
 

山高図書館だより 

山北高校図書館 2021.1 

 あけましておめでとうございます 

マスク着用・手指消毒・3密回避をお願いします。 

・本は消毒できません。利用前後は必ず手指を消毒しましょう。 

・返し忘れている本、ありませんか？ 

自宅の本棚に、「山北高校図書館」のラベルの貼られた本が入ったままになっていませんか？ 

発見したら、とりあえず返却ポストに入れてください。 

冬休み前に借りた本の返却期限は、１／１４です。 

・３年生は１／１４～ 

         貸出停止。 
※３年生は、１／２９までに、 

借りている本を全て返却しましょう。 

※館内での読書・自習・調査依頼は 

卒業まで利用可能。 

１１/26～12/25の新着図書リストです。 

 

 ☆は生徒からの、♪は先生からの、リクエストや問い合わせで 

入荷しました。 

 ※請求記号のEは絵本、Cはマンガ、Bは文庫サイズの本である 

ことを示しています。 

新着 

図書↓ 
 書名 著者名 請求記号 

絵本・マンガ・コミックエッセイ 

マンガ   

☆文豪ストレイドッグス 20 朝霧/カフカ‖原作 春河/35‖漫画 C-ｱ-20 

リアル 15 井上/雄彦‖著 C-ｲ-15 

☆先輩がうざい後輩の話 6 しろまんた‖著 C-ｼ-6 

☆青野くんに触りたいから死にたい 7 

I want to die because I want to touch Aono  
椎名うみ 著 C-ｼ-7 

♪ドラゴン桜2 13 
東大合格請負漫画 

三田/紀房‖著 C-ﾐ-13 

絵本  しかくいので 新井/洋行‖作 E-ｱ 



 

 書名 著者名 請求記号 

０（総記・雑学） 

雑学 
ギネス世界記録 2021 クレイグ・グレンディ‖編  031-ｸ-2021 

１（哲学・心理学・自己啓発・宗教・神話） 

哲学 ☆はじめての構造主義 橋爪/大三郎‖著 116-ﾊ 

自己啓発  

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 続  
孤独も悪くない編 

Jam‖マンガ・文 名越/康文‖監修 159-ｼ-2 

他人の悩みはひとごと、自分の悩みはおおごと。  
#なんで僕に聞くんだろう。 

幡野/広志‖著 159-ﾊ 

神話   

世界の神話と英雄大図鑑 フィリップ・ウィルキンソン‖著  164-ｳ 

世界でいちばん素敵な神話の教室 蔵持/不三也‖監修           

ロム・インターナショナル‖編集・文 

164-ｸ 

神道 狛犬さんぽ ミノシマ/タカコ‖著 川野/明正‖監修 175-ﾐ 

２（地理・歴史・伝記・旅行記・ガイドブック） 

日本史  

地図でスッと頭に入る幕末・維新 木村/幸比古‖監修 210.5-ｷ 

図解でスッと頭に入る江戸時代 大石/学‖監修 213-ｵ 

西洋史 
物語東ドイツの歴史  
分断国家の挑戦と挫折 

河合/信晴‖著 234-ｶ 

エジプト史 
古代エジプト解剖図鑑  
神秘と謎に満ちた古代文明のすべて 

近藤/二郎‖著 242-ｺ 

地図帳  

なるほど知図帳世界 2021  
ニュースがわかる世界知図 

  G-290-ﾅ-2021 

なるほど知図帳日本 2021  
ニュースがわかる日本知図 

  G-291-ﾅ-2021 

３（社会科学・進路） 

経済・経営    

アメリカの高校生が読んでいる経済の教科書 小川/正人‖著 331-ｵ 

SDGsのきほん 9  
未来のための17の目標 労働と経済 目標8 

稲葉/茂勝‖著 池上/彰‖監修 333-ｲ-9 

SDGsのきほん 10              
未来のための17の目標 インフラ 目標9 

稲葉/茂勝‖著 渡邉/優‖監修 333-ｲ-10 

イチから学ぶビジネス  
高校生・大学生の経営学入門 

小野/正人‖著 335-ｵ 

経営戦略4.0図鑑 田中/道昭‖著 336-ﾀ 

統計  

世界国勢図会 2020/21  
世界がわかるデータブック 

矢野恒太記念会‖編集 350-ﾔ-2020 

数字でみる日本の100年  
日本国勢図会長期統計版 

矢野恒太記念会‖編集 351-ﾔ 

日本国勢図会 2020/21  
日本がわかるデータブック 

矢野恒太記念会‖編集 351-ﾔ-2020 

社会学 
☆メディア・リテラシー  
世界の現場から 

菅谷/明子‖著 361-ｽ 

☆わかったつもり  
読解力がつかない本当の原因 

西林/克彦‖著 371-ﾆ 

教育・進路  

自衛官になるには 岡田/真理‖著 375-ﾅ-114 

裁判官になるには 飯島/一孝‖著 375-ﾅ-132 

青年海外協力隊員になるには 益田/美樹‖著 375-ﾅ-51 

独学大全  
絶対に「学ぶこと」をあきらめたくない人のための 

55の技法 

読書猿‖著 379-ﾄ 



 

４（自然科学） 

科学 
☆99・9%は仮説  
思いこみで判断しないための考え方 

竹内/薫‖著 404-ﾀ 

地学   

富士山噴火と南海トラフ  
海が揺さぶる陸のマグマ 

鎌田/浩毅‖著 453-ｶ 

火山の科学 西川/有司‖著 453-ﾆ 

最新科学が映し出す火山  
その成り立ちから火山災害の防災、富士山大噴火 

萬年/一剛‖著 453-ﾏ 

動物  

水族館めぐり   480-ｽ 

動物園めぐり   480-ﾄ 

医学 
☆臨床の造形  
私たちはリハビリテーションをつくる 

小川/昌‖編著 江草/典政‖編著    

高梨/悠一‖編著 

494-ｵ 

５（技術・工学） 

建築 
☆世界で一番やさしい建築入門  
110のキーワードで学ぶ 

小平/惠一‖著 520-ｺ 

衣服 
イチバン親切な手ぬいの教科書  
ぬい方の基本から小物・洋服作りまで 

高橋/恵美子‖著 593-ﾀ 

６（産業） 

商業 
文章の問題地図  
「で、どこから変える?」伝わらない、時間ばかりかかる

書き方 

上阪/徹‖著 670-ｳ 

７（芸術・スポーツ・ゲーム）  

絵画 もっと知りたいゴーガン 生涯と作品 六人部/昭典‖著 723-ﾑ 

工芸  

もっと知りたいやきもの 柏木/麻里‖著 751-ｶ 

世界のクラウンジュエル パイインターナショナル‖編著 755-ﾊ 

全国厄除け郷土玩具  
疫病退散!入手先・由来・ご利益のすべてがわかる   

古来から伝わる縁起物186品 

中村/浩訳‖著 759-ﾅ 

スポーツ 基礎から学ぶ!筋力トレーニング 有賀/誠司‖著 780-ｱ 

陸上 
ランナーのためのメンテナンス・トレーニング  
競技力向上につながる「ケガしない体づくり」 

中本/亮二‖著 782-ﾅ 

サッカー サッカー 止める蹴る解剖図鑑 風間/八宏‖著 783.4-ｶ 

野球 
野球の戦い方 マルチアングル戦術図解シリーズ 
正しいセオリーを理解して「投手対打者」を制する 

高見/泰範‖著 783.7-ﾀ 

弓道 

弓具の雑学事典  
歴史、管理と修理、取り扱いのマナー、        

おもしろ&お役立ち雑学満載! 

日本武道学会・弓道専門分科会‖編 森/

俊男‖著 佐藤/明‖著 黒須/憲‖著 松

尾/牧則‖著 山田/奨治‖著 

789-ﾆ 

一人で強くなる囲碁入門  
基本を覚えれば上達が早くなる 

石倉/昇‖著 795-ｲ 

ゲーム 
ゲームメカニクス大全             
ボードゲームに学ぶ「おもしろさ」の仕掛け 

Geoffrey Engelstein‖著 Isaac Shalev

‖著 小野/卓也‖訳 

798-ｴ 

・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。 

『世界のクラウンンジュエル』 

・王や君主が身に着けた宝飾品

の写真集 

『ゲームメカニクス大全』 

・ハンデやルールなど、ゲームの面白さ 

の仕掛けを体系化して解説 

『多分そいつ、 
  今ごろパフェとか 

食ってるよ 続』 
 

・「どこにも居場所がない」 

「オンラインが苦手」など、 

孤独や不安と付き合う考え方

を紹介。 



 

８（言語）  

辞書 新明解国語辞典 山田/忠雄‖ほか 編  813-ﾔ 

９（文学・小説） 

日本の 

小説     

藪の中・将軍 芥川/龍之介‖[著] B-913.6-ｱ 

透明人間は密室に潜む 阿津川/辰海‖著 913.6-ｱ 

放課後探偵団 2  
書き下ろし学園ミステリ・アンソロジー 

青崎/有吾‖著 斜線堂/有紀‖著   

武田/綾乃‖著 辻堂/ゆめ‖著    

額賀/澪‖著 

B-913.6-ｱ-2 

オルタネート 加藤/シゲアキ‖著 913.6-ｶ 

☆PSYCHO-PASSサイコパス3<C> サイコパス製作委員会‖原作     

吉上/亮‖小説 

B-913.6-ｻ 

だから私は、明日のきみを描く 汐見/夏衛‖著 B-913.6-ｼ 

秘密 乙女の本棚シリーズ 谷崎/潤一郎‖著 マツオ/ヒロミ‖絵 913.6-ﾀ 

涼宮ハルヒの直観 谷川/流‖著 B-913.6-ﾀ 

十の輪をくぐる 辻堂/ゆめ‖著 913.6-ﾂ 

文字禍・牛人 中島/敦‖[著] B-913.6-ﾅ 

♪始まりの木 夏川/草介‖著 913.6-ﾅ 

ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人 東野/圭吾‖著 913.6-ﾋ 

最終兵器は女王様 寄贈 福田/和代‖著 B-913.6-ﾌ 

キボウのミライ 寄贈 福田/和代‖著 B-913.6-ﾌ 

いつか夜は明けても 寄贈 福田/和代‖著 B-913.6-ﾌ 

夜に駆ける YOASOBI小説集 星野/舞夜‖著 いしき/蒼太‖著    

しなの‖著 水上/下波‖著 

913.6-ﾎ 

余命3000文字 村崎/羯諦‖著 B-913.6-ﾑ 

あしたのことば 森/絵都‖作 913.6-ﾓ 

JR上野駅公園口 
全米図書賞 翻訳文学部門 受賞 

柳/美里‖著 B-913.6-ﾕ 

外国 

文学 

☆アメリカ文学のレッスン 柴田/元幸‖著 930-ｼ 

☆あらすじで読むシェイクスピア全作品 河合/祥一郎‖[著] 932-ｶ 

♪レイラの最後の10分38秒 エリフ・シャファク‖著       

北田/絵里子‖訳 

933-ｼ 
外国の

小説  
イッカボッグ J.K.ローリング‖著 松岡/佑子‖訳 933-ﾛ 

『夜に駆ける』 

・小説を音楽に

するユニット、

YOASOBIの 

原作小説集。 

『涼宮ハルヒの   

直観』 

・9年半ぶりの 

新作刊行。  

『オルタネート』 

・〈私たち〉が

「世界との距離を

つかむまで」 を描

く、加藤シゲアキ 

3年ぶりの新作。 

『余命 
3000文字』 

 

・『小説家にな

ろう』発、 

5分で読める26

の短編集。 

『藪の中』 

・『今昔物語』

を典拠にした表

題作「藪の中」

等、17篇を収

録。  

『イッカ 
ボッグ』 

・『ハリー      

ポッター』 

シリーズの作者に 

よる創作童話。 


