
 

山高図書館だより 

山北高校図書館 2020.12 

10/20～11/25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。 
 

 

 

 

 暖房中です 

3年生へのお知らせ 

 

・１２／１７ 

図書委員会のため、１３：００閉館 

・１２／２２～１２／２４  

終日閉館 

・１２／２８～    冬季休業 

１２月の閉館予定 

マスク着用・手指消毒・

3密回避をしましょう。 

 

 
 

 

☆入室時の手指消毒、室内でのマスク着用を

必ずお願いします。 
 

☆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 

 

・３年生は、１／１４～貸出停止となります。 

・図書館の本は、１／２９までに、全て返却してください。 

 

・１２／４～、冬休み貸出を行います。 

・期間中の貸出上限は無制限・返却期限日は１／１４です。 

冬休み貸出のお知らせ 

１２／１０～１２／１７ 

廃棄雑誌・ふろくの無償配布を 

実施します。（早い者勝ちです。） 

廃棄雑誌払出のお知らせ 



 

 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   

日本人傭兵の危険でおかしい戦場暮らし にしかわ/たく‖著 高部/正樹‖協力 C-726-ﾆ 

日本人が知らない驚き価値観 もぐら‖著 C-726-ﾓ 

絵本  だれかなぁ? みやにし/たつや‖作・絵 E-ﾐ 

０（総記・雑学） 

読書 
専門図書館探訪  
あなたの「知りたい」に応えるガイドブック 

青柳/英治‖共著 長谷川/昭子‖共著 専門

図書館協議会‖監修 

018-ｱ 

総記 現代用語の基礎知識 2021 自由国民社‖編集 G-031-ｼ-2021 

雑学 明日から使える死亡フラグ図鑑 茶んた‖著 049-ﾁ 

１（哲学・心理学・自己啓発・宗教・神話） 

哲学 愛するということ エーリッヒ・フロム‖著 鈴木/晶‖訳 152-ﾌ 

自己啓発  

☆怠けてるのではなく、充電中です。  
昨日も今日も無気力なあなたのための心の充電法 

ダンシングスネイル‖著 生田/美保‖訳 159-ﾀ 

☆あやうく一生懸命生きるところだった ハ・ワン‖文・イラスト 岡崎/暢子‖訳 159-ﾊ 

２（地理・歴史・伝記・旅行記・ガイドブック） 

歴史 考古学ガイドブック ビジュアル版 小野/昭‖著 202-ｵ 

日本史  

日本大衆文化史 日文研大衆文化研究プロジェクト‖編著 伊

藤/慎吾‖[ほか著] 

210.1-ｺ 

戦国北条家の判子行政  
現代につながる統治システム 

黒田/基樹‖著 210.4-ｸ 

はじめての昭和史 井上/寿一‖著 210.7-ｲ 

東洋史  

東アジアの論理  
日中韓の歴史から読み解く 

岡本/隆司‖著 222-ｵ 

古代メソポタミア全史  
シュメル、バビロニアからサーサーン朝ペルシアまで 

小林/登志子‖著 227-ｺ 

西洋史 一冊でわかるロシア史 関/眞興‖著 238-ｾ 

伝記 
♪津田梅子  
日本女性の地位向上のため熱い心でたたかい続けた  

中川/千英子‖文 もかん‖絵 高木/まさき

‖監修 

289-ﾅ 

地理 大阪のトリセツ 昭文社 291-ｵ 

３（社会科学・進路） 

 社会科学 社会を知るためには 筒井/淳也‖著 304-ﾂ 

就職 
高卒全国市役所職員採用試験実戦テスト 2022年

度版 

公務員試験情報研究会‖編著 318-ｺ-2022 

法律   
法学を学ぶのはなぜ?  
気づいたら法学部、にならないための法学入門 

森田/果‖著 320-ﾓ 

経済・経営   

Q&A日本経済のニュースがわかる! 2021年版 日本経済新聞社‖編 332-ﾆ-2021 

渋沢栄一  
日本のインフラを創った民間経済の巨人 

木村/昌人‖著 335-ｷ 

若者のためのコミュニケーションスキル練習帳  
学生の就活支援および新入社員教育のために 

秋山/剛‖監修 集団認知行動療法研究会‖

著 

336-ｱ 

10/20～11/25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。 
  

・リクエスト資料の入荷までは１～２週間かかります。冬休みに読みたい本のリクエストはお早めに。 



 

３（社会科学・進路） 

社会学・

社会福祉   

あなたを閉じこめる「ずるい言葉」  
10代から知っておきたい 

森山/至貴‖著 361-ﾓ 

他者を感じる社会学  
差別から考える 

好井/裕明‖著 361-ﾖ 

高校生ワーキングプア  
「見えない貧困」の真実 

NHKスペシャル取材班‖著 B-367-ﾆ 

ヤングケアラーわたしの語り  
子どもや若者が経験した家族のケア・介護 

澁谷/智子‖編 369-ｼ 

保育ソーシャルワーカーのおしごとガイドブック 日本保育ソーシャルワーク学会‖編 369-ﾆ 

マララが見た世界  
わたしが出会った難民の少女たち 

マララ・ユスフザイ‖著 西田/佳子‖訳 369-ﾕ 

進路  
国際公務員になるには 横山/和子‖著 375-ﾅ-83 

ゼロから1カ月で受かる大学入試面接のルールブック 神崎/史彦‖著 376.8-ｶ 

教育  

点字のレッスン 阿佐博 378-ｱ 

よくわかるインクルーシブ保育 尾崎/康子‖編著 阿部/美穂子‖編著 水

内/豊和‖編著 

378-ｵ 

国防・ 

軍事 

ここまでできる自衛隊  
国際法・憲法・自衛隊法ではこうなっている 

稲葉/義泰‖著 392-ｲ 

４（自然科学） 

地学 
リアルサイズ古生物図鑑  
新生代編 古生物のサイズが実感できる! 

土屋/健‖著 群馬県立自然史博物館‖監

修 

457-ﾂ 

医学  

「はたらく細胞」ウイルスの教科書 清水/茜‖メインキャラクターイラスト 

講談社‖編 

491-ｼ 

看護のための生命倫理 小林/亜津子‖著 492-ｺ 

５（技術・工学） 

工学 
デザインはストーリーテリング  

「体験」を生み出すためのデザインの道具箱 

エレン・ラプトン‖著 ヤナガワ/智予‖

訳 

501-ﾗ 

環境 
建設業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかり

わかる教科書 

降籏/達生‖著 510-ﾌ 

化学工業 洗浄と殺菌のはなし 新名/史典‖編著 隈下/祐一‖著 加藤/

信一‖著 

576-ｼ 

製造業 
どんな木も生かす山村クラフト  
小径木、曲がり材、小枝・剪定枝、風倒木を副業に 

時松/辰夫‖著 583-ﾄ 

手芸 
朽ちてなお美しいドライボタニカル入門  
押し花から標本、リース、スワッグ、アレンジメントま

で、四季の“枯れる”をたのしむ37の方法 

小野木/彩香‖著 594-ｵ 

はじめてのクッキー缶  
もらってうれしい小さなお菓子と詰め方のコツ  
心ときめく32種のクッキー缶と101品のクッキーのレシピ 

加藤/里名‖著 596-ｶ 

料理  Tasty Japan#バズりごはんBEST50 Tasty Japan‖著 596-ﾃ 

Tasty Japan#バズりスイーツBEST50 Tasty Japan‖著 596-ﾃ 

☆美味しい櫻 食べる桜・見る桜・知る桜 平出/眞‖編著 596-ﾋ 

ガイドブック ラーメンWalker神奈川 2021 KADOKAWA G-596-ﾗ-2021 

・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。 



 

６（産業） 

商業 
グッズ制作のアイデア事典  
オリジナルにもノベルティにも役立つ厳選162 

スタジオハード‖著 674-ｽ 

７（芸術・スポーツ・ゲーム）  

イラスト   
キャライラストを上手く描くためのノウハウ図鑑  
絵師100人に聞いて集めた考え方とテクニック200 

サイドランチ‖著 726-ｻ 

芸能 
3ガガヘッズの勝手に全身タイツ旅  
笑顔を届けた33カ国の喜跡 

3ガガヘッズ‖著 779-ｻ 

スポーツ  

力尽き筋トレ 石本/哲郎‖著 780-ｲ 

☆レジェンドへの挑戦状  
フットボール奇論 

ヘスス・スアレス‖著 小宮/良之‖著 783.4-ｽ 

☆動画で学ぶ弓道  
基本〜称号者への道 

石山/佳彦‖著 789-ｲ 

ゲーム 回文さがし だんぱつパンダの冒険 手賀沼/ジュン‖著 798-ﾃ 

８（言語）  

進路 
通訳者・翻訳者になる本 2021  
プロになる完全ナビゲーション・ガイド 

イカロス出版 801-ﾂ-2021 

日本語

学 

「やさしい日本語」表現事典 庵/功雄‖編著  810-ｲ 

方言漢字 笹原/宏之‖[著] B-811-ｻ 

進路  

☆受かる小論文・作文模範文例 2022年度版 就職試

験 
新星出版社編集部‖編 816-ｼ-2022 

☆最新最強の作文・小論文 '22年版 成美堂出版編集部‖編著 816-ｾ-2022 

小論文これだけ! 書き方経済・経営編  
短大・推薦入試から難関校受験まで  
樋口式小論文の決定版 

樋口/裕一‖著 大原/理志‖著 816-ﾋ 

韓国語 
やさしい韓国語で読む韓国の人物伝 歴史編 多読多

聴の韓国語 
韓国語学習ジャーナルhana編集部‖編 829-ﾊ 

英語 中学英語から始める洋書の世界 林/剛司‖著 830-ﾊ 

９（文学・小説） 

和歌  
ことのは!  
#万葉恋日和 

青沼/裕貴‖著 鉄野/昌弘‖監修・解説 C-911.1-ｱ 

ざんねんな万葉集 岡本/梨奈‖著 雪路/凹子‖イラスト 911.1-ｵ 

日本の 

小説  

スター 朝井/リョウ‖著 913.6-ｱ 

平成ストライク 短編集 青崎/有吾‖ほか[著]  B-913.6-ｱ 

桜のような僕の恋人 宇山/佳佑‖著 B-913.6-ｳ 

とわの庭 小川/糸‖著 913.6-ｵ 

エチュード春一番 第1曲  
小犬のプレリュード 

荻原/規子‖[著] B-913.6-ｵ-1 

♪いつの空にも星が出ていた 佐藤/多佳子‖著 913.6-ｻ 

☆小説言の葉の庭 新海/誠‖[著] B-913.6-ｼ 

百年と一日 柴崎/友香‖著 913.6-ｼ 

五色の殺人者 千田/理緒‖著 913.6-ｾ 

☆冷たい校舎の時は止まる 上・下 辻村/深月‖[著] B-913.6-ﾂ-1 

この本を盗む者は 深緑/野分‖著 913.6-ﾌ 

☆オーバーロード 2～4 丸山/くがね‖著  

so‐bin‖イラスト 

913.6-ﾏ-2 

さらさら流る 柚木/麻子‖著 B-913.6-ﾕ 

随筆 
徒然草をよみなおす 小川/剛生‖著 914.4-ｵ 

蜻蛉日記 右大将道綱母‖[著] 角川書店‖編 B-915-ﾌ 


