
令和５年がスタートして、もうす

。 。ぐ１ヶ月 時が過ぎるのが早いです

福山高等学校図書館 今月は最高気温が3月から4月並み

の暖かさの日があったり、この冬一

番の強い寒気が流れ込んだり、加え

て、インフルエンザと新型コロナウ１２・１月 合併号
イルスの同時流行と、なかなか気が

抜けない日々ですね。昨年に引き続

き感染症対策や予防をしっかりし、図書館が『読書の場 『学びの場 『癒や』 』

しの場』になるように努めます。外壁工事のために、図書館が全体的にちょっ

と暗めですが、新刊がたくさん入っていて賑やかです。是非遊びに来てくださ

いね。今年も福高図書館をどうぞよろしくお願いします。

３年生の皆さん、もうすぐ卒業ですね。借りた本は全部返しましたか。確認

をお願いします。もう少しの期間、借りることができますので、読み残しがあ

る場合は是非読んでください。

また 昨年度 令和３年4月から令和４年3月まで に購入した雑誌で 廃棄、 （ ） 、

予定のものを差し上げます。早いもの勝ちですよ！（全学年対象）

日 時：１月３１日（火） 13:00～13:10（予定）

昨年度（令和3年4月～令和4年3月）に購入した雑誌廃棄予定雑誌：

non-no ／ 日経エンタテインメント！ ／ Screen

子どもの科学 ／ TJかごしま ／ Number

（注意 『non-no 『日経エンタテインメント！』は希望者が） 』

たくさんいるので、譲り合って１冊ずつでお願いします。

雑誌の付録 も置きますので、自由に持ち帰ってね♪（たいしたものはありませんが・・・）

お知らせ

３年生のみなさんへ

貸出 ： １月３１日（火）まで

返却 ： ２月 ６日（月）

課題のために本を借りたい、

またはもう少し図書館の本が

読みたい場合、特別貸出を行

いますので、遠慮なく言って

くださいね。



今回は諸事情により、いつもよりたくさんの本が入ってい

ます。ただ今、本のフィルムを一生懸命かけてます！読みた

い本があったら予約してね。予約本から先にフィルムをかけ

て渡します。☆がついている本は特にオススメ！是非読んで

みて！

書類やレシート、写真など、家の中の紙の片づけ方に特化した片づけ本０類 ☆人生が変わる紙片づけ!

写真がでてくると、片付けがまったく進まないのは私だけでしょうか・・・。

・ドラえもん探究ワールド本の歴史と未来

・ドラえもん科学ワールドspecialみんなのためのデジタル入門

心がほっこり、気持ちがスッキリしますよ♪ 山田先生が寄贈してくださった、１類 ☆がんばらにゃい生きかた

『 。』 。多分そいつ 今ごろパフェとか食ってるよ の作者Jamさんのらくがき風エッセイ､

・限りある時間の使い方 ・中高生の悩みが軽くなるヒント集めました。

２類 ☆絶対に見られない世界の秘宝99 ・今こそ学びたい日本のこと

・ずっと信じていた徳川家康の武勇伝、実はウソでした。

・今がわかる時代がわかる日本地図 2023年版

３類 ☆マンガでわかる高校生からのお金の教科書 ・社会保障のトリセツ

・イラスト図解ですっきりわかる理科

・情報学部 中高生のための学部選びガイド

・人間科学部 中高生のための学部選びガイド ・指と耳で見る、目と手で聞く

４類 ☆宇宙ってそういうことだったのか!図鑑 ・ひと目でわかる!ウイルス大解剖

５類 ・クックパッド☆栄養士のれしぴ☆のおいしいキッチン♪３

・志麻さんのベストおかず 料理のきほん編

☆はじめての郷土料理 鹿児島の心を伝えるレシピ集

がね、つけあげ、鶏飯、豚骨、かるかん。鹿児島の郷土料理77品を「しっかりと、おいしく作れる 、一生使えるレシピ集」

・世界一親切な大好き!家おやつ ・世界一親切な12カ月おやつ

６類 ☆にゃんこ四字熟語辞典 ２ ・港で働く なるにはBOOKS

７類 ☆目の見えない白鳥さんとアートを見にいく

見えない人と見るからこそ、見えてくる！全盲の白鳥建二さんとアート作品を鑑賞することにより、浮かび

あがってくる社会や人間の真実、アートの力。裏表紙の絵はコピーしました。９章を読んでからご覧あれ！

☆黒板アート甲子園作品集 2019-2022 ・疲れた人に夜食を届ける出前店

・実録保育士でこ先生 ４・５ ・リアルなキャラクターを描くためのデッサン講座

８類 ・会話を哲学する コミュニケーションとマニピュレーション

・面倒なお願いでも、気持ちよく相手に届く伝え方は?

☆スヌーピーで学ぶすぐに使える英語表現105

☆スヌーピーで学ぶ覚えておきたい英語表現105

新刊情報
０類～８類

（1月27日受入）



今回の９類は本屋大賞ノミネート作品やリクエスト本が入

っています リクエスト本が入っていない人 ごめんなさい！。 、

図書館にあるリストを見て、読みたい本があったら予約して

くださいね。

（生方美久 脚本）９類 ・ｓｉｌｅｎｔ シナリオブック 完全版

・ （青崎 有吾）11文字の檻 青崎有吾短編集成

・ （顎木 あくみ）わたしの幸せな結婚 ４・５・６

。・正欲（ ）朝井 リョウ R4年度鹿児島県高校生ビブリオバトル大会のチャンプ本であり昨年の本屋大賞ノミネート作品

（浅葉 なつ）・神と王 亡国の書 １・２

（上田 健次） （雨穴）・銀座「四宝堂」文房具店 ・変な絵

（榎田 ユウリ）・猫とメガネ 蔦屋敷の不可解な遺言

（ ） （ ）・ 乙野 四方字 乙野 四方字僕が愛したすべての君へ ・君を愛したひとりの僕へ

・ （吾峠 呼世晴）鬼滅の刃 ノベライズ カナヲと無一郎!命をかけた闘い編

（呉 勝浩） （近藤 史恵） （坂木 司）・爆弾 ・たまごの旅人 ・おやつが好き

（燦々ＳＵＮ）・時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん ３・４・4.5

（斜線堂 有紀）・君の地球が平らになりますように

（白鳥 士郎） （輔老 心）・りゅうおうのおしごと！17 ・小説弱虫ペダル ２

（瀬尾 まいこ） （集英社文庫編集部∥編）・夜明けのすべて ・短編宝箱

（知念 実希人） （知念 実希人）・屋上のテロリスト ・機械仕掛けの太陽

（知念 実希人） （辻村 深月）・十字架のカルテ ・冷たい校舎の時は止まる 上・下

（鳥美山 貴子）・黒紙の魔術師と白銀(しろがね)の龍

（凪良 ゆう） （にかいどう 青）・汝、星のごとく ・黒ゐ生徒会執行部

（二月 公）・声優ラジオのウラオモテ ７

（馬場 翁）・蜘蛛ですが、なにか? １５・１６

（早見 和真） （東野 圭吾）・新!店長がバカすぎて ・ガリレオの事件簿 １・２

（廣嶋 玲子）・ふしぎ駄菓子屋銭天堂 １・２・３

（伏瀬） （冬森 灯）・転生したらスライムだった件 １６・１７ ・縁結びカツサンド

（辺見 じゅん） （松本 直也）・ラーゲリより愛を込めて ・怪獣8号 密着!第3部隊

（桃戸 ハル）・5分後に意外な結末ex 緑に覆われた世界の出来事

（桃戸 ハル・5分後に意外な結末ex 亜麻色の糸で紡がれた物語

（森 博嗣） （薬丸 岳） （柚月 裕子）・オメガ城の惨劇 ・罪の境界 ・教誨

・ルパンの娘 ・ルパンの娘 映画ノベライズ ]（横関 大） （横関 大）

（米澤 穂信） （平野 啓一郎）・栞と噓の季節 ・私とは何か 「個人」から「分人」へ

（ディーリア・オーエンズ）・ザリガニの鳴くところ

新刊情報 ９類
（1月27日受入）



2022年

Yahoo!ニュース | 本屋大賞

ノンフィクション本大賞は

「本屋大賞」は、全国の書店で働く書店員さんの投票で決定するものです。

過去１年間、書店員さん自身が読んで「面白かった 「お客様にもすすめた」、

い 「自分の店で売りたい」と思った本を選び投票します。１月２０日にノ」、

ミネート１０作が発表されました。大賞の発表は４月上旬です。福高図書館で

も特設コーナーを設けます。どの作品が本屋大賞を獲るか、皆さんも読んでみ

て予想してみてください。

（作品名五十音順。☆は福高図書館にあり。★は３月に入荷予定 ）【2023年本屋大賞ノミネート10作】 。

（著） ★『川のほとりに立つ者は』寺地はるな

（著） ★『君のクイズ』小川哲

（著） ☆『宙ごはん』町田そのこ

（著） ★『月の立つ林で』青山美智子

（著） ☆『汝、星のごとく』凪良ゆう

（著） ★『方舟』夕木春央

（著） ☆『#真相をお話しします』結城真一郎

（著） ☆『爆弾』呉勝浩 講談社

（著） ★『光のとこにいてね』一穂ミチ

（著） ★『ラブカは静かに弓を持つ』安壇美緒


