
 

山高図書館だより 

山北高校図書館 2020.10 

9/24～10/19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。 
 

☆3年生は1/14で貸出停止になります。リクエスト・貸出はお早めに！ 

 

 

 10/27～11/9は読書週間 

・10/27～11/９は読書週間です 

 

 

☆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必ずお願いします。 
 

☆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。 

（ソーシャルディスタンスの徹底） 

☆皆さんが感染予防を行うおかげで、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 

 

～『読書週間』とは～ 

1947年（昭和22）年、「読書の力によって、平和な文化国家を作ろう」という決意のもとに開催されました。 

「読書週間」が、みなさん一人ひとりに読書のすばらしさを知ってもらうきっかけとなることを願っています。 
 

～期間中、本を借りた人には～ 

①「リーディングトラッカー」「しおり」等の読書アイテムプレゼント。 

 ※「リーディングトラッカー」とは、読書するときに、どの行を読んでいるのかがひと目でわかり、読みやすく

するための定規のようなものです。 

②「廃棄雑誌・ふろく予約権」用カードのスタンプ２倍。 

※「廃棄雑誌・ふろく」の予約は、スタンプカードのスタンプ30個ごとに1つ予約できます。 

スタンプは「図書館に来た時」と「本を1冊貸出・または返却」するごとに１つ押します。 

次回の廃棄雑誌の払出は、12月のテスト最終日です。 



 

 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 
◇だらしない夫じゃなくて依存症でした 三森/みさ‖著 松本/俊彦‖ほか監修 C-493-ﾐ 

コミック  ♪☆神様のバレー Vol.23 西崎/泰正‖作画 渡辺/ツルヤ‖原作 C-ﾆ-23 

絵本  
☆ムッシュ・ムニエルのサーカス 佐々木/マキ‖作 E-ｻ 

くにゃ? ひらぎ/みつえ‖作 E-ﾋ 

０（総記・雑学） 

総記 
わたしのノートの使い方  
好きが見つかる!楽しいが増える! 

KADOKAWAライフスタイル統括部‖編 002-ｶ 

２（地理・歴史・伝記・旅行記・ガイドブック） 

世界史 これならわかる戦争の歴史Q&A 石出/法太‖著 石出/みどり‖著 209-ｲ 

伝記 
☆俺か、俺以外か。  
ローランドという生き方 

ROLAND‖著 289-ﾛ 

ガイド 

ブック 

全国御城印大図鑑 攻城団‖著 G-291-ｺ 

３（社会科学・進路） 

社会科学   

これでいいのか神奈川県  
意外と知らないダメな街・イヤな街・穴場の街 

昼間/たかし‖編 鈴木/士郎‖編 302-ﾋ 

コロナ後の世界 ジャレド・ダイアモンド‖[ほか著] 大野/

和基‖編 

304-ﾀ 

政治学   

マイナンバーカード・マイナポータル 

        徹底活用丸分かりマニュアル  
新しい生活様式に不可欠 

日経クロステック‖編集 317-ﾆ 

地方創生大全 （探究） 木下/斉‖著 318-ｷ 

Officeで簡単!公務員のための「1枚デザイン」 

作成術 Word Excel PowerPoint 

佐久間/智之‖著 318-ｻ 

経済学   

「意思決定」の科学  
なぜ、それを選ぶのか 

川越/敏司‖著 331-ｶ 

SDGsのきほん 1 未来のための17の目標  
SDGsってなに? 入門 

稲葉/茂勝‖著 渡邉/優‖監修 333-ｲ-1 

SDGsのきほん 2 未来のための17の目標  
貧困 目標1 

稲葉/茂勝‖著 渡邉/優‖監修 333-ｲ-2 

地図とデータで見るSDGsの世界ハンドブック イヴェット・ヴェレ‖著 ポール・アルヌー

‖著 蔵持/不三也‖訳 クレール・ルヴァ

スール‖地図製作 

333-ｳ 

発展する地域衰退する地域  
地域が自立するための経済学  

ジェイン・ジェイコブズ‖著 中村/達也‖

訳 

B-361-ｼ 

社会学・ 

社会福祉   

大学生が知っておきたい消費生活と法律 細川/幸一‖著 365-ﾎ 

フェミニズム大図鑑 ハンナ・マッケン‖ほか著 最所/篤子‖訳 

福井/久美子‖訳 

367-ﾏ 

水害の大研究  
なぜ起こる?どうそなえる? （防災） 

河田/惠昭‖監修 369-ｶ 

９/2４～10/１９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） 

社会学・

社会福祉  

子どもの心の声を聴く  
子どもアドボカシー入門 

堀/正嗣‖著 369-ﾎ 

♪現場(フィールド)でつくる減災学  
共同実践の五つのフロンティア （防災） 

矢守/克也‖編 宮本/匠‖編 369-ﾔ 

なぜ人と人は支え合うのか  
「障害」から考える 

渡辺/一史‖著 369-ﾜ 

☆新聞をつくろう!  調べてまとめる「学習新聞」 菊池/健一‖監修 375-ｷ-3 

教育学・ 

勉強法 

☆新聞をつくろう!  新聞づくりのアイデア集 菊池/健一‖監修 375-ｷ-4 

実践生物実験ガイドブック 寄贈 半本/秀博‖監修 『生物の科学遺伝』編

集部‖編集 

375-ﾊ 

かわいい!保育のイラストおたすけブック  
先生たちの「困った」を解決! 

イシグロ/フミカ‖著 376.1-ｲ 

４（自然科学） 

医学 

統計ってなんの役に立つの?  
数・表・グラフを自在に使ってビッグデータ時代を生き

抜く 

涌井/良幸‖著 子供の科学編集部‖編 417-ﾜ 

最新日本の外来生物 自然環境研究センター‖編著 468-ｼ 

☆アルツハイマー病のことがわかる本 （未病） 新井/平伊‖監修 493-ｱ 

☆認知症plus予防教育  
運動・食事・社会参加など最新知見からの提案   

（未病） 

金森/雅夫‖編 493-ｶ 

発達障害をめぐる世界の話をしよう  
よくある99の質問と9つのコラム 

関/正樹‖著 高岡/健‖著 493-ｾ 

☆まるごとわかる!認知症 （未病） 羽生/春夫‖著 櫻井/博文‖著 493-ﾊ 

☆関節・骨を守る295のQ&A事典  
腰痛 ひざ痛 五十肩・腱板断裂 股関節痛 関節リウマチ 

骨粗しょう症・圧迫骨折を予防・改善! （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 

494-ﾆ 

☆日本人はこうして歯を失っていく 続  
専門医が教える全身の健康につながる歯周病予防  

（未病） 

日本歯周病学会‖著 日本臨床歯周病学会

‖著 

497-ﾆ-2 

命の格差は止められるか  
ハーバード日本人教授の、世界が注目する授業 

イチロー・カワチ‖著 498-ｶ 

◇病院というヘンテコな場所が教えてくれたコト。 

2  
現役看護師イラストエッセイ 看護師4年目、もう辞めた

い…編 

仲本/りさ‖著 498-ﾅ-2 

☆病気を防ぐ!改善する!「食べ方」事典  
正しく上手に栄養をとる最新情報&102レシピ （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 

498-ﾆ 

☆未病図鑑  
病院にも薬にも頼らないカラダをつくる （未病） 

渡辺/賢治‖[著] 498-ﾜ 

５（技術・工学） 

工学 
よくわかるユニバーサルデザイン        
考え方から社会への広がりまで 

柏原/士郎‖監修 501-ｶ 

環境 
ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑 トニー・ジュニパー‖著 赤羽/真紀子‖

日本語版監修 大河内/直彦‖日本語版監

修 千葉/喜久枝‖訳 

519-ｼ 

建築 
暮らしやすい“間取り”づくりのすべてがわかる本 
図解版 

主婦の友社‖編 527-ｼ 

製造業 
食品加工学  
公正な加工食品を支えるしくみを理解し利用するために 

中島/肇‖編 佐藤/薫‖編 588-ﾅ 

手芸 
ハンドメイドのリボンBOOK           
大人にもにあう、かわいいリボン70点 

山口/路子‖著 594-ﾔ 

料理 
季節をとじ込める果物とお菓子のレッスン    
シロップ漬け、コンフィ、セミドライ、ジャム、ケーキ 

森岡/麻以‖著 596-ﾓ 



 

６（産業） 

♪実践!地方創生の地域経営  
全国32のケースに学ぶボトムアップ型地域づくり  

大西/達也‖編著 城戸/宏史‖編著 601-ｵ 
産業 

♪人が集まる場所をつくる サードプレイスと街の再生  国分/裕正‖著 601-ｺ 

農業 
☆お抹茶のすべて  
宇治抹茶問屋4代目が教える 歴史、文化、生産、品種から

味わい方まで 

桑原/秀樹‖著 619-ｸ 

畜産 
家ねこ大全285  
現役獣医師が猫のホンネから不調の原因までを解説! 

藤井/康一‖著 645-ﾌ 

広告 ☆イラストのこと、キャラクターデザインのこと。 坂崎/千春‖著 674-ｻ 

７（芸術・スポーツ・ゲーム）  

芸術 

もっと知りたい薬師寺の歴史 薬師寺‖監修  702-ﾔ 

もっと知りたいバウハウス 杣田/佳穂‖著 707-ｿ 

絵本のようにめくる世界遺産の物語 地球の記憶編 村山/秀太郎‖監修 本田/陽子‖監修 709-ﾑ 

絵画・ 

イラスト 

・   

デザイン 

もっと知りたいピカソ 生涯と作品 大高/保二郎‖著 松田/健児‖著 723-ｵ 

もっと知りたい岸田劉生 生涯と作品 蔵屋/美香‖著 723-ｸ 

もっと知りたい村山槐多 生涯と作品 村松/和明‖著 723-ﾑ 

もっと知りたいミュシャ 生涯と作品 千足/伸行‖著 726-ｾ 

映えるデザイン  
どこで、誰に、何を見せる? BEFORE/AFTERの作例で解説 

ARENSKI‖編著 727-ｱ 

写真集 極地絶景 緯度別に見る北極パノラマ クント・フェアラーク‖編  748-ｸ 

工芸 
使える!ブロック折り紙  金杉/登喜子‖著 754-ｶ 

☆名刀大全 ※貸出できません。閲覧室でご利用ください 渡邉/妙子‖監修 原田/一敏‖監修 756-ﾜ 

音楽 
保育士、幼稚園教諭を目指す人たちのための音楽の基

礎と表現 楽典とソルフェージュ 
楠井/淳子‖著 761-ｸ 

スポーツ 

みんなで楽しもう!UD(ユニバーサルデザイン）スポー

ツ 1～３ 
大熊/廣明‖監修 こどもくらぶ‖編集 780-ｵ-1 

ドイツのスポーツ都市 健康に暮らせるまちのつくり方 高松/平藏‖著 780-ﾀ 

♪スポーツ地域マネジメント 持続可能なまちづくりに

向けた課題と戦略 
原田/宗彦‖著 780-ﾊ 

♪スポーツと地方創生 早稲田大学スポーツナレッジ研究会‖編  780-ﾜ 

バレーボールの戦い方  
攻守に有効なプレーの選択肢を広げる 

高橋/宏文‖著 783.2-ﾀ 

８（言語）  

プレゼン 
発表がうまくなる  
スピーチからプレゼンテーションまで 

室木/おすし‖マンガ・イラスト 809-ﾑ 

日本語

学 

神奈川県の方言アクセント 小田原から横須賀まで 坂本/薫‖著 818-ｻ 

標準語に訳しきれない方言 日本民俗学研究会‖編 B-818-ﾆ 

イタリア

語 
ベーシッククラウン伊和・和伊辞典 杉本/裕之‖監修  873-ｽ 

９（文学・小説） 

日本の 

小説 

弥栄の烏 阿部/智里‖著 B-913.6-ｱ 

烏百花 蛍の章 寄贈 阿部/智里‖著 B-913.6-ｱ 

ムシカ 鎮虫譜 井上/真偽‖著 913.6-ｲ 

僕の目に映るきみと謎(オカルト)は 井上/悠宇‖[著] B-913.6-ｲ 

推し、燃ゆ 宇佐見/りん‖著 913.6-ｳ 

☆この恋は世界でいちばん美しい雨 宇山/佳佑‖著 913.6-ｳ 

我々は、みな孤独である 貴志/祐介‖[著] 913.6-ｷ 

この気持ちもいつか忘れる 先行限定版CD付 住野/よる‖著 913.6-ｽ 

この世にたやすい仕事はない 寄贈 津村/記久子‖著 B-913.6-ﾂ 

☆TVアニメ文豪とアルケミスト審判ノ歯車ノベライズ 

下 

DMM GAMES‖原作  913.6-ﾃ-2 

☆カケラ 湊/かなえ‖著 913.6-ﾐ 

・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。 


