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秋田北高校 

図書館だより 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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第 3２号 ２０２０年 ６月 １日発行 

秋田県立秋田北高等学校図書館 

０１０－０８７１秋田市千秋中島町８番１号 

ＴＥＬ：０１８－８３４－１３７１ 

ＦＡＸ：０１８－８３４－１３７３ 

学校公式ｳｪﾌﾞｻｲﾄ : 

http://akitakita-h . net/ 

図書館だより : 

 http://akitakita–h . net/library/  ↑↑↑ここをクリック 

【御了承ください】 この期間は、定期考査や夏季休業等により、開館日数が少なくなっております 

 

 

 
 

【御案内】6 月より「地域開放」再開！ 

いつも本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、篤く御礼申し上げます。 

 さて、当館では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、｢地域開放｣を一時 

休止とさせていただき、皆様に御不便をおかけしておりましたが、 

６月より以下の日程で再開したく、御案内申し上げます。 

長時間の滞在をお控えいただくなど、当面の間は、 

一部の御利用を制限させていただきますが、 

御来館心よりお待ちしております！ 

【おねがい】当面の間、御来校の際は、マスクの着用・手指消毒・咳エチケットや手洗いの励行等、

皆様からの御理解と御協力をお願いいたします！ 

 また、本を初めてお借りになるときのみ、お名前と御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出に

関わる事務手続きにのみ利用します。それ以外の目的に使うことはありません。 

http://akitakita-h/
http://akitakita–h/
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    新 刊 案 内       

昨年度末に新しい本がたくさん入りました。この機会に、いかがですか。 

おとなの教養 池上 彰 NHK 出版 2014 

おとなの教養 ２ 池上 彰 NHK 出版 2019 

VR が変えるこれからの仕事図鑑 鳴海拓志 光文社 2019 

世界の中心で AI をさけぶ 片山恭一 新潮社 2019 

今すぐ使えるかんたんＷｏｒｄ ２０１９ 技術評論社編集部 技術評論社 2019 

読書する人だけがたどり着ける場所 齋藤孝 ＳＢクリエイティブ 2019 

〈ひと〉の現象学 鷲田清一 筑摩書房 2020 

いのちはなぜ大切なのか 小澤竹俊 筑摩書房 2007 

マンガでやさしくわかる公認心理師 福島哲夫 
日本能率協会     

マネジメントセンター 
2019 

「対人不安」って何だろう？ 榎本博明 筑摩書房 2018 

「空気」を読んでも従わない 鴻上尚史 岩波書店 2019 

教皇フランシスコ 乗浩子 平凡社 2019 

物語の哲学 野家啓一 岩波書店 2005 

東大教授が教える! 超訳 戦乱図鑑 山本博文 かんき出版 2019 

少年ゲリラ兵の告白 NHK スペシャル取材班 新潮社 2019 

街場の平成論 （犀の教室） 内田樹 編 晶文社 2019 

元号って何だ？ 藤井 青銅 小学館 2019 

史記 本紀 司馬遷 筑摩書房 1995 

史記列伝 全 5 冊セット 司馬遷 岩波書店 1995 

失敗図鑑 すごい人ほどダメだった! 大野 正人 文響社 2018 

僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 永田和宏 他 文藝春秋 2017 

僕たちが何者でもなかった頃の話をしよう 続 永田和宏 他 文藝春秋 2018 

津田梅子 大庭みな子 朝日新聞出版 2019 

明智光秀 早島大祐 NHK 出版 2019 

旅に出たくなる地図 世界 19 版 帝国書院編集部 帝国書院 2019 

京都が京都である理由。(別冊太陽ｽﾍﾟｼｬﾙ) 平凡社 平凡社 2019 

ロシアを知る。 池上彰 他 東京堂出版 2019 

フィンランドを知るためのキーワード A to Z  日本フィンランド協会 ネコ・パブリッシング 2019 

転換期を生きるきみたちへ 内田樹 編 晶文社 2016 
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    新 刊 案 内 (続き)      

神は詳細に宿る 養老 孟司 青土社 2019 

韓国 内なる分断 池畑 修平 平凡社 2019 

政治と経済のしくみがわかるおとなの事典 池上彰 監修 講談社 2019 

ルポ 漂流する民主主義 真鍋弘樹 集英社 2018 

内閣情報調査室 今井良 幻冬舎 2019 

北朝鮮を知るための 55 章 石坂浩一 明石書店 2019 

9 条入門 加藤典洋 創元社 2019 

刑事弁護人 亀石倫子 講談社 2019 

裁判官が教える裁判のギモン 日本裁判官ネットワーク 岩波書店 2019 

60 分で分かる！SDGs 超入門 バウンド 技術評論社 2019 

行動経済学の使い方 大竹文雄 岩波書店 2019 

人口減少社会のデザイン 広井 良典 東洋経済新報社 2019 

アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書 アンドリュー・Ｏ・スミス SBクリエイティブ 2019 

「上から目線」の構造 完全版 榎本博明 日本経済新聞出版社 2018 

共生保障 宮本太郎 岩波書店 2017 

化学のしごと図鑑 近畿化学協会 編 化学同人 2019 

最低賃金 日弁連貧困問題対策本部編 岩波書店 2019 

自己実現という罠 悪用される「内発的動機づけ」 榎本博明 平凡社 2018 

女に生まれてモヤってる！ ジェーン・スー他 小学館 2019 

虐待死 川﨑二三彦 岩波書店 2019 

男子が 10 代のうちに考えておきたいこと 田中俊之 岩波書店 2019 

パリピ経済 パーティーピープルが市場を動かす 原田 曜平 新潮社 2016 

ケーキの切れない非行少年たち 宮口幸治 新潮社 2018 

介護職がいなくなる 結城康宏 岩波書店 2019 

私にとっての介護 生きることの一部として 岩波書店編集部 編 岩波書店 2020 

なぜ勉強するのか？ 鈴木光司 ＳＢクリエイティブ 2006 

｢みんなの学校｣から｢みんなの社会｣へ 尾木直樹 他 岩波書店 2019 

教育格差 階層・地域・学歴 松岡亮二 筑摩書房 2019 

日本の公教育ー学力・コスト・民主主義ー 中澤渉 中央公論新社 2018 

｢ハッピーな部活｣のつくり方 中澤篤史 岩波書店 2019 

検証 迷走する英語入試 南風原朝和 岩波書店 2018 
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教え学ぶ技術 問いをいかに編集するのか 苅谷剛彦 他 筑摩書房 2019 

勉強が死ぬほど面白くなる独学の教科書 中田敦彦 SBクリエイティブ 2019 

日本の食文化 1: 食事と作法 小川直之 編 吉川弘文館 2018 

昭和の子ども図誌 櫻井尚 東洋出版 2019 

ビッグ・クエスチョン スティーブン・ホーキング NHK 出版 2019 

しゅんかん図鑑 伊知地国夫 小学館 2018 

科学的とはどういう意味か 森博嗣 幻冬舎 2011 

おはようからおやすみまでの科学 佐倉統 他 筑摩書房 2006 

数と記号のふしぎ 本丸諒 SBクリエイティブ 2019 

πの話 野崎昭弘 岩波書店 2011 

予測の科学はどう変わる？  

人工知能と地震・噴火・気象現象 
井田喜明 岩波書店 2019 

ロウソクの科学 ファラデー KADOKAWA 2012 

ロウソクの科学 ファラデー 岩波書店 2010 

ビーカーくんとすごい先輩たち うえたに夫妻 誠文堂新光社 2019 

３D 地図でわかる日本列島地形図鑑 髙田将志監修 成美堂出版 2019 

動物園は進化する  ゾウの飼育係が考えたこと 川口幸男 他 筑摩書房 2019 

救急を救う男 嶋康晃 現代書林 2019 

子どもの夜ふかし脳への脅威 三池輝久 集英社 2014 

スマホが学力を破壊する 川島隆太 集英社 2018 

リハビリ 長谷川幹 岩波書店 2019 

安全な医療のための｢働き方改革｣ 植山直人 岩波書店 2019 

持続可能な医療 広井良典 筑摩書房 2018 

ビジュアル分解大図鑑 コンパクト版 クリス・ウッドフォード 
日経ナショナル 

ジオグラフィック 
2019 

技術の街道をゆく 畑村洋太郎 岩波書店 2018 

〈弱いロボット〉の思考  岡田美智男 講談社 2017 

レアメタル・レアアースの驚くべき能力 齋藤勝裕 シーアンドアール研究所 2019 

電池が起こすエネルギー革命 吉野明 NHK 出版 2017 

トコトンやさしいシリコーンの本 信越化学工業編 日刊工業新聞社 2019 

懐かしの空き缶大図鑑 石川浩司 東海教育研究所 2019 

世界のスープ図鑑 佐藤政人 誠文堂新光社 2019 

田園回帰がひらく未来 農山村再生の最前線 広井 良典 他 岩波書店 2016 

日本の産業大事典 藤田晃之 あかね書房 2019 

単位と記号の秘密がわかる本 科学雑学研究倶楽部 学研 2019 
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    新 刊 案 内 (続き)      

 

結局、ウナギは食べていいのか問題 海部健三 岩波書店 2019 

なぜ女はメルカリに、男はヤフオクに惹かれるのか 田中道昭 他 光文社 2019 

世界遺産 中村俊介 岩波書店 2019 

「大家さんと僕」と僕 矢部太郎 新潮社 2019 

3 月のライオン(14) 羽海野チカ 白泉社 2018 

まんがでわかる ヒトは｢いじめ｣をやめられない 中野信子 監修 小学館 2019 

夢十夜 近藤ようこ 岩波書店 2020 

透明なゆりかご 沖田×華 講談社 2019 

ジャニーズは努力が 9 割 霜田明寛 新潮社 2019 

パラスポーツ・ボランティア入門 松尾哲矢 他 旬報社 2019 

ジョコビッチはなぜサーブに時間をかけるのか 鈴木貴男 集英社 2019 

武道と日本人 魚住孝至 青春出版社 2019 

あいかわらず超超超超超超超超超超超超超超超

超超超超越超超超超超超超超超超超むずかしい

脳がひっくりかえるまちがいさがし 

脳がひっくりかえる 

まちがいさがし制作委員会 
ワニブックス 2019 

はやくしないとチコちゃんに叱られる 

迷路 BOOK 

NHK「チコちゃんに 

叱られる!」制作班 
宝島社 2019 

かるた大会で大活躍！ 

「百人一首」必勝のポイント５０ 
全日本かるた協会監修 メイツ出版 2018 

日本語力で切り開く未来 齋藤孝 集英社 2020 

レポート・論文をさらによくする 

「書き直し」ガイド 

佐渡島紗織 編著 

坂本麻裕子 編著 他 
大修館書店 2015 

夏目漱石、読んじゃえば？ 奥泉光 河出書房新社 2018 

小説の言葉尻をとらえてみた 飯間浩明 光文社 2017 

万葉の心 中西進 毎日新聞 2019 

図説地図とあらすじでわかる！万葉集 新版 坂本勝 青春出版社 2019 

百人一首ワンダーランド 五味太郎 東京書籍 2014 

図説百人一首 新装版 石井正乙 河出書房新社 2017 

北里柴三郎 上 山崎光夫 中央公論新社 2019 

北里柴三郎 下 山崎光夫 中央公論新社 2019 

NHK 国際放送が選んだ日本の名作 朝井リョウ 他 双葉社 2019 
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     図書委員おすすめの本    

本校図書委員会は、例年より約 1 か月遅れの 5 月から、新メンバーで活動を開始しました。 

広報誌『Library』は、早くも 2 号発行しております。 

今回はその中から、３年生が担当した｢新刊｣などのおすすめの本を御紹介します。 

三鬼 三島屋変調百物語四之続 宮部みゆき KADOKAWA 2019 

小説十八史略１ 陳舜臣 講談社 1992 

小説十八史略２ 陳舜臣 講談社 1992 

小説十八史略３ 陳舜臣 講談社 1992 

小説十八史略４ 陳舜臣 講談社 1992 

限りなく透明に近いブルー 村上龍 講談社 2009 

生きながらえる術 鷲田清一 講談社 2019 

知の体力 永田和宏 新潮社 2018 

探してるものって、生きがいっていうより 

死にがいなんじゃないの 

 死にがいを求めて生きているの  

朝井 リョウ：著、 中央公論新社、 2019 

 

競争や対立が省かれて、ナンバーワンよりオン

リーワンが謳われる時代に、自己の座標を見失い

苦しむ若者達の群像劇。生きがいがなきゃ生きて

いけない私達は、必死に死ぬまでの暇潰しを探し

ていたりするのかもしれない。 

理系男子たちの青春物語！！ 

 キ ケ ン  

有川 浩：著、 新潮社、 2010 

舞台は、男子学生率 99％の成南電気工科大学

のサークル｢機械制御研究部｣略称｢キケン｣。アク

の強い部で日々繰り広げられる、大学生のするこ

ととは思えない事件、犯罪スレスレの実験や破壊

的行為、男子大学生の大恋愛が描かれる。どんな

ことにも全力本気で取り組む理系男子達の物語。 

教育格差という名の現実 

 教育格差  

松岡 亮二：著、 筑摩書房 、２０１９ 

 北高生の大半は大学進学を目標としている。 

それが私たちの『普通』。その『普通』が置かれ

た環境次第で容易に変わり得ることを私たちは

知らない。今なお存在し続ける格差に目を向け、

その『普通』とは一体何なのか私たちは知るべき

ではないのだろうか。 

ケーキの切れない非行少年たち 

ケーキの切れない非行少年たち 

宮口 幸治：著、 新潮社 ，２０１９ 

 少年院には計算ができず、漢字も読めない少

年・少女もいると言います。この本は、児童精神

科医である筆者の経験をもとにした実話で、非行

少年たちの真実が分かりやすく書かれています。 

 ３０万部突破の話題作なので、ぜひ図書館で借

りてみて下さい。 

 


