
四次元ポケット 
 平成２９（２０１７）年３月２２日（水） 

 大分県立鶴崎工業高校図書委員会 

早いもので今年度も終わりを迎えようとしています。今年度も図書館で沢山の本を読んでくれてありがと

うございました。また来年度も本に親しむ皆さんをお待ちしています♬ 

１・2 年生 貸出上位者（2016.4.1～2017.3.17） 

【1 年生】                      【2 年生】 

順位 冊数 クラス 氏名 

１ 126 １E2 本城 陸 

２ 118 １D 安藤 朝陽 

３ 93 １C 稲嶺 翔太 

４ 51 １D 弦本 優希 

5 47 １M2 石本 蓮 

６ 41 １D 北田 楓 

７ 32 １E1 三森 大稼 

８ 27 １E2 上野 剛瑠 

８ 27 １E1 豊田 桐平 

９ 23 １E2 土谷 典史 

９ 23 １M2 清松 翔真 

10 20 １E1 渡邊 友貴 

 

鶴工図書館 貸出上位ランキング（2016.4.1～2017.3.17） 

順位 貸出回数 書名 著者名 

1 16 君の膵臓をたべたい 住野 よる 

2 13 メタルギア ソリッド ガンズ・オブ・ザ・パトリオット 伊藤 計劃 

3 12 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月 隆文 

4 11 図解でわかる飛行機のすべて 飛行のメカニズムから航法・離着陸まで  三沢 慶洋 

4 11 Pixiv 年鑑 OFFICIAL BOOK  エンターブレイン 

5 10 ソードアート・オンライン １ 川原 礫 

5 10 刀語 第 1 話 絶刀・鉋 西尾 維新 

 

貸出冊数統計表（2016.4.1～2017.2.28） 

1年生 
１M1 １M2 １E1 １E2 １A １C １D 1 年生合計

生徒計 職員計 合計 81 179 166 218 65 258 326 1,293

2年生 
２M1 ２M2 ２E1 ２E2 ２A ２C ２D 2 年生合計

234 54 167 83 143 233 43 957

3,577 511 4,088
3年生 

３M１ 3M2 3E1 3E2 3A 3C 3D 3 年生合計

366 203 67 143 77 112 359 1,327

科名 機械 電気 建築 
化学

工学 

産業 

デザイン 

昨日、全クラスに督促状を配布しました。

今年度中に返却すべき本はきちんと返して、

新しい学年に上がりましょう！ 計 1,117 844 285 603 728 

順位 冊数 クラス 氏名 

１ 110 ２M1 難波 拓郎 

２ 71 ２C 川崎 莉乃 

３ 59 ２M1 岡方 敬 

４ 48 ２E1 倉本 迪希 

5 41 ２E1 楳木 駿鷹 

６ 37 ２E1 山﨑 浩志 

７ 34 ２M1 安東 涼太 

８ 32 ２C 板井 琉起 

９ 27 ２E2 宮崎 海都 

１０ 24 ２A 吉賀 治人 

★新着図書案内(２月後半～)★☆ 

０ 総記 

大分県先哲叢書 福沢諭吉 後藤 弘子 

大分県先哲叢書 野上弥生子 佐藤 智美 

大分県先哲叢書 滝廉太郎 松本 正 

大分県先哲叢書 久留島武彦 後藤 惣一 

 

２ 歴史・地理 

大分学・大分楽 III   辻野 功 

10 分で読む 日本の歴史  NHK「10min.ボックス」

 

 ３ 社会科学 

混ぜる教育 —80 カ国の学

生が学ぶ立命館アジア太平洋

大学 APU の秘密—  

崎谷 実穗 

柳瀬 博一 

主権者教育のすすめ 藤井 剛 

高校生からわかる社会科学

の基礎知識 

酒井 峻一 

18 歳からの政治入門 日本経済新聞政治部 

0 歳～6 歳子どもの発達と保育の本 河原 紀子 

高校生用 SPI クリア問題集 日本キャリアサポートセンター 

別冊 解答・解説付 SPI 必勝

トレーニング   

就職対策研究会 

必勝・就職試験! 【Web-CAB・

GAB Compact・IMAGES 対応】

CAB・GAB 完全突破法!  

SPI ノートの会 

高校生 就職面接の受け方答え方 成美堂出版編集部 

 

4 自然科学 

歯科衛生士・歯科技工士にな

るには 

宇田川 廣美 

動物園飼育員・水族館飼育員

になるには 

高岡 昌江 

日本クラゲ大図鑑 峯水 亮 

 

 ５ 技術・工学 

ゼロからはじめる建築入門 原口 秀昭 

正しい目玉焼きの作り方 

:きちんとした大人になるた

めの家庭科の教科書 

毎田 祥子 

井出 杏海 

木村 由依 

 

 

 

 ６ 産業 

昔話法廷 今井 雅子 

 

 ７ 芸術・スポーツ 

自分で作る木のおもちゃ   STUDIO TAC  

描いて幸せになる色鉛筆画

77 のポイント   

漆間 順子 

森に流れる時間 米 美知子 

それでもわたしは山に登る 田部井 淳子 

勝つ弓道 百射百中のポイン

ト 50 (コツがわかる本!) 

福呂 淳 

あっ！命の授業 ゴルゴ松本 

 

９ 文学 

しんせかい 山下 澄人 

小説 この世界の片隅に  こうの 史代  

桜風堂ものがたり 村山 早紀 

本を守ろうとする猫の話 夏川 草介 

一瞬の永遠を、君と 沖田 円 

よるのばけもの 住野 よる 

また、同じ夢を見ていた 住野 よる 

ビブリア古書堂の事件手帖 7 三上 延 

浜村渚の計算ノート 7 青柳 碧人 

都会のトム&ソーヤ 14(上・下) はやみね かおる 

ソードアート・オンライン 19 川原 礫 

結物語 西尾 維新 

悲衛伝 西尾 維新 

王様ゲーム 深淵 金沢 伸明 

2.43 清陰高校男子バレー部 壁井 ユカコ 

思い出のとき修理します 谷 瑞恵 

給食のおにいさん 遠藤 彩見 

ホーンテッド・キャンパス 櫛木 理宇 

カブキブ！ 榎田 ユウリ 

ノーウェアマン  朝倉 ユキト 

雲は湧き、光あふれて 須賀 しのぶ 

ピンクとグレー 加藤 シゲアキ 

さるのこしかけ、もものかんづめ さくら ももこ 

ドラえもん短歌 枡野 浩一 

1 月 に 行 った ｢ 読 書 アン ケ ー ト ｣ の 中 で 

リクエストされた本を中心に購入しました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 図書館にあります♪ 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

         図書館にあります★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        図書館にあります＊  

 

○●図書委員さんオススメ本コーナー！！●○
＊手描きのイラストは、すべて図書委員さんが描いてくれました＊ 
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        図書館にあります★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        図書館にあります＊  

 


