
秋田北高校 

図書館だより 
 

 

 

10月・11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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 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    

11 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  
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御活用ください 

本館では、県立図書館より、様々なテーマの 

セット貸出図書をお借りして配架しています。 

北高の図書と同様にお貸しできますし、御返却も

当館です。現在配架中のテーマは、以下の 2 つで

す。合わせて 75 冊、11/15 迄の予定です。 

この期間は、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。御了承ください。 

  

 

 
テーマ： ｢非日常 - 空想と幻想-SF｣ 

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。 

 
テーマ： ｢今ノンフィクションがおもしろい｣ 

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


  新 刊 案 内   

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！ 

016 シリアの秘密図書館 デルフィーヌ・ミヌーイ 東京創元社 

159 心の色 The color of my heart ※ メルビン・アレクシー・パタン 精巧堂出版 

210 司馬遼太郎で読み解く幕末・維新 小谷野敦 ベストセラーズ 

242 太陽の船復活 エジプト考古学者吉村作治の挑戦 吉村作治 太陽の船復原研究所 

293 おとぎの国をめぐる旅バルト三国へ 渋谷智子 イカロス出版 

302 地球情報地図５０ 自然環境から国際情勢まで アラステア・ボネット 創元社 

302 アメリカの社会変革 人種・移民・ジェンダー・ＬＧＢＴ ホーン川嶋 瑤子 筑摩書房 

316 先住民からみる現代世界 深山直子 昭和堂 

317 行政学講義 日本官僚制を解剖する 金井利之 筑摩書房 

361 
遅刻してくれて、ありがとう 常識が通じない

時代の生き方 (全米大ベストセラー) 上・下 
トーマス・ヒリードマン 日本経済新聞出版社 

366 臨床検査技師になるには 岩間靖典 ぺりかん社 

366 バイオ技術者・研究者になるには 堀川晃菜 ぺりかん社 

376 

オックスフォード＆ケンブリッジ大学世界一

「考えさせられる」入試問題 あなたは自分を

利口だと思いますか？ 

ジョン・ファーンドン 河出書房新社 

376 

オックスフォード＆ケンブリッジ大学さらに

世界一「考えさせられる」入試問題 まだ、あ

なたは自分が利口だと思いますか？ 

ジョン・ファーンドン 河出書房新社 

539 原子力規制委員会 独立・中立という幻想 新藤宗幸 岩波書店 

673 
セブン−イレブン金の法則 

 ヒット商品は「ど真ん中」をねらえ 
吉岡秀子 朝日新聞出版 

709 新日本遺産 別冊太陽編集部 （編） 平凡社 

726 高清水風土記 三船毅志 秋田魁新報社 

748 五能線白神の四季 後藤千春 秋田魁新報社 

757 配色デザイン手帖 桜井輝子 SB クリエイティブ 

783 3 初 V の軌跡 ブラウブリッツ秋田 2017 秋田魁新報社 秋田魁新報社 

798 ゲームシナリオの書き方 第 2 版 佐々木智広 SB クリエイティブ 

821 雨かんむり漢字読本 円満字二郎 草思社 

830 英検分野別ターゲット英検 1 級英作文問題 改訂版 旺文社 編 旺文社 

911 歌集 朝日とともに ※ 田所 翠   

913 夏の祈りは 須賀しのぶ 新潮社 

913 ひらいて 綿矢りさ 新潮社 

913 送り火(第 159 回芥川賞受賞作品) 高橋弘希 文藝春秋 

913 ファーストラヴ(第 159 回直木賞受賞作品) 島本理生 文藝春秋 

※ 寄贈図書 

 読書の秋に、いかがですか！  


