
秋田北高校 

図書館だより 
 

秋田北高校では、地域の皆さまに学校図書館を開放しています！ 

｢人気の本が直ぐに読めて助かる｣、｢小さい子どもがいるので、絵本があるのはありがたい｣･･･ 

などなど、うれしいお声がけ本当にありがとうございます。今年度も少しでも快適に過ごして 

いただけるよう、準備を整えてお待ちしていますので、ぜひお気軽にお越しください！  

   

4 月・5 月の開放日は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開放日は１４時１０分から１６時まで 

御利用いただけます。 

本の貸し出しは、1 人 2 冊まで、15 日以内。 

お越しの際は、事務室窓口にて 

来校者手続きをお願いします。 

 

 

 

 新 刊 案 内  

新しい本がたくさん入りました。ぜひ御活用ください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月の開放日      開放 

日 月 火 水 木 金 土 

  1  2  3  4  5  6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

５月の開放日      開放 

日 月 火 水 木 金 土 

    1 2  3 4 

 5  6  7  8  9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

００２ ヘンな論文 サンキュータツオ KADOKAWA 

００２ もっとヘンな論文 サンキュータツオ KADOKAWA 

０２１ ノンデザイナーズ・デザインブック 第４版 Ｒｏｂｉｎ  Ｗｉｌｌ-ｉａｍｓ  マイナビ出版 

０３１ 現代用語の基礎知識 2019 自由国民社 自由国民社 

０３１ 文藝春秋オピニオン 2019 年の論点１００ 文藝春秋 文藝春秋 

０８１ 戦後値段史年表 週刊朝日編集部 編  朝日新聞出版 

１００ マルクス・ガブリエル欲望の時代を哲学する 
マルクス・ガブリエル :述,丸

山 俊一・他 :著, 
NHK 出版 

１４１ わかりやすい記憶力の鍛え方 児玉光雄 ＳＢクリエイティブ 

１５９ 
人生と仕事を変えた５７の言葉                              

「プロフェッショナル仕事の流儀」決定版  

ＮＨＫ「プロフェッショ  

ナル」制作班 
NHK 出版 

１８８ まずは、あなたのコップを満たしましょう 玉置妙憂 飛鳥新社 

２２１ 誰も書かなかった日韓併合の真実 豊田隆雄 彩国社 

２８８ 図解でわかる 14 歳からの天皇と皇室入門 山折哲雄 他 太田出版 

２８９ フリーバード 自由と孤独 谷口浩 中央公論新社 

３０２ 渋谷ギャル店員～ひとりではじめたアフリカボランティア 栗山さやか 金の星社 

３１９ 紛争・対立・暴力 世界の地域から考える 西崎文子・武内進一：編著 岩波書店 

３２９ 
世界で活躍する仕事１００                                                      

１０代からの国際協力キャリアナビ 

三菱ＵＦＪリサーチ＆   

コンサルティング 
東洋経済新報社 

３３０ 14 歳からのお金の話 池上彰 マガジンハウス 

３３１ ９プリンシプルズ 加速する未来で勝ち残るために 
伊藤 穰一，ジェフ・ハウ :

著，山形 浩生：訳 
早川書房 

３３６ 自分の言葉で語る技術 川上徹也 朝日新聞出版 

３６１ 日本辺境論 内田樹 新潮社 

３６６ 医薬品業界で働く 池田亜希子 ぺりかん社 

３６６ 税理士になるには 西山恭博 ぺりかん社 

３６６ 宇宙・天文で働く 本田隆行 ぺりかん社 

３６６ 救急救命士になるには 益田美樹 ぺりかん社 

３６６ スポーツ社会で働く 谷隆一、藤江亮介 ぺりかん社 

３６６ 漁師になるには 大浦佳代 ぺりかん社 

３６７ 台湾の若者を知りたい 水野俊平 岩波書店 

３６９ 子どもと貧困 増補版 朝日新聞取材班 朝日新聞出版 

３６９ 3.1１を心に刻んで 2018 岩波書店編集部 岩波書店 

３６９ 注文をまちがえる料理店 小国士朗 あさ出版 

３６９ ハーネスをはずして 北海道盲導犬協会の老犬ホームのこと 辻 恵子 あすなろ書房 

３７５ 学校におけるがん教育の考え方・進め方 植田誠治 他 大修館書店 
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 http://akitakita–h . net/library/  ↑↑↑ここをクリック 

 

おねがい 

本を初めてお借りになるときのみ、氏名と住所を

確認できる身分証明書をお持ちください。 

例えば、免許証・健康保険証・学生証などです。 

個人情報は、図書利用カードの発行と本の貸し出し

に関わる事務手続きにのみ使います。 

それ以外の目的に使うことはありません。 

予定外に学校図書館を使った授業や行事が組まれ、館内が利用し難い場合がございます。 

その際は御不便をお掛けするかと存じますが、何卒御了承のほどよろしくお願いいたします。 

http://akitakita-h/
http://akitakita–h/


 新 刊 案 内(続き)  

 

 

 

 

９１３ 宝島 (第 160 回直木賞受賞作品) 真藤順丈 講談社 

９１３ 1R1 分３４秒 (第 160 回芥川賞受賞作品) 町屋良平 新潮社 

９１３ ニムロッド (第 160 回芥川賞受賞作品) 上田岳弘 講談社 

９１３ 朽ちないサクラ 柚月裕子 徳間書店 

９１３ ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊かなえ 光文社 

９１３ 風が強く吹いている 三浦しをん 新潮社 

９１３ 嚙みあわない会話と、ある過去について 辻村深月 講談社 

９１３ スマホを落としただけなのに 志駕晃 宝島社 

９１３ オー!ファーザー! 伊坂幸太郎 新潮社 

９１４ 
やさしさにつつまれる小さな物語                                             

毎晩一話だけ読んで眠りたい… 
「小さな親切」運動本部 河出書房新社 

９１４ 国境のない生き方－私をつくった本と旅 ヤマザキマリ 小学館 

９１４ ｢やりがいのある仕事｣という幻想 森博嗣 朝日新聞出版 

９４９ ハリネズミの願い トーン・テレヘン 新潮社 

    

 館内の展示コーナー  

 

 

秋田北高図書館報『読窓第 84 号』掲載作品 

３７７ 大学生学びのハンドブック 勉強法がよくわかる！ ４訂版 世界思想社編集部 世界思想社 

３８３ 日本服飾史 風俗博物館所蔵 女性編 井筒 雅風  光村推古書院 

３８３ 日本服飾史 風俗博物館所蔵 男性編 井筒 雅風  光村推古書院 

３８５ 

「さすが！」といわせる大人のマナー講座 文部科学省後

援「マナー・プロトコール検定」標準テキスト Ｇｌｏｂ

ａｌ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｍａｎｎｅｒｓ 最新版 

日本マナー・プロトコール協会  PHP 研究所 

４００ 
『ロウソクの科学』が教えてくれること 

(マイケル・ファラデー,ウィリアム・クルックス ：原作) 

,白川英樹：監修,     尾

嶋好美：編・訳, 

ＳＢクリエイティ

ブ 

４０２ 知識ゼロからの科学史入門 池内 了 幻冬舎 

４３１ 世界で一番美しい化学反応図鑑 

セオドア・グレイ：著,ニッ

ク・マン：写真,若林文高：監

修,武井摩利：訳 

創元社 

４１７ データサイエンス入門 竹村 彰通 岩波書店 

４９０ ｢平穏死｣10 の条件 長尾和宏 ブックマン社 

４９１ 10 分後にうんこが出ます：排泄予知デバイス開発物語 中西敦士 新潮社 

５３７ デザインが日本を変える 日本人の美意識を取り戻す  前田育男 光文社 

５３８ 
ナウシカの飛行具、作ってみた 発想・制作・離陸         

―メーヴェが飛ぶまでの 10 年間 

八谷和彦 猪谷千香   あ

さりよしとお 
幻冬舎 

５６９ 超簡単なので 自炊やってみた。 自炊研究会 家の光協会 

５９８ 顔ニモマケズ 水野敬也 文響社  

６４５ 世界でいちばんかなしい花 瀧晴巳 ギャンビット 

６７３ エンジェルフライト 国際霊柩送還士 佐々涼子 集英社 

７４０ 一瞬の宇宙 ＫＡＧＡＹＡ 河出書房新社 

７４６ デジタル顕微鏡で楽しむ！ミクロワールド美術館 池田 圭一 技術評論社 

７７８ 若いぼくらにできること 今井雅之 岩波書店 

７９８ Ｕｎｉｔｙでわかる！ゲーム数学 加藤潔 翔泳社 

８１０ 「君の名は。」で古文・和歌の読み方が面白いほどわかる本 渡部泰明 KADOKAWA 

８１２ 日本の言葉の由来を愛おしむ 語源が伝える日本人の心 高橋こうじ 東邦出版 

８３０ DAILY20 日間 英検準 2 級 集中ゼミ 新試験対応版 旺文社編 旺文社 

８３７ ジャパンタイムズ社説集 2018 年上半期 ジャパンタイムズ ジャパンタイムズ 

９１０ 漱石と朝日新聞 山口謠司 朝日新聞出版 

９１０ 新潮日本文学アルバム １９ 太宰治 新潮社 新潮社 

９１１ 図説和歌と歌人の歴史事典 井上辰雄 遊子館 

９１３ ユートピア 湊かなえ 集英社 

９１３ 夏空白花 須賀しのぶ ポプラ社 

９１３ 太宰治の辞書 北村薫 東京創元社 

９１３ 暗黒女子  秋吉理香子 双葉社 

９１３ 今だけのあの子 芦沢央 東京創元社 

この他に、｢図書委員おすすめの本｣コーナーは 

毎月更新、企画展示コーナーは季節や学校行事、 

授業内容などに合わせて随時変更しています。 

皆さまの御利用お待ちしています！ 

 

図書委員 POP 交流 (大館桂桜高・秋田南高) 
 

 

第 160 回芥川賞・直木賞受賞作品 

https://honto.jp/netstore/search/au_1001049063.html

