
秋田北高校 

図書館だより 
 

 

2 月・3 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！ 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

   

 

 

 

 

2 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   

開放日は１４時１０分から１６時まで 

3 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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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 

この期間は、定期考査、高校入試及び春季休

業により、開館日数が少なくなっております。

御了承ください。 

 

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。 

 

↑｢キタコレ｣(北高卒の作家さんの作品)コーナー↑ 

前号にも掲載しましたが、たくさん御寄贈いただき

ました。ぜひ御利用ください！ 

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


 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！ 

007 デジタル・ポピュリズム 福田直子 集英社 

116 寝ながら学べる構造主義  内田樹 文藝春秋 

141 ひらめきスイッチ大全 知的創造研究会 日本経済新聞出版社 

188 禅とジブリ 鈴木敏夫 淡交社 

209 アニメで読む世界史 藤川隆男 山川出版社 

289 カルピスをつくった男 三島海雲 山川徹 小学館 

289 「徹子の部屋」の花しごと 石橋恵三子 産業編集センター 

302 世界が感動する日本の｢当たり前｣ マンリオ・カデロ 小学館 

331 未来を変える目標 SDG s アイデアブック Think the Earth Think the Earth 

336 １分で話せ 伊藤羊一 SB クリエイティブ 

361 最高の雑談力 結果を出している人の脳の使い方 茂木健一郎 徳間書店 

366 NHK プロフェショナル仕事の流儀(4)、(8)          NHK プロフェショナル制作班 ポプラ社 

369 看護師も涙した老人ホームの素敵な話 小島すがも 東邦出版 

369 なぜ、わが子を棄てるのか NHK 取材班 NHK 出版 

371 いじめで死なせない 岸田雪子 新潮社 

402 理系という生き方 最相葉月 ポプラ社 

417 サンプリングって何だろう 廣瀬 雅代 他 岩波書店 

421 図解眠れなくなるほど面白い相対性理論 大宮信光 日本文芸社 

455 日本列島大変動 後藤忠徳 ポプラ社 

491 死因不明社会２０１８ 海堂尊 講談社 

498 ｢おいしさ｣の科学  佐藤成美 講談社 

499 世界を救った日本の薬 塚崎朝子 講談社 

518 リサイクルと世界経済 小島道一 中央公論新社 

537 ドライバーズシート 豊田章男の日々 宮本 隆彦 中日新聞社 

538 宇宙に命はあるのか 人類が旅した一千億分の八 小野雅裕 SB クリエイティブ 

626 身近な野菜の奇妙な話 森昭彦 SB クリエイティブ 

686 鉄道ふしぎ探検隊  河尻定 日本経済新聞出版社 

726 みんなワンダー R.J.パラシオ アルファポリス 

726 
有名すぎる文学作品をだいたい 10 ページくらいの漫画で読む     

(同シリーズ全 3 冊) 
ドリヤス工場 リイド社 

814 文豪の凄い語彙力 山口謠司 さくら舎 

913 マスカレード・ナイト 東野圭吾 集英社 

913 チンギス紀 １ 火眼 北方謙三 集英社 

913 下町ロケット ヤタガラス  ※ 池井戸潤 小学館 

913 ねじまき片想い 柚木麻子 東京創元社 

913 たんぽぽ団地のひみつ 重松清 新潮社 

※ 寄贈図書 


