
 

山高図書館だより 

山北高校図書館 2020.10 

8/13～9/23に入荷した本のご案内です。ご利用をお待ちしています。 

☆図書館の蔵書はスマホで検索できます。館内掲示の２次元コードを読み取ってください。 
 

☆督促状を発行しました。受け取った生徒は、延滞中の本を至急返却してください。 
 

 

 

 もうすぐ秋の読書週間 

・図書館内では、本の撮影はできません。 

 

 

☆あいている日→登校日（平日のみ） 

☆あいている時間→８:４０～１６:３０ 

☆借りられる数→５冊まで 

☆返す期限→２週間後 

☆リクエスト→受付中です。 
 

※司書が会議中の時は閉館します。 

※臨時休館予定は、ろうかに掲示します。 

※授業で図書館に来ているときは、 

ソファ・マンガ・雑誌・ゲームの使用は 

禁止です。 

図書館利用について マスク着用・手指消毒・

3密回避をしましょう。 

 

 
 

☆本は消毒できないし、図書館は換気のいい 

部屋ではありません。入退室時の手指消毒、 

室内でのマスク着用をお願いしています。 
 

☆対面席にならないように、席は動かさず、

できるだけ人と間を開けて利用しましょう。 
 

☆皆さんが感染予防を行うことで、書架の 

自由閲覧や、閲覧室の自習利用ができます。

今後もご協力をお願いします。 

図書館だより用 

２次元コード 

 

・コピー（複写）が必要な場合は司書へ 

・1度に３枚まで（Ａ３対応） 

・学習、調査研究目的に限ります。（進路・授業・課題制作など） 

・当日の新聞と、雑誌の最新号のコピーはできません。 

 

貸出手続きした資料を、私的複製
ふくせい

（コピー・撮影・スキャン等）するときは、

著作権法に十分注意して利用しましょう。 

 



 

 書名 著者名 請求記号 

絵本・コミック・コミックエッセイ 

コミック

エッセイ 

◇ゴミ清掃員の日常 ミライ編  
あたらしい時代で、しあわせになるゴミ出し術 

滝沢/秀一‖原作・構成 滝沢/友紀‖まんが C-518-ﾀ 

コミック  

☆ONE PIECE 巻97 僕の聖書 尾田/栄一郎‖著 C-ｵ-97 

☆♪ドラゴン桜2 11～12  
東大合格請負漫画 （ドラマ原作） 

三田/紀房‖著 C-ﾐ-11 

♪◇違国日記 6 ヤマシタトモコ 著 C-ﾔ-6 

１（哲学・心理学・占い・宗教） 

心理学 
あなたのまわりの怒っている人図鑑  
事例に学ぶアンガーマネジメント 

安藤/俊介‖著 141-ｱ 

２（地理・歴史・伝記・旅行記・ガイドブック） 

日本史 
民衆暴力  
一揆・暴動・虐殺の日本近代 

藤野/裕子‖著 210.6-ﾌ 

伝記 
湯川秀樹の戦争と平和  

ノーベル賞科学者が遺した希望 

小沼/通二‖著 289-ｺ 

ガイド 

ブック 

小田原本  
いいものがありすぎて、離れられない。 

 G-291-ｵ 

３（社会科学・進路） 

政治学 
♪☆まちづくりプロジェクトの教科書 小地沢/将之‖著 318-ｺ 

法律  

♪法律入門判例まんが本 4  
憲法の裁判100 

辰已法律研究所‖本文 山本/順‖まんが 320-ﾎ-4 

♪憲法を楽しむ 憲法を楽しむ研究会‖編  323-ｹ 

経営学 
まんがでわかるThink CIVILITY  
「礼儀正しさ」こそ最強の生存戦略である 

クリスティーン・ポラス‖原著 星井/博文

‖シナリオ maki‖作画 

336-ﾎ 

家族遺棄社会  

孤立、無縁、放置の果てに。 

菅野/久美子‖[著] 367-ｶ 

社会学・ 

社会福祉  

☆ジェンダーについて大学生が真剣に考えてみた  
あなたがあなたらしくいられるための29問 

佐藤/文香‖監修 一橋大学社会学部佐藤文

香ゼミ生一同‖著 

367-ｻ 

☆炎上CMでよみとくジェンダー論 瀬地山/角‖著 367-ｾ 

ソーシャルワーカー  
「身近」を革命する人たち 

井手/英策‖著 柏木/一惠‖著 加藤/忠相

‖著 中島/康晴‖著 

369-ｲ 

♪☆災害を知る  
学校では教えてくれない大切なこと （探究・防災） 

オオタ/ヤスシ‖マンガ・イラスト 369-ｵ 

☆「孤独な育児」のない社会へ  
未来を拓く保育 

榊原/智子‖著 369-ｻ 

♪☆南三陸発!志津川小学校避難所  
59日間の物語 未来へのメッセージ （探究・防災） 

志津川小学校避難所自治会記録保存プロジェ

クト実行委員会‖編 志水/宏吉‖編 大阪

大学未来共生プログラム‖編 

369-ｼ 

♪☆ドキュメント豪雨災害  
西日本豪雨の被災地を訪ねて （探究・防災） 

谷山/宏典‖著 369-ﾀ 

♪☆防災イツモマニュアル （探究・防災） 防災イツモプロジェクト‖編 寄藤/文平‖絵 

プラス・アーツ‖監修 

369-ﾎ 

☆真夜中の陽だまり  
ルポ・夜間保育園 

三宅/玲子‖著 369-ﾐ 

♪☆地域変容に対応した避難行動要支援者のため

の地区共助計画 課題と展望 （探究・防災） 

宮野/道雄‖編 生田/英輔‖編 369-ﾐ 

8/13～9/23の新着図書リストです。 

 ☆は生徒の、♪は先生の、リクエストや問い合わせで入荷しました。 

 ◇は司書のオススメです。 



 

３（社会科学・進路） 

教育学  

◇ひきこもれ  
ひとりの時間をもつということ 

吉本/隆明‖著 371-ﾖ 

東洋経済ACADEMIC  

SDGsに取り組む小・中・高校特集  
初等・中等教育におけるSDGs・ESDの実践 

 372-ﾄ 

♪教育現場の防災読本 （探究・防災） 「防災読本」出版委員会‖著 中井/仁‖

監修 

374-ﾎ 

なるには

ブックス 

ミュージアムを知ろう  
中高生からの美術館・博物館入門 

横山/佐紀‖著 375-ﾅ-別 

もっとある!学校図書館の司書が選ぶ 

小中高生におすすめの本220 

東京・学校図書館スタンプラリー実行委員

会‖編著 

375-ﾅ-別 

国防 
◇誰も知らない自衛隊のおしごと  
地味だけれど大切。そんな任務に光あれ 

岡田/真理‖著 392-ｵ 

４（自然科学） 

医学 

◇☆おもしろ医学論文イッキ読み  
デマ情報にもう負けない!（探究・未病） 

青島/周一‖著 490-ｱ 

♪☆<あまり>病気をしない暮らし （探究・未病） 仲野/徹‖著 490-ﾅ 

♪☆からだと病気のしくみ講義 （探究・未病） 仲野/徹‖著 491-ﾅ 

◇☆ナイチンゲール伝  
図説看護覚え書とともに 

茨木/保‖著 C-492-ｲ 

♪☆からだの検査数値  
健康診断の数値の意味と、病気のサイン・予防法がよく

わかる （探究・未病） 

 492-ｶ 

☆睡眠障害  
現代の国民病を科学の力で克服する （探究・未病） 

西野/精治‖[著] 493-ﾆ 

☆血管を守る250のQ&A事典  
生活習慣病を予防・改善! 高血圧 脂質異常症 糖尿病 

脳卒中 狭心症・心筋梗塞 慢性腎臓病 （探究・未病） 

「きょうの健康」番組制作班‖編    

主婦と生活社ライフ・プラス編集部‖編 

493-ﾆ 

◇色弱の子どもがわかる本  
家庭・保育園・学校でできるサポート術 コミックQ&A 

カラーユニバーサルデザイン機構‖原案 

福井/若恵‖コミック 岡部/正隆‖監修 

496-ｶ 

☆マンガでわかる栄養学 薗田/勝‖著 こやま/けいこ‖作画  

ビーコムプラス‖制作 

498-ｿ 

５（技術・工学） 

工学 再生可能エネルギー図鑑 Looop‖監修 青山/邦彦‖絵 日経BPコン

サルティング‖編集 

501-ﾙ 

環境 
永遠の化学物質(フォーエバー・ケミカル)水のPFAS

汚染 

ジョン・ミッチェル‖著 小泉/昭夫‖著 

島袋/夏子‖著 阿部/小涼‖訳 

519-ﾐ 

料理 ◇台湾の美味しい調味料台湾醬(ジャン) 種【シ】設計‖著 光瀬/憲子‖訳 596-ｼ 

・素材はいらすと屋様、TopeconHeroes様、版元ドットコム様よりお借りしました。 

『おもしろ医学論文イッキ読み』 

・「〇〇を食べて「がん」予防」など、

身近な「医療・健康情報」に関する論文

を集め、医学や統計に詳しくなくても 

分かるように紹介します。 

「情報」は、「ウソ」と「ホント」の 

２種類だけではないですよ。 

『誰も知らない自衛隊のおしごと』 

・地味だけど大切な、目立たない部隊を

取材し、自ら任務を体験して、渾身の力

を振り絞った（お笑いの？）ルポルター

ジュ。  

※著者は応募、採用、訓練を経て任官し

た予備自衛官です。          



 

６（産業） 

畜産・

ペット 
とりほん  
飼い鳥のほんねがわかる本 

もねこ‖マンガ 磯崎/哲也‖監修 646-ﾓ 

水産 
☆メダカ  
飼育の仕方、環境、殖やし方、病気のことがすぐわかる! 

佐々木/浩之‖著 666-ｻ 

７（芸術・スポーツ・ゲーム）  

絵画 

世界でいちばん素敵な浮世絵の教室 岡部/昌幸‖監修 721-ｵ 

◇もっと知りたい鳥獣戯画 
土屋/貴裕‖監修・著 三戸/信惠‖監

修・著 板倉/聖哲‖著 
721-ﾂ 

デザイン 色彩検定公式テキストUC（ユニバーサルカラー）級 
色彩検定協会‖企画・監修 日本色彩研

究所‖著 
757-ｼ 

スポーツ 
基礎から学ぶ!メンタルトレーニング 高妻/容一‖著 780-ｺ 

基礎から学ぶ!スポーツテーピング 高橋/仁‖編著 780-ﾀ 

ゲーム 
ゲーム作りで学ぶはじめてのプログラミング  
初心者でも「コード」が書ける! 

うえはら‖著 竹林/暁‖監修 798-ｳ 

８（言語）  

作文 作文の神様が教えるスラスラ書ける作文マジック 岩下/修‖著 816-ｲ 

９（文学・小説） 

短歌 
はじめて出会う短歌100 短歌研究ジュニア 千葉/聡‖編 佐藤/りえ‖絵 911.1-ﾁ 

赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳/碧人‖著 913.6-ｱ 

日本の 

小説 

♪類 朝井/まかて‖著 913.6-ｱ 

楽園の烏 阿部/智里‖著 913.6-ｱ 

半沢直樹 アルルカンと道化師 池井戸/潤‖著 913.6-ｲ 

四畳半タイムマシンブルース 上田/誠‖原案 森見/登美彦‖著 913.6-ｳ 

スキマワラシ 恩田/陸‖著 913.6-ｵ 

雪月花 謎解き私小説 北村/薫‖著 913.6-ｷ 

◇楽園とは探偵の不在なり （寄贈） 斜線堂/有紀‖著 913.6-ｼ 

あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。 汐見/夏衛‖著 B-913.6-ｼ 

☆Cocoon 5 瑠璃の浄土 夏原/エヰジ‖著 913.6-ﾅ-5 

推理小説のようにはいかない  
ミュージック・クルーズの殺人 （寄贈） 

宮ケ瀬/水‖著 B-913.6-ﾐ 

つぼみ 宮下/奈都‖著 B-913.6-ﾐ 

☆裏世界ピクニック 3  
ヤマノケハイ （アニメ原作） 

宮澤/伊織‖著 B-913.6-ﾐ-3 

☆裏世界ピクニック 4  
裏世界夜行 （アニメ原作） 

宮澤/伊織‖著 B-913.6-ﾐ-4 

海外の 

文学 
☆アーモンド ソン/ウォンピョン‖著 矢島/暁子‖訳 929-ｿ 

『とりほん』 

・ほのぼのマンガで学ぶ、飼い鳥の 

気持ち。 

何してもカワイイ、らしいです。          

『楽園とは探偵の不在なり』 

・2人以上殺した者を即座に地獄に堕と

す「天使」が降臨した世界。 

起きるはずのない連続殺人事件の謎を

解くミステリー。  

※初版のため、物語の真相に関わる 

誤植があります。最後まで読み進んで

から、訂正表を確認して下さい。    


