
四次元ポケット 
  第 1 号   

 平成２９（２０１７）年５月２日（火） 

 大分県立鶴崎工業高校図書委員会 

                                                    

図書館へようこそ！ 

鶴崎工業高校の皆さん、こんにちは！鶴崎工業高校図書館報「四次元ポケット」では、皆さんの学校生活

が楽しく、そして豊かになるように色々な情報を発信したいと思います。是非ご覧ください♫ 
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皆さんの来館をお待ちしています♪ 

 

是⾮、使ってね！ （利用時間…8：00～21：00） 

（ＩＤ）U0975275261(学校の電話番号/半⾓) 

（ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ）tsurukou（半⾓） 

① インターネットで 

｢e-slip(イー・スリップ)｣と検索

し、サイトにアクセス 

https://www.eslip.jp/ESlipSystem/ 

② 左記のＩＤ・パスワードを⼊⼒ 

③ ｢e-slip 検索｣→｢蔵書検索｣ 

④ 書名が表⽰されたら、その本は

鶴⼯図書館に有る！ 

大分県立図書館の本も借りることができます！！ 

大分県立図書館に所蔵されている本を、学校経由で借りるこ

とができます。カウンターにある「リクエストカード」に記入

してください。 

 

 貸出期間◆1 冊 1 ヶ月（返却もこちらで行います） 

  

※一般の県民も利用する図書館なので、本が返却されなければ

借りることはできません。また、大分県立図書館から本が届く

日は決まっているので、配送日まで待つこともあります。 

鶴崎⼯業⾼校司書の染⽮由維（そめやゆい）です。

鶴⼯ 2 年⽬です。よろしくお願いします。 
☆図書館の利用について☆ 

 

 開館時間 

  平日 8：20～16：30  

※司書不在時は閉館 

 貸出期間 

  1 冊 1 週間（返却期限は守ってね！）

 貸出冊数 

  無制限 1 人何冊でもＯＫ！  

      （※延滞している人を除く） 

★図書館内にある雑誌・広報誌★（※雑誌・広報誌は貸出不可。館内で読んでね！） 

 

      『Yell sports』      『住む。』        『広告』     

 

 

 

 

 

 

 

  『日経ものづくり』   『ロボコンマガジン』 『トランジスタ技術』    『化学と教育』 

 

 

 

 

 

 

 

『チルチンびと』   『新建築』    『カーサブルータス』   『MdN』   『月刊自家用車』 

 

 

 

 

 

 

 

『Tarzan』    『Number』       『Newton』     『公募ガイド』  『オレンジページ』 

 

 

 

 

 

 

 

『学校図書館』  『シティ情報おおいた』 『SCREEN』     『non-no』  『Men’s  non-no』 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度から 

新しく入った 

3 誌をご紹介！



 

                        2017 年 

★本屋大賞決定！★       

 

       ★『蜜蜂と遠雷』 恩田 陸 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    【著書紹介】 

 １９６４年宮城県生まれ。早稲田大学卒。 

１９９１年『六番目の小夜子』、1993 年『球形の 

季節』がそれぞれ第 3 回、第 5 回のファンタジー 

ノベル大賞最終候補作に選ばれ、デビュー。 

ホラー、ＳＦ、ファンタジーと様々なジャンルで 

多彩な創作活動を展開、注目を集める。 

 

★2 位 『みかづき』 森 絵都    

★3 位 『罪の声』  塩田 武士  

★4 位 『ツバキ文具店』 小川 糸

★5 位 『桜風堂ものがたり』 村山 早紀 

★6 位 『暗幕のゲルニカ』 原田 マハ 

★7 位 『ｉ』 西 加奈子 

★8 位 『夜行』 森見 登美彦 

★9 位 『コンビニ人間』 村田 沙耶香 

10 位  『コーヒーが冷めないうちに』 川口 俊和 

 

 

 

 

 

【本屋大賞とは…】新刊書の書店（オンライン書店も含む）で働く書店員の投票で決定する、“書店員が一番売

りたい本”のランキング。過去 1 年間、書店員自身が自分で読んで「面白かった」、「お客様にも薦めたい」、「自

分の店で売りたい」と思った本を選び投票する。                    （公式ＨＰより）

恩田陸さんの

作品は 

他にも沢山！
私は、まだ⾳楽の神様に愛されているのだ

ろうか？3 年ごとに開催される「芳ヶ江国際ピ

アノコンクール」は、世界最⾼峰のピアノコ

ンクールで優勝するというジンクスがあっ

た。その「芳ヶ江国際ピアノコンクール」に

出場し、優勝を⽬指す若者 4 ⼈。彼らをはじ

めとする数多の天才たちが繰り広げる熱き闘

い。予選を勝ち抜き、本戦で優勝を⼿にする

のは誰なのか？⼈間の才能と運命、そして⾳

楽を描き切った⻘春群像⼩説。 

★印のついている本は、鶴工図書館にあります 

史上初！ 

直木賞とＷ受賞 

↑『夜のピクニック』

『チョコレートコスモス』→

☆★昨年度３月末（修了式以降）に入った本★☆ 

騎士団長殺し：第 1 部・第 2 部 村上 春樹  

か「」く「」し「」ご「」と 住野 よる 

本日は、お日柄もよく 原田 マハ 

手づくりする木の器 西川 栄明 

なるには BOOKS 

 動物看護士になるには 

井上 こみち 

なるには BOOKS 

ビルメンテナンススタッフになるには

谷岡 雅樹 

 

 

 

 ★☆平成 28 年度読書アンケートについて☆★ 

 昨年度 1 月に実施した「読書アンケート」の中で、購入希望図書を記入する欄がありました。 

希望に沿って昨年度購入した本と、すでに鶴崎工業高校図書館にあった本についてお知らせします。 

希望図書を記入した人は、下記の表を確認してください。 

購入した本 

よるのばけもの 住野 よる 

悲亡伝 西尾 維新 

悲衛伝 西尾 維新 

一瞬の永遠を、きみと 沖田 円 

ホーンテッド・キャンパス 櫛木 理宇 

給食のお兄さん 遠藤 彩見 

ドラえもん短歌 枡野 浩一 

さるのこしかけ さくら ももこ 

もものかんづめ さくら ももこ 

政治関連の本(『高校生からわかる社会科学の基礎知

識』、『18 歳からの政治入門』、『主権者教育のすすめ』)

 

※予算や内容の関係上、すべての希望図書を購入することはできませんでした。ご協力ありがとうございました。 

 

 

★☆図書館オリエンテーション実施☆★ 

すでに図書館にある本 

14 歳からはじめる哲学 池田 晶子 

何者 朝井 リョウ 

三毛猫ホームズシリーズ 赤川 次郎 

神曲 ダンテ・アリギエーリ 

王様ゲーム 金沢 伸明 

バッテリー あさの あつこ 

君の名は。 新海 誠 

東京レイヴンズ あざの 耕平 

ソードアート・オンライン 川原 礫 

ミッケ！ ウォルター・ウィック 

あのころ、まるこだった 他 さくら ももこ 

＊現在新刊準備中＊ 

新刊が入ったら、四次元ポケット等で 

お知らせします。 

4 月 19 日（水）～5 月 1 日（月）の間、国語の時

間を使って「新入生図書館オリエンテーション」を行

いました。鶴崎工業高校の図書館の使い方や各行事の

説明、入学の際に購入した「読書のしおり」の活用方

法等を司書が説明した後、最後に 1 人 1 冊好きな本を

借りる時間を設けました（中には 5 冊借りた人も！）。

皆さんが鶴崎工業高校の図書館で沢山の本と出会い、

多くの喜びを感じられることを祈っています。 


