
 

山高図書館だより 

山北高校図書館 2021.2 

 緊急事態宣言中のため、ボードゲームは 

利用停止です。 

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。 

・図書館の本は、スマホから検索できます。 

場所が分からないときはお気軽に司書に聞いて下さい。 

１2/26～2/3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。 

 ※今年度入荷分のリクエスト受付は2月末で終了します。 

 

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   

戦争は女の顔をしていない 2 小梅/けいと‖作画  

スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ‖原

作 速水/螺旋人‖監修 

C-ｺ-2 

☆♪神様のバレー Vol.24 西崎/泰正‖作画 渡辺/ツルヤ‖原作 C-ﾆ-24 

はたらくプログラミング 完全版 とりたす‖著 ウェブカツ!!‖監修 C-007-ﾄ 

本編1～20巻はマンガコーナーにあります。 

『文豪ストレイドッグス』 

関連資料展示中 

・図書委員が、『文豪ストレイドッグス』の 

展示コーナーを作ってくれました。 

角川文庫とのコラボカバーシリーズ、 

文豪の名作と人気イラストレーターが 

コラボした乙女の本棚シリーズを展示中 

です。 

 



 

 書名 著者名 請求記号 

０（総記・雑学） 

情報    

☆プログラミング言語大全 クジラ飛行机‖著 007-ｸ 

好きなものを「推す」だけ。 共感される文章術 Jini‖著 007-ｼ 

やさしくわかるデジタル時代の情報モラル1～3 松下/孝太郎‖共著 山本/光‖共著 007-ﾏ-1 

はじめよう学校図書館 8 気になる著作権Q&A  森田/盛行‖著 017-ﾊ-8 

音楽を取りもどせ!  

コミック版 ユーザーvs JASRAC    寄贈 

城所/岩生‖著  

山口/クミコ‖コミック 

021-ｷ 

JASRACと著作権、これでいいのか  
強硬路線に100万人が異議       寄贈 

城所/岩生‖著 021-ｷ 

雑学 街角図鑑 街と境界編 三土/たつお‖編著 049-ﾐ 

郷土  
小田原鉄道史 寄贈 小田原鉄道歴史研究会 090-ｵ 

箱根のクラシックトレイン 千葉/博信‖著 B-091-ｶ-73 

１（哲学・心理学・自己啓発・宗教・神話） 

占い   

占い大全 相占 基本がぜんぶわかる 成美堂出版編集部‖編 148-ｾ 

占い大全 卜占 人気占いのすべて 成美堂出版編集部‖編 148-ｾ 

占い大全 命占 知識と技術が身につく 成美堂出版編集部‖編 148-ｾ 

仏教 お寺の掲示板 江田/智昭‖著 180-ｴ 

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古代史 瀧音/能之‖監修 210.3-ﾀ 

伝記 
目の見えない私がヘレン・ケラーにつづる 

怒りと愛をこめた一方的な手紙 

ジョージナ・クリーグ‖著 中山/ゆかり‖

訳 

289-ｸ 

ガイド  

ブック  

☆西国かたな旅 刀剣聖地巡礼ガイド  
山鳥毛を訪ねて備前へ 

 G-756-ｻ 

☆新選組かたな旅 刀剣聖地巡礼ガイド 
ゆかりの地日野、函館、そして“聖地”京都へ 

 G-756-ｼ 

☆徳川かたな旅 刀剣聖地巡礼ガイド  
長義、吉光、貞宗らの宝刀を訪ねる 

 G-756-ﾄ 

御朱印でめぐる全国の稲荷神社  
集めるごとに運気アップ! 

『地球の歩き方』編集室‖著 G-175-ﾁ 

３（社会科学・進路） 

政治学    地方を生きる 小松/理虔‖著 318-ｺ 

法学 18歳から考える人権 宍戸/常寿‖編 323-ｼ 

経済・経営  
SDGsのきほん 3～12  未来のための17の目標  稲葉/茂勝‖著 渡邉/優‖監修 333-ｲ-3 

マンガでわかるSDGs   寄贈 SDGsビジネス総合研究所経営戦略会議‖監修  335-ｴ 

地域学をはじめよう 山下/祐介‖著 361-ﾔ 

社会学   

☆よくわかるジェンダー・スタディーズ     
人文社会科学から自然科学まで 

木村/涼子‖編著  367-ｷ 

スマホで見る阪神淡路大震災  
災害映像がつむぐ未来への教訓 1995.1.17 

木戸/崇之‖著 朝日放送テレビ株式会社‖

著 

369-ｷ 

遊びリテーション大全集 完全図解 土居/新幸‖編著 三好/春樹‖監修 369-ﾄ 

教育学  

中高生からの防犯 活かそうコミュ力! 武田/信彦‖著 375-ﾅ-別 

☆人間形成の日米比較 かくれたカリキュラム 恒吉/僚子‖著 376.2-ﾂ 

家庭と保育園・幼稚園で知っておきたいASD自閉

スペクトラム症 

内山/登紀夫‖監修 378-ｳ 

風俗 すぐに役立つ366日記念日事典 上・下 加瀬/清志‖著 日本記念日協会‖編 386-ｶ-1 

・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。 

『占い大全』 

タロット、手相、おみくじなど、

いろいろな占いの知識と技術をわ

かりやすく解説、 

『はたらく                 

プログラミング』 

プログラミング言語を 

擬人化した初心者向け 

コミック。 
『366日 記念日事典 』 

今日は何の日？ 

 



 

４（自然科学） 

科学 ヘンな科学  “イグノーベル賞”研究40講 五十嵐/杏南‖著 404-ｲ 

天文学 星と星座 小学館の図鑑ＮＥＯ ＤＶＤ付 渡部/潤一‖監修・指導・執筆  443-ﾜ 

地学 花束の石プルーム・アゲート 山田/英春‖著 459-ﾔ 

医学  

サイエンス・オブ・ヨガ アン・スワンソン‖著 高尾/美穂‖監修  498-ｽ 

アロマテラピー検定公式テキスト  沢村/正義‖[ほか]監修 499-ｻ 

アロマテラピー図鑑 佐々木/薫‖監修 499-ｻ 

５（技術・工学） 

技術 地図とデータで見るエネルギーの世界ハンドブック ベルトラン・バレ‖著  501-ﾊ 

建築 すごいエスカレーター 田村/美葉‖著 528-ﾀ 

機械 
「はやぶさ2」のすべて ミッション&メカニカル編  

小惑星リュウグウ探査プロジェクト 

吉川/真‖監修 538-ﾖ 

製造 
香水図鑑 世界的な名香から、最先端のトレンドまで。     

全293種の香水を収録した完全保存版 

 576-ｺ 

料理 
おうちでつくる世界の朝ごはん WORLD BREAKFAST ALLDAY‖著      

木村/顕‖監修・デザイン 

596-ﾜ 

６（産業） 

商業  

妻がマルチ商法にハマって家庭崩壊した僕の話。 ズュータン‖著 673-ｽ 

マンガでわかるキャッチコピー力の基本 川上/徹也‖著 松浦/まどか‖漫画 674-ｶ 

ブランディングデザインの教科書 西澤/明洋‖著 675-ﾆ 

運輸 
空港の解体新書  

“空の玄関口”をイラストで詳解!! 

 687-ｸ 

７（芸術・スポーツ・ゲーム）  

絵画・ 

イラスト    

わかる!選べる!使える!画材BOOK 磯野/キャビア‖著 724-ｲ 

“主線なし”イラストの描き方 ア・メリカ‖著 726-ｱ 

ポージング・チュートリアル  
図形を使って立体的に描く! 魅力的なポーズ作りの基本 

パク/リノ‖著  

金/智恵‖訳 

726-ﾊ 

工芸  

7日間でできる世界一美しいダンボールクラフト うぷあざ棟梁‖著 754-ｳ 

クロマトピア 色の世界  
写真で巡る色彩と顔料の歴史 

デヴィッド・コールズ‖著 エイドリア

ン・ランダー‖写真 井原/恵子‖訳 

757-ｺ 

最新アニメ業界の動向とカラクリがよ〜くわかる本  
業界人、就職、転職に役立つ情報満載 

谷口/功‖著  

麻生/はじめ‖著 

778-ﾀ 

芸能  
マジック大図鑑 DK社‖編著 ラヴェリック・純子‖訳  

ラヴェリック・トム‖訳 

779-ﾄ 

サッカー 
サッカーの戦い方  
ディフェンダーとの駆け引きに勝つオフ・ザ・ボール 

小井土/正亮‖著 783.4-ｺ 

テニス テニスの戦い方 7本目までに決着をつける攻撃 丸山/淳一‖著 783.5-ﾏ 

『クロマトピア』 

色や顔料の歴史を写真と読み解く        

『街角図鑑 街と境界編』 

私たちの生活する街を構成するインフラ

の図鑑。 

見ていなかったものが見えてくるかも？         

    
 

『サイエンス・オブ・ヨガ』 
 

ヨガのポーズはどこに効いて、どんな

効果があるのか？ 

解剖学の視点から解説する入門書 



 

８（言語）  

辞書 
辞典語辞典  
辞書にまつわる言葉をイラストと豆知識でずっしりと読み

解く 

見坊/行徳‖文 稲川/智樹‖文 いのう

え/さきこ‖絵 
813-ｹ 

９（文学・小説） 

百人一首解剖図鑑 王朝文化がマルわかり 谷/知子‖著 911.1-ﾀ 

日本の 

小説      

1日10分のぜいたく  
NHK国際放送が選んだ日本の名作 寄贈 

あさの/あつこ‖著 いしい/しんじ‖著 

小川/糸‖著 小池/真理子‖著 沢木/

耕太郎‖著 重松/清‖著 高田/郁‖著 

山内/マリコ‖著 

B-913.6-ｱ 

NHK国際放送が選んだ日本の名作 寄贈 朝井/リョウ‖著 石田/衣良‖著 小

川/洋子‖著 角田/光代‖著 坂木/司

‖著 重松/清‖著 東/直子‖著 宮

下/奈都‖著 

B-913.6-ｱ 

お探し物は図書室まで 寄贈 青山/美智子‖著 913.6-ｱ 

汚れた手をそこで拭かない  芦沢/央‖著 913.6-ｱ 

終電の神様 [3] 台風の夜に 寄贈 阿川/大樹‖著 B-913.6-ｱ-3 

Dの殺人事件、まことに恐ろしきは 寄贈 歌野/晶午‖[著] B-913.6-ｳ 

☆冒険者をクビになったので、錬金術師として出直し

ます! 5 辺境開拓?よし、俺に任せとけ! 

佐々木/さざめき‖著 あれっくす‖

[画] 

913.6-ｻ-5 

短編宇宙 集英社文庫編集部‖編 加納/朋子‖著 

川端/裕人‖著 寺地/はるな‖著   

酉島/伝法‖著 深緑/野分‖著    

宮澤/伊織‖著 雪舟/えま‖著 

B-913.6-ｼ 

☆魔術師 谷崎/潤一郎‖著 しきみ‖絵 913.6-ﾀ 

☆裏世界ピクニック 5 八尺様リバイバル 宮澤/伊織‖著 B-913.6-ﾐ-5 

リケイ文芸同盟 寄贈 向井/湘吾‖[著] B-913.6-ﾑ 

繕い屋 [1] 月のチーズとお菓子の家 寄贈 矢崎/存美‖著 B-913.6-ﾔ-1 

外国 

文学 

アーヤと魔女 寄贈 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ‖作  

田中/薫子‖訳 佐竹/美保‖絵 

933-ｼ 

『お探し物は 

図書室まで』 

 

図書室を舞台にした

ハートウォーミング

小説 。 

本屋大賞ノミネート 

『汚れた手をそこで拭か

ない』 

「吉川英治文学新人賞」

「直木賞」ノミネートの

ミステリ短編集  

『辞典語辞典』 

国語辞典を楽しむため

のエンタメ用語辞典 『短編宇宙』 
 

・個性豊かな作家たちが

「宇宙」をテーマ競演する

短編集。 

『Ｄの殺人事件』 

江戸川乱歩の名作を

最先端テクノロジー

で翻案したミステリ

短編集 。  

「本屋大賞」ノミネート作品が発表されました！ 

「全国書店員が選んだ、いちばん！売りたい本 本屋大賞」、ノミネート作品10作が発表されました。 

図書館ではそのうち5作が入荷済み、マンガ新刊コーナーの横で展示中です。 


