
 

AC－LIB（厚木商業高校図書館）2020．春 

★図書館より 

   いつもなら体育
たいいく

大会
たいかい

の練 習
れんしゅう

の声
こえ

でにぎわう季節
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ですが、今年
ことし

はウグイスの声
こえ

が響
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き渡
わた
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  図書館
としょかん

です。学校
がっこう

再開
さいかい

に向
む

けて図
と

書
しょ

館
かん

も 新
あたら

しい本
ほん

を揃
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え、準備
じゅんび

をしながらみなさんを待
ま

っています。 

★StayHome でも楽しめる「本」などのサイトを紹介 

   学校
がっこう

だけでなく、公 共
こうきょう

図書館
としょかん

や本屋
ほんや

さんの利用
りよう

も 難
むずか

しい中
なか

、スマホやパソコンで楽
たの

しむ＆役
やく

に 

立
た

つサイトを紹 介
しょうかい

します。「５月
５がつ

末
まつ

」まで「無料
むりょう

」で利用
りよう

可能
かのう

なものに絞
しぼ

りました。 

 

 Day to Day（講談社サイト“TREE”） 

 https://tree-novel.com/works/56b29b872d9162b106944778419a486f.html 

  多くの人気作家が日替わりで超短編の小説を発表しています。 

 

 国内・海外「るるぶ」無料読み放題（JTB パブリッシング） 

 https://books.jtbpublishing.co.jp/special/rurubu/ 

  人気の旅行ガイドが多数。将来の計画にも！旅の楽しみの８割は準備にあり！ 

 

 ゼブラック（集英社） 

 http://zebrack-comic.com 

 無料で読める分量が多い公式漫画サイト。『ONE PIECE』は６１巻まで無料！ 

 

 朝日新聞 大学入試時事・小論対策（進学・就職対策に役立つ） 

 http://info.asahi.com/powersheet/ 

 リットーミュージック（ギター・ベース・ドラム専門誌公開） 

 http://www.rittor-music.co.jp/s/free/ 

  ブンゴウサーチ（著作権切れ名作を読める「青空文庫」を読了時間から検索） 

 http://search.bungomail.com/ 

 神奈川県施設 おうちでミュージアム＆ライブラリー 

  http://www.pref.kanagawa.jp/docs/gt2/outidemyu-ziamu.html 

 学研（2020 年春の応援ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ）   KADOKAWA（児童書ポータルヨメルバ） 

 https://bpub.jp/2020spring        https://yomeruba.com/news/entry-9991.html 
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分 類          書        名               著      者  

019-ｲ 高校生・大学生のための読書の教科書 稲井/達也ほか   

031-ｷ ギネス世界記録 2020 クレイグ・グレンディ‖編   

049-ﾅ その話、諸説あります。 ナショナルジオグラフィック‖編   

210-ﾔ 一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 山崎/圭一‖著   

331-ｺ 大学 4 年間の経済学見るだけノート 木暮/太一‖監修   

331-ﾏ 知識ゼロでも今すぐ使える!行動経済学見るだけノート 真壁/昭夫‖著   

335-ﾋ 大学 4 年間の経営学見るだけノート 平野/敦士カール‖監修   

336-ｷ ロジカルシンキング見るだけノート  北村/良子‖監修   

336-ｺ 大学 4 年間の会計学見るだけノート 小宮/一慶‖監修   

336-ｽ 3000 年の叡智を学べる戦略図鑑 鈴木/博毅‖著 たきれい‖イラスト   

336-ﾊ 博報堂のすごい打ち合わせ 博報堂ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ局‖著   

366-ｱ あなたは何で食べてますか? 偶然を仕事にする方法 有北/雅彦‖著   

367-ｷ 女の子、はじめます。 ココロとカラダの成長ログ 北村/邦夫‖著・監修   

369-ﾀ 「お手伝いしましょうか?」うれしかった、そのひとこと 高橋/うらら‖文 深蔵‖絵   

369-ﾅ “今”からできる!日常防災 心配が安心に変わる! ボーイスカウト日本連盟‖監修 知識 

370-ｷ 「ふつうの子」なんて、どこにもいない 木村/泰子‖著 いろいろ 

371-ｴ 「さみしさ」の力 孤独と自立の心理学 榎本/博明‖著   

375-ｻ 未来の授業 私たちの SDGs 探究 BOOK 佐藤/真久‖監修   

417-ﾅ ゼロからはじめる!統計学見るだけノート 永野/裕之‖監修   

451-ｶ 地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題 川瀬/宏明‖著   

481-ｶ カメの甲羅はあばら骨 人体で表す動物図鑑 川崎/悟司‖著   

495-ﾑ 出生前診断の現場から 専門医が考える「命の選択」 室月/淳‖著   

538-ﾅ マンガでわかるドローン 名倉/真悟‖著   

547-ｻ 5G ビジネス見るだけノート 三瓶/政一‖監修   

576-ｶ 美肌成分事典 化粧品選びの常識が変わる! かずのすけ‖著 白野/実‖著   

595-ﾀ 美容師あるある物語 TAKUO‖著   

596-ｾ チョコレートスイーツ BOOK 世界一ていねいに教える! SEIJIN‖著   

596-ﾏ 家政婦 mako の手抜きでもごちそう!100 円レシピ mako‖著   

675-ﾋ 大学 4 年間のマーケティング見るだけノート 平野/敦士カール‖監修   

689-ｵ 地域が稼ぐ観光 ボクらはコトづくりでチイキのミライをつくる 大羽/昭仁‖著   

702-ｲ レオナルド・ダ・ヴィンチ 池上/英洋‖著 
新書 

721-ﾂ 伊藤若冲 辻/惟雄‖著 



751-ｲ 親子でつくるプラバン小物 かわいいイラストがたくさん!! イシグロ/フミカ‖著  

769-ﾃ 12 のバレエストーリー スザンナ・デイヴィッドソン‖ほか 趣味 

816-ﾔ 世界一ラクにスラスラ書ける文章講座 山口/拓朗‖著 いろいろ 

911.6-ﾕ 26 文字のラブレター 遊泳舎‖編 いとう/あつき‖絵  

913.6-ｱ 発注いただきました! 朝井/リョウ‖著   

913.6-ｱ かぐや様は告らせたい 天才たちの恋愛頭脳戦 赤坂/アカ‖原作   

913.6-ｱ むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳/碧人‖著   

913.6-ｱ イマジン? 有川/ひろ‖著   

913.6-ｵ ドミノ in 上海 恩田/陸‖著   

913.6-ｶ 世界が僕らを嫌っても 片山/恭一‖著 文学 

913.6-ｸ まったく、青くない 黒田/小暑‖著   

913.6-ﾀ 図書室のバシラドール 竹内/真‖著   

913.6-ﾅ 流浪の月 凪良/ゆう‖著   

913.6-ﾌ 女王さまの夜食カフェ 古内/一絵‖著   

913.6-ﾎ 本気になった天才の所業 方丈/陽田‖著 ox‖イラスト   

916-ﾚ レンタルなんもしない人のなんもしなかった話 レンタルなんもしない人‖著   

916-ﾚ レンタルなんもしない人の“もっと”なんもしなかった話 レンタルなんもしない人‖著   

E-ｼ こわくなったらやってみて! オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ‖著   

E-ｼ かなしくなったらやってみて! オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ‖著 絵本 

E-ｼ おこりたくなったらやってみて! オーレリー・シアン・ショウ・シーヌ‖著   

B-91-ｱ ニャンニャンにゃんそろじー 有川/ひろ‖   

B-91-ｲ ラストレター 岩井/俊二‖著   

B-91-ｴ 神様こどもと狛犬男子のもふもふカフェ みんなのお悩み祓います! 江本/マシメサ‖著   

B-91-ｷ ループ・ループ・ループ 桐山/徹也‖著   

B-91-ｾ この青い空で君をつつもう 瀬名/秀明‖著   

B-91-ﾁ 屋上のテロリスト 知念/実希人‖著 文庫 

B-91-ﾇ 影裏 沼田/真佑‖著   

B-91-ﾊ AI 崩壊 浜口/倫太郎‖著   

B-91-ﾏ 6 月 31 日の同窓会 真梨/幸子‖著   

B-91-ﾐ 宮辻薬東宮 宮部/みゆき‖ほか   

B-91-ﾕ あしたの君へ 柚月/裕子‖著   

B-911-ｾ カキフライが無いなら来なかった せきしろ‖著 又吉/直樹‖著   

 

 

図書館も再開に向けて 

準備中です。 


