
四次元ポケット 
  第２号   

 平成２８（２０１６）年７月５日（火） 

 大分県立鶴崎工業高校図書委員会 

 皆さん、期末考査お疲れ様でした。3 年生にとっては大事な今回の考査でしたが、いかがだったでしょうか？ 

1・２年生の皆さんも、来年と再来年は今の 3 年生と同じ状況になります。日々の授業、１つ１つの行事に真剣に

取り組んでください。3 年生はこれから始まる就職試験等、頑張ってくださいね。 

 さて、期末考査が終われば待ちに待った夏休み！今年も読書感想文・感想画の季節になりました。是非、図書館

で“この夏の 1 冊”を見つけてください。 

 

  読 書 感 想 文 課 題 図 書 
 

《高等学校の部》 

３冊あり             ２冊あり              ２冊あり 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

『タスキメシ』 

額賀 澪/著 

定価 1,404 円（税込） 

駅伝×料理男子！陸上の名門

高校を舞台に、陸上を離れ料理

に没頭する兄と駅伝出場を決め

た弟の熱い思いが交錯する青春

スポーツ！駅伝部のある鶴工生

なら是非！！ 

『ハーレムの闘う本屋 

ルイス・ミショーの生涯』 

ヴォーンダ・ミショー・ネルソン/著 

原田 勝/訳

定価 1,944 円（税込）

 権力、差別に屈することなく、ＮＹ・

ハーレムに全米一の黒人専門書店をつ

くりあげた男の生涯を描く。表現の自

由とは？民族の誇りとは？ 

『シンドラーに救われた少年』   

レオン・レイソン/著 

古草 秀子/訳 

定価 1,782 円（税込） 

 多くのユダヤ人を虐殺から救った

シンドラー。ごく普通の人間だった

彼の勇気の理由とは何だったのか？ 

彼に命を助けられた最年少の少年の

証言。 

  ★読書感想文★ 

【対象者】１・２年生全員（3 年生は希望者） 

 【字数・用紙】４００字詰Ａ４原稿用紙 ５枚 

         （タイトル・氏名は字数に含まない） 

★読書感想画★ 

美術科の秋好先生から指示を受けてください。 

また改めて連絡しますが 

少し前の話になりますが 

 

昨年度、各クラスで推薦する本を１冊発表してもらいました。その結果をお知らせします。 

是非、こちらも夏休みの読書の参考にしてみてくださいね。 

                   各クラスで推薦する本（クラスは旧クラス） 

 

  

７月の図書館イベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラス 書名 著者名 クラス 本の題名 著者名 

1M１ ★チルドレン 伊坂幸太郎 ２A あ！命の授業 ゴルゴ松本 

1M２ ★Another 綾辻行人 ２C ★ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 ママチャリ 

１E１ ★王様ゲーム 金沢伸明 ２D ★９９のなみだシリーズ リンダブックス編 

１E２ 小説 LIAR GAME 甲斐谷忍 ３M１ ★窓ぎわのトットちゃん 黒柳徹子 

１A 廃墟ゲーム 八頭道尾 ３M２ 
★一流だけが知っている 

自分の限界を超える方法 
高畑好秀 

１C 長い長い片想いの結末 若林真紀 ３E１ ★キケン 有川浩 

１D ★ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月隆文 ３E２ 教団 X 中村文則 

２M１ ★モニタールーム 山田悠介 ３A ★キノの旅 時雨沢恵一 

２M２ ★ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 ママチャリ ３C ★ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月隆文 

２E１ ラストダンスは終わらない 三浦知良 ３D ★９９のなみだシリーズ リンダブックス編 

２E２ ★空想科学読本 １６ 柳田理科雄  （★印の本は図書館にあります。） 

 



☆★４月以降に入った本を一挙にご紹介！（順不同）★☆ 

       書名       著者名       出版社 

【なるには BOOKS シリーズ】 

カフェオーナー・カフェスタッフ・バリスタになるには 

安⽥理 ぺりかん社 

タスキメシ（3 冊） 額賀澪 ⼩学館 

ハーレムの闘う本屋 ：ルイス・ミショーの⽣涯（2 冊） ヴォーンダ・ミショー・ネルソン あすなろ書房 

シンドラーに救われた少年（2 冊） レオン・レイソン 河出書房新社 

⽺と鋼の森 宮下奈都 ⽂藝春秋 

世界の果てのこどもたち 中脇初枝 講談社 

王とサーカス ⽶澤穂信 東京創元社 

1493 世界を変えた⼤陸間の「交換」 チャールズ・C．マン 紀伊國屋書店 

お⺟さんは命がけであなたを産みました 内⽥美智⼦ ⻘春出版社 

おもかげ復元師 笹原留似⼦ ポプラ社 

空想科学読本 17 柳⽥理科雄 KADOKAWA 

ぼくたちと駐在さんの 700 ⽇戦争 22〜25 ママチャリ ⼩学館 

ぼくたちと駐在さんの 700 ⽇戦争 ベスト版 ママチャリ ⼩学館 

もし⾼校野球の⼥⼦マネージャーが 

ドラッカーの『イノベーションと企業家精神』を読んだら 

岩崎夏海 ダイヤモンド社 

はじめてのプードルとの暮らし⽅ プードルスタイル編集部 ⽇東書院本社 

はじめての猫との暮らし⽅ 猫びより編集部 ⽇東書院本社 

好き嫌いをなくす幼児⾷ 加藤初枝 ⼥⼦栄養⼤学出版部 

⼦どもに⾷べさせたいおやつ おかあさんの輪 他 暮らしの⼿帖社 

ようこそ建築学科へ！建設的・学⽣⽣活のススメ 五⼗嵐太郎 学芸出版社 

⽬的別チラシデザイン  

―イメージ・ターゲット・業種からデザインを絞り込む 

内⽥広由紀 視覚デザイン研究所 

デザインで地域を元気にする、プロジェクトと仕掛⼈たち  パイインターナショナル 

好奇⼼を“天職”に変える空想教室 植松努 サンクチュアリ出版 

僕は友達が少ない 11 平坂読 メディア・ファクトリー 

悲痛伝 ⻄尾維新 講談社 

悲惨伝 ⻄尾維新 講談社 

悲報伝 ⻄尾維新 講談社 

悲業伝 ⻄尾維新 講談社 

50 の名機とアイテムで知る 図説カメラの歴史 マイケル・プリチャード 原書房 

描き⽅ＢＯＯＫ！読みやすい⽂字と伝わるイラスト  森井ユカ KADOKAWA 

樹脂粘⼟で作る Ｈａｎａｈのお花アクセサリー Hanah KADOKAWA 

九つの、物語 橋本紡 集英社 

図解だからわかりやすい映像編集の教科書 井上秀明 ⽞光社 

テーマで選べる かんたん 1 ⽇パリめぐり トリコロル・パリ パイインターナショナル 

レイアウト⼿法別 広告デザイン  パイインターナショナル 

かわいい布ものデザイン PIE Books パイインターナショナル 

もっと知りたい LED 照明 千代和夫 オーム社 

カラー図解 照明のことがわかる本 中島⿓興 ⽇本実業出版社 

いのちつぐ「みとりびと」（第 1 集） 國森康弘 農⼭漁村⽂化協会 

いのちつぐ「みとりびと」（第 2 集） 國森康弘 農⼭漁村⽂化協会 

せまりくる「天災」とどう向きあうか 鎌⽥浩毅 ミネルヴァ書房 

おしえて、ぼくらが持ってる働く権利  

―ちゃんと働きたい若者たちのツヨーイ味⽅ 

清⽔直⼦ 合同出版 

最新⽉齢ごとに「⾒てわかる!」育児新百科 

―新⽣児期から 3 才までこれ 1 冊で OK! 

ベネッセコーポレーション ベネッセコーポレーション 

ゼロの使い魔 21 ヤマグチノボル メディア・ファクトリー 

狐フェスティバル（集団読書テキスト・第Ⅱ期）  瀬尾まいこ 全国学校図書館協議会 

10 代のための座右の銘  ⼤泉書店編集部 ⼤泉書店 

王様ゲーム 再⽣ 9.24 ⾦沢伸明 双葉社 

王様ゲーム 煉獄 10.29 ⾦沢伸明 双葉社 

王様ゲーム 煉獄 11.04 ⾦沢伸明 双葉社 

⽩川静さんに学ぶ漢字は楽しい ⼩⼭鉄郎 新潮社 

⽇本国勢図絵 第７４版 ⽮野恒太記念会 ⽮野恒太記念会 

｢暮しの⼿帖｣とわたし ⼤橋鎭⼦ 暮しの⼿帖社 

アクティブ・ラーニングを取り⼊れた授業づくり     

：⾼校国語の授業改⾰ 

⾼⽊⾠郎 明治書院 

医療・福祉の仕事 ⾒る知るシリーズ（第１期） WILL こども知育研究所 保育社 

医療・福祉の仕事 ⾒る知るシリーズ（第２期） WILL こども知育研究所 保育社 

はじめてでもよくわかる タロット占い⼊⾨ 森村あこ 実業之⽇本社 

都会（まち）のトム＆ソーヤ ３〜１３ はやみねかおる 講談社 

緋弾のアリア XXI 秋霜烈⽇の獅⼦（リゴラス・サスペクト） ⾚松中学 メディア・ファクトリー 

緋弾のアリア XXII 彗星よ⽩昼夢に眠れ（アノニマス・デス） ⾚松中学 メディア・ファクトリー 

メディアにむしばまれる⼦どもたち ―⼩児科医からのメッセージ ⽥澤雄作 教⽂館 

ポケモン空想科学読本 1 柳⽥理科雄 オーバーラップ 

新約 とある魔術の禁書⽬録(11)〜(15) 鎌池和⾺ アスキー・メディアワークス 

ツバキ⽂具店 ⼩川⽷ 幻冬舎 

希望荘 宮部みゆき ⼩学館 

書店ガール 4 碧野圭 ＰＨＰ研究所 

書店ガール 5 碧野圭 ＰＨＰ研究所 

⽔族館ガール 2 ⽊宮条太郎 実業之⽇本社 

⽔族館ガール 3 ⽊宮条太郎 実業之⽇本社 

3 びきのこぶた 〜建築家のばあい〜 スティーブン・グアルナッチャ バナナブックス 

 


