
 

   

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 「もうすぐバレンタイン」～スイーツ＆チョコレートの本～ 
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展示 2 世界を感動させるアスリート特集      

 

＊読みたい人は図書館まで＊ 

「誰だって自分が思っているよ

りもすごい人間だよ」という言

葉が記憶に残っています。 

あらすじ…永遠の世界からやって

きた妖精・フィツにとって、何も

かもが移りゆく地上世界は不思議

な場所だった。フィツが地上にい

られるのはわずか 9 日間…そこで

何が起きるのか（幻冬舎） 

 

インフルエンザが全国で

流行しています。健康な

カラダづくりに役立つ本を

展示しています。正しい

知識で健康を維持し、こ

の冬を乗り切ろう！医療・

食に関する本などがあり

ます。 

 

 

 

図書館開館時間 

OPEN 8：25 から 

CLOSE 16：45 まで 

★ N E W S 『 ば ん と う 』 が 鳥 取 県 出 版 文 化 賞 を 受 賞 し ま し た  ★ 

テニスの全豪大会で大坂なおみ

選手が優勝しました。トップアスリー

トの活躍は世界中の人々に勇気や

感動を与えてくれます。最近話題

になったトップアスリートに関する本

を特集しています。大坂なおみ・大

谷翔平・イニエスタなどの本からス

ポーツや人生のヒントを得てみませ

んか？ 

 

 

木村先生のオススメ本（3B） 

『童話物語』向山貴彦 /著 

 

 

展示 3 冬の健康管理 

      

 



     

書名 著者名 出版社
雪の華 岡田 惠和 (著) 幻冬舎
愛唄 小林雄次   (著) 朝日新聞出版
ずうめの人形 澤村伊智   (著) KADOKAWA
ローウェル骨董店の事件簿 センチメンタル・ジュエリーの謎 椹野 道流   (著) KADOKAWA
麒麟児 冲方 丁   (著) KADOKAWA 
14歳、明日の時間割 鈴木るりか(著) 小学館
本と鍵の季節 米澤 穂信 (著) 集英社
青い春を数えて 武田 綾乃   (著) 講談社 
ナイツアンドマジック（8）-（9） 天酒之瓢 (著) 主婦の友社 
死にたい夜にかぎって 爪 切男   (著) 扶桑社 
宝石商リチャード氏の謎鑑定　（８）　夏の庭と黄金の愛 辻村七子(著) 集英社オレンジ文庫
星をつなぐ手 桜風堂ものがたり 村山 早紀   (著) PHP研究所
ソードアート・オンライン21 ユナイタル・リング 川原 礫 (著) KADOKAWA
美少年М 西尾 維新 (著) 講談社
パノラマ島美談 西尾 維新 (著) 講談社
心霊探偵八雲 ANOTHER FILES 嘆きの人形 神永 学   (著) KADOKAWA
確率捜査官 御子柴岳人 ファイヤーゲーム 神永 学   (著) KADOKAWA
悪魔と呼ばれた男 神永 学   (著) 講談社
こちら横浜市港湾局みなと振興課です 真保 裕一 (著) 文藝春秋
宝島 真藤 順丈   (著) 講談社
熱帯 森見 登美彦   (著) 文藝春秋
平成くん、さようなら 古市　憲寿(著) 文藝春秋
ハイキュー！！ショーセツバン！！　（１０）　舞台裏の景色　 古舘春一(著)　 集英社
ホーンテッドキャンパス14 櫛木 理宇   (著) KADOKAWA
８６－エイティシックス－　Ｅｐ．５　死よ、驕るなかれ　 安里アサト(著) 
パラレルワールド・ラブストーリー 東野圭吾 講談社
オレはせんせーなんかじゃない くじょう (イラスト) 学研プラス
月明かりの下、君に溺れ恋に落ちた nako. (著) スターツ出版
ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 J.K.ローリング (著) 静山社
キミのイタズラに涙する。 cheeery (著) スターツ出版
愛、という文字の書き順は教わっても愛し方までは教わってこなかった 0号室 (著) ワニブックス
５分後に意外な結末ｅｘ　バラ色の、トゲのある人生　 桃戸ハル(編) 学研プラス
５分後に意外な結末ｅｘ　チョコレート色のビターエンド　 桃戸ハル(編)　 学研プラス
ラストで君は「まさか！」と言う　恋の手紙　 /　恐怖の手紙　 ＰＨＰ研究所(編) ＰＨＰ研究所
５４字の物語 氏田雄介 (著) ＰＨＰ研究所
夏目漱石 増補新版: 百年後に逢いましょう (文藝別冊) 奥泉光 (編集) 河出書房新社
彼氏の隣で落ち着けない めろり (著) KADOKAWA
大丈夫、君は可愛いから。君は絶対、幸せになれるから。 yuzuka (著) KADOKAWA
先生、脳のなかで自然が叫んでいます！　 小林 朋道 築地書館 
四十七大戦(5) 一二三 (著) 泰文堂 
ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大図鑑 講談社 (編集) 講談社 
真実は間取り図の中に 皆藤 黒助(著) KADOKAWA
谷口ジロー 描くよろこび コロナブックス編集部 (編集) 平凡社
分県登山ガイド 30 鳥取県の山 藤原道弘 (著) 山と渓谷社
「社会を変える」を仕事にする 駒崎 弘樹   (著) 筑摩書房
もっと深く知りたい！ニュース池上塾 池上彰   (著) 祥伝社
2019→2020年版 図解まるわかり 時事用語 ニュースリテラシー研究所 (著) 新星出版社
朝日キーワード 2020
高校生の就職試験 適性検査問題集 ’20年版 成美堂出版編集部 (著) 成美堂
高校生の就職試験 一般常識問題集 ’20年版 成美堂出版編集部 (著) 成美堂
ワークで覚える小論文　頻出テーマジャンル別キーワード９２　 近藤 千洋 (その他) 桐原書店
高校生よく出る一般常識問題集 ’20年版 成美堂出版編集部 (著) 成美堂
教育学部 中高生のための学部選びガイド 三井 綾子 (著) ぺりかん社 
全商英語検定試験問題集3級 実教出版編修部
税理士になるには　 西山恭博(著) ぺりかん社　
医薬品業界で働く　 池田亜希子(著) ぺりかん社　
これだけできれば大丈夫! 初心者女子のためのゴルフBOOK 中村 香織 (著) 日本文芸社 
決断=実行 落合 博満 (著) ダイヤモンド社
兄・宇野昌磨 弟だけが知っている秘密の昌磨 宇野 樹 マガジンハウス
スムーズな走りを極める! 陸上競技 ハードル 山崎 一彦 (監修) メイツ出版
スポーツクライミング 「リード」 上達バイブル 実践テクで差がつく! 安間 佐千 (監修) メイツ出版
ゼロから始めるフルマラソンの本【改訂版】 内山 雅博 (監修) エイ出版社
ランニングスタートブック 金 哲彦 (監修) エイ出版社
 WE ラブ 箱根駅伝 集英社 
高校3年間の英語をこの1冊でざっと復習する本 稲田 一 (原著, 監修) KADOKAWA
英会話フレーズ集<基礎編> メディアビーコン (著) 学研プラス
今すぐ使えて、会話がはずむ 今日のタメ口英語 kazuma   (著) KADOKAWA
JUMP start 高山英士   (著) Linkage Club
CNNニュース・リスニング2018 CNN English Express編 (著) 朝日出版社 
変なことわざ図鑑 森山 晋平 (著 プレジデント社
高校古文まだまだこういう話 柴田 純子 (著) ケイエスティープロダクション

天才たちのつくった音楽の世界 辰巳出版
ゴッホのあしあと 日本に憧れ続けた画家の生涯 原田 マハ (著) 幻冬舎新書
新錯視図鑑 杉原 厚吉   (著) 誠文堂新光社
それしか ないわけ ないでしょう ヨシタケ シンスケ (著) 白泉社
クリスマスを探偵と 伊坂 幸太郎 (著) 河出書房新社
クックパッド ☆栄養士のれしぴ☆のおいしいキッチン♪ 3 上地 智子   (著) 宝島社
クックパッドの節約おかず108 クックパッド株式会社 (監修) 

強迫性障害です みやざき 明日香 (著) 星和書店 
とんでもない死に方の科学: もし○○したら、あなたはこう死ぬ コーディー・キャシディー (著) 河出書房新社
双極性障害 加藤 忠史   (監修) 翔泳社
ムー公式超実践不思議生物捕獲マニュアル 今泉 忠明 (監修) 学研プラス 
THE LAST GIRLーイスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語 ナディア・ムラド (著) 東洋館出版社 
1分で話せ 世界のトップが絶賛した大事なことだけシンプルに伝える技術 伊藤 羊一   (著) 
ユニバーサルデザインのちから ~社会人のためのUD入門~ 関根 千佳 生産性出版
日本文化の論点 宇野 常寛   (著) 筑摩書房
思春期の育ちと高校教育 小野 善郎 (著) 福村出版
パニくる!? パニック障害、「焦らない!」が効くクスリ。 櫻日和鮎実 (著) KADOKAWA
先生と親のためのLGBTガイド 遠藤 まめた (著) 合同出版 
10代のモヤモヤに答えてみた。―思春期サバイバル〈2〉 ここから探検隊 (著) はるか書房
マンガでわかる天皇 武光 誠 (監修)
5つの公式 石川千鶴 (著) 光文社 
マンガでわかる世界の英雄伝説 砂崎良 (著) 池田書店 
パブロフの犬:実験でたどる心理学の歴史 アダム・ハート=デイヴィス (著) 創元社 
本の読み方で学力は決まる 松﨑 泰 青春出版社
この世界の片隅に 上・中・下 こうの 史代   (著) 双葉社
ちはやふる　４０巻　 末次　由紀(著) 講談社
俺、つしま おぷうの きょうだい (著) 小学館
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★ 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★ 

直木賞受賞 

『宝島』 


