自由国民社
病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト 仲本りさ   (著) いろは出版 
救命救急士になるには 益田 美樹 (著) ぺりかん社
宇宙　天文で働く 本田 隆行 (著) ぺりかん社

【鳥取県関連】

ミシュランガイド京都・大阪+鳥取2019 日本ミシュランタイヤ (著) 日本ミシュランタイヤ
FRaU 2018年 12 月号　（山陰特集） 講談社

【スポーツ】

ジムに通う人の栄養学 岡村 浩嗣   (著) 講談社
コミック版 金栗四三物語 日本初の五輪マラソンランナー 鍋田 吉郎  (著) 小学館
ウケる筋トレ なかやまきんに君 (著) 学研プラス
女性のためのゴルフスタートBOOK 田口 舞子 (監修) ナツメ社

【そのほか・一般書】

バッドバツ丸の君主論 朝日文庫編集部 (編集) 朝日新聞出版
マイメロディの論語 朝日文庫編集部 (編集) 朝日新聞出版
キキララの幸福論 朝日文庫編集部 (編集) 朝日新聞出版
けろけろけろっぴの徒然草 朝日文庫編集部 (編集) 朝日新聞出版
ポムポムプリンのパンセ 朝日文庫編集部 (編集) 朝日新聞出版
ハローキティのニーチェ 朝日文庫編集部 (編集) 朝日新聞出版
心理学でわかるひとの性格感情辞典 渋谷 昌三  (監修) 朝日新聞出版
恋愛と贅沢と資本主義 (まんが学術文庫) ゾンバルト (著) 講談社 
日本国紀 百田 尚樹  (著) 幻冬舎
まっぷる ソウル'19 昭文社旅行ガイドブック (編集) 昭文社
ハマる縄文 山岡 信貴 (著) 徳間書店 
超意訳三国志 原 寅彦 (著) 宝島社
知識ゼロからの史記入門 渡辺 精一 (監修) 幻冬舎
マンガでわかる三国志 袴田 郁一 (著) 池田書店
母の教え: 10年後の『悩む力』 姜尚中 (著) 集英社
このゴミは収集できません 滝沢 秀一 (著) 白夜書房 
この地獄を生きる 小林エリコ   (著) イースト・プレス
大事なものは見えにくい 鷲田清一 (著) 角川学芸出版 
転換期を生きるきみたちへ 鷲田清一 (著) 晶文社 
新編 普通をだれも教えてくれない 鷲田清一 (著) 筑摩書房
世界の美しい女性たち-THE ATLAS OF BEAUTY- ミハエラ・ノロック (著) パイインターナショナル
いじめているきみへ 春名風花、 みきぐち 朝日新聞出版
恐竜世界のサバイバル1-2 洪在徹 (著) 朝日新聞出版 
和菓子の基本 エイ出版社
地元経済を創りなおす 枝廣 淳子   (著) 岩波書店 
西洋美術の教室 永井龍之介 (監修) 三才ブックス
ラクガキノート 窪之内英策   (著) 玄光社
イラストレーション２０１８ 平泉 康児 (編集) 翔泳社
トトロの生まれたところ 宮崎 駿 (監修) 岩波書店
キングダム総集編1-2 原泰久 (著) 集英社
へんな西洋絵画 山田 五郎 (著) 講談社
現代新国語辞典　三省堂 小野 正弘(主幹) 三省堂
指でさすだけ! ポケット旅行韓国語 西東社編集部 (編集) 西東社
一語で通じる 藤田 英時 (著) 主婦の友インフォス
海外旅行ひとこと英会話 藤田 英時   (著) 主婦の友社
ワンコイン英会話日常生活編-雑談編 デイビッド・セイン   (著) 秀和システム 

     

★ 新 し く 入 っ た 本 ★ 

 

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★ 


