
秋田北高校 

図書館だより 
 

 

8月・9月の学校図書館開放日をお知らせします 

お気軽にお越しください！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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 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。 

 

 

 御了承ください  

この期間は、夏季休業、学校行事、定期考査に

より、開館日数が少なくなっております。  

 

 御案内  

秋田北高校公式ウェブサイト  

http://www/akitakita-h . net/ 内の  

図書館だよりタブ(以下御参照ください)を 

クリックすると、お知らせや図書だよりを 

見ることが出来ます。 

 

 

 

←ここをクリック 
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 館内の御紹介  
今号は、特設展示コーナーと書棚の一部について御紹介します。 

  

 

← 
｢図書委員 

おすすめの本｣コーナー 

図書委員の生徒が、 

｢おすすめの本｣や 

｢新刊｣を御紹介して 

います。 

  

→ 

｢新着図書｣コーナー 

入荷したばかりの本が 

並んでいます。 

     

 

  ｢芥川賞・直木賞｣コーナー 

写真は第 158 回受賞作品展示 

の様子ですが、7/18 に発表 

された、第 159 回受賞作品に 

ついても、入荷次第、配架予定。 

↓ 

 

  

← 
｢日本文学｣コーナー 

人気作家の小説が 

揃っています。 
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 新 刊 案 内  
 

夏休み前に新しい本がたくさん入荷しました。 

分類(分野)別に御案内しますので、ぜひ御活用ください！ 

002 リベラルアーツの学び 理系的思考のすすめ 芳沢光雄 岩波書店 

023 ミルコの出版グルグル講義 山口ミルコ 河出書房新社 

141 突然頭が鋭くなる 42 の思考実験 小川 仁志 SB クリエイティブ 

159 
自分を変える「脳」の習慣 「脳科学」×「記

憶のマネジメント」で頑張らずにうまくいく 
宇都出雅巳 SB クリエイティブ 

159 逆境を乗り越える５０のヒント （心の友だち） 植西聰 PHP 研究所 

259 カストロとゲバラ  広瀬隆 集英社 

289 ある奴隷少女に起こった出来事 
ハリエット・アン・ジェイコ

ブズ （著）,堀越 ゆき （訳） 
新潮社 

289 大村智 2 億人を病魔から守った化学者 馬場錬成 中央公論新社 

302 
池上彰の世界の見方 朝鮮半島  

日本はどう付き合うべきか 
池上彰 小学館 

316 子どもの人権をまもるために （犀の教室） 木村 草太 晶文社 

361 友だち幻想 管野 仁 筑摩書房 

366 10 年後の仕事図鑑 落合陽一、堀江貴文 SB クリエイティブ 

366 ポプラディアプラス 仕事・職業 ポプラ社編 ポプラ社 

376 獣医師になるには 井上こみち ぺりかん社 

376 現役東大生が伝えたいやってはいけない勉強法 綱島将人 学研プラス 

379 やってはいけない勉強法 石井貴士 きずな出版 

379 受験脳の作り方 脳科学で考える効率的学習法  池谷裕二 新潮社 

431 夢の新エネルギー｢人工光合成｣とは何か 光化学協会編 講談社 

467 DNA を操る分子たち 武村政春 技術評論社 

489 カワウソちぃたん ちぃたん 宝島社 

491 知っているようで知らない免疫の話 西村尚子 技術評論社 

517 水がなくなる日 橋本淳司 産業編集センター 

771 声優 声の職人 森川智之 岩波書店 

783 岡崎慎司 悩む男。 岡崎慎司 小学館 

784 
羽生結弦は助走をしない  

誰も書かなかったフィギュアの世界  
高山真 集英社 

789 洞察と戦略で勝つ！剣道 鈴木剛 誠文堂新光社 

809 ネコと学ぶディベートの本  第 3 版 武田顕司 デザインエッグ社 

830 
DAILY30 日間 英検 1 級 集中ゼミ  

新試験対応版 
旺文社 編 旺文社 

837 外国人から日本についてよく聞かれる質問 200 森田正康 他 クロスメディア・ランゲージ 
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※ 寄贈図書 

 

      

(書影は版元ドットコムより) 

 

911 銘度利加(第 68 回 H 氏賞受賞作) 十田撓子 思潮社 

913 寒さの夏は ※ 錺雅代 編集工房ノア 

913 かがみの孤城  辻村深月 ポプラ社 

913 ツナグ(第 32 回吉川英治文学新人賞受賞作) 辻村深月 新潮社 

913 ブレイズメス１９９０ 海堂尊 講談社 

913 スリジエセンター１９９１ 海堂尊 講談社 

913 
さよなら、田中さん                 

(｢12 歳の文学賞｣3 年連続大賞受賞作家) 
鈴木るりか 小学館 

913 ラプラスの魔女 東野圭吾 KADOKAWA 

913 イモータル 萩耿介 中央公論新社 

913 思い出のとき修理します 全４巻セット 谷瑞恵 集英社 

913 弥栄の烏 阿部智里 文藝春秋 

913 青の数学 １ 王城夕紀 新潮社 

913 青の数学 ２ ユークリッド・エクスプローラー  王城夕紀 新潮社 

913 火星に住むつもりかい？ ※ 伊坂幸太郎 光文社 

913 キャロリング ※ 有川浩 幻冬舎 

913 ｉ アイ ※ 西加奈子 ポプラ社 

913 玉依姫 ※ 阿部智里 文藝春秋 

913 探偵少女アリサの事件簿 ※ 東川篤哉 幻冬舎 

913 素敵な日本人 ※ 東野圭吾 光文社 

913 妖怪アパートの幽雅な日常①～⑤ ※ 香月日輪 講談社 

913 豆の上で眠る ※ 湊かなえ 新潮社 

914 花好きの花がたり ※ 錺雅代 ハンドレッドラボ 

914 倒れるときは前のめり 有川浩 KADOKAWA 

914 ゴリラからの警告 人間社会、ここがおかしい 山極寿一 毎日新聞出版 

914 時をかけるゆとり ※ 朝井リョウ 文藝春秋 

914 ふむふむ －教えて、お仕事！－ ※ 三浦しをん 新潮社 

916 
アーロン収容所 改版  

西欧ヒューマニズムの限界 
会田雄次 中央公論新社 


