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山高図書館だより 山北高校図書館 2020.2 

早いもので、もう２月になりましたね。 

「チョコレートのレシピ本」は、 

図書館前の廊下のショーケースに展示中 

です。 

他の本と同じように利用できるので、読みたいとき、

借りたいときは、司書へ声をかけてくれれば取り出し

ます。 

図書館の予定 ＠ ２月 

あいている日：月～金（祝日を除く） 

あいている時間：朝のＳＨＲ終了後～16:30 

 ２月4日（マラソン大会）は 

マラソン大会終了後に図書館をあけます。 

 ２月13日13時～20日は 

           校内立入禁止のため休館 

 ※会議があるときは臨時閉館します。 

１月の新着図書リスト（12/23～1/24入荷） 
※☆は生徒、♪は先生のリクエスト、◆は司書のオススメです。 

新しい本も入荷しています> 

ジャンル  書 名 著 者 請求記号 

コミック・視聴覚資料・絵本 

☆◇文豪ストレイドッグス 18 朝霧/カフカ‖原作 春河/35‖漫画 C-ｱ-18 

漫画 

☆ONE PIECE 巻95 おでんの冒険 尾田/栄一郎‖著 C-ｵ-95 

☆先輩がうざい後輩の話 1 しろまんた‖著 C-ｼ-1 

◇千年狐 1~2 干宝「捜神記」より 張六郎 著 C-ﾁ-1~2 

♪◇違国日記 5 「ブクログ」漫画大賞 ヤマシタトモコ 著 C-ﾔ-5 

＜中国の古典『捜神記』をベース

にした、古代中国ギャグ漫画。 

＜最新18巻入荷しました。 

 

※図書館の漫画はすべて貸出できます。 
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  書 名 著 者 請求記号 

絵本  

まいにちたのしい KAKATO‖ぶん オオクボ/リュウ‖え E-ｶ 

こんにちは!あたらしいいのち         

透かしてみる生きものたちのひみつ 
アイナ・ベスタルド‖著 青山/南‖訳 E-ﾍ 

総記・雑学・コンピュータ・読書・郷土 

12月23日～1月24日の入荷はありません。リクエストをお待ちしています。 

哲学・心理学・宗教・占い 

12月23日～1月24日の入荷はありません。リクエストをお待ちしています。 

地理・歴史 

はじめての日本古代史 倉本/一宏‖著 210.3-ｸ 

日本史 戦国大名北条氏の歴史            

小田原開府五百年のあゆみ 

小田原城総合管理事務所‖編 小和田/

哲男‖監修 

288-ｵ 

社会科学 

SDGｓ 

持続可能な地域のつくり方          

未来を育む「人と経済の生態系」のデザイン  

実践地方創生×SDGs 

筧/裕介‖著 318-ｶ 

社会 
日本の地方議会               

都市のジレンマ、消滅危機の町村 

辻/陽‖著 318-ﾂ 

経済 市場って何だろう 自立と依存の経済学 松井/彰彦‖著 331-ﾏ 

仕事 
仕事で使える!G Suite〈スーパー大全〉 佐藤芳樹, 深川岳志, 丹羽国彦, 橋口剛, 

松田篤之 著 

336-ｻ 

なぜ人は騙されるのか            

詭弁から詐欺までの心理学 

岡本/真一郎‖著 361-ｵ 
社会 

防災 親子で学ぶ防災教室 災害食がわかる本 今泉/マユ子‖著 369-ｲ 

保育 遊び・育ち・経験 子どもの世界を守る 小西/祐馬‖編著  369-ｺ 

教育 教える・学ぶ 教育に何ができるか 佐々木/宏‖編著  369-ｻ 

・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。 

＜ドイツの慣用表現を

イラスト付きで紹介。 

＜「ドリブル」を論理的に考える。 

「本格ミステリ大賞」受賞作。＞ 

2/1ドラマスタート 
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  書 名 著 者 請求記号 

防災 災害から命を守る「逃げ地図」づくり 
逃げ地図づくりプロジェクトチーム

‖編著 
369-ﾆ 

保育 生まれ、育つ基盤 子どもの貧困と家族・社会 松本/伊智朗‖編著  369-ﾏ 

保育 支える・つながる                山野/良一‖編著  369-ﾔ 

なるには

BOOKS 
幼稚園教諭になるには 大豆生田/啓友‖著 375-ﾅ-56 

文化 しめ飾り造形とその技法             鈴木/安一郎‖著 安藤/健浩‖著 386-ｽ 

自然科学 

 科学 
科学技術の現代史                 佐藤/靖‖著 402-ｻ 

科学をもっとおもしろく              藤嶋/昭‖監修  407-ﾌ 

物理 やりなおし高校物理 永野/裕之‖著 420-ﾅ 

科学 時の名前 三枝/克之‖編集 西/美都‖写真 449-ﾐ 

生物 リアルサイズ古生物図鑑 古生代編         土屋/健‖著  457-ﾂ 

医学    
こどもホスピス 限りある小さな命が輝く場所 田川/尚登‖著 490-ﾀ 

どこからが病気なの? 市原/真‖著 492-ｲ 

技術 

環境  

図解でわかる14歳からのプラスチックと環境問題 インフォビジュアル研究所‖著 519-ｲ 

環境自治体白書 2018-2019年版  中口/毅博‖編著  519-ｶ-2018 

プラスチック・フリー生活  シャンタル・プラモンドン‖著  519-ﾌ 

実践で学ぶ<生物多様性> 鷲谷/いづみ‖著 519-ﾜ 

建築 図説英国貴族の城館 カントリー・ハウスのすべて 田中/亮三‖文 増田/彰久‖写真 523-ﾀ 

交通 小田急線 1960年代の記録 いのうえ/こーいち‖著 546-ｲ 

食文化 偏愛的インスタントラーメン図鑑 マニアック 大和/イチロウ‖著 588-ﾔ 

世界のスープ図鑑              

独自の組み合わせが楽しいご当地レシピ317 

佐藤/政人‖著 596-ｻ 

レシピ  チョコレートスイーツBOOK          

世界一ていねいに教える! 

SEIJIN‖著 596-ｾ 

イギリス菓子図鑑 お菓子の由来と作り方  羽根/則子‖著 596-ﾊ 

商業 

農業工学 日本が誇る世界かんがい施設遺産 古川/猛‖編著 佐藤/洋平‖監修 614-ﾌ 

商業 マーケット感覚を身につけよう  ちきりん‖著 675-ﾁ 

様、版元ドットコム様よりお借りしました。 
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芸術・スポーツ 

美術  
もっと知りたい浮世絵 田辺/昌子‖著 721-ﾀ 

モルフォ人体デッサン  ミシェル・ローリセラ‖著  725-ﾛ 

写真 SNS時代のフォトグラファーガイドブック  XICO‖ほか 著  746-ﾋ 

工作 クリスマス・オーナメント  フィオナ・ワット‖文  754-ﾜ 

写真集 世界の映画館 パイインターナショナル‖編著 778-ﾊ 

アニメ 平成最後のアニメ論 教養としての10年代アニメ 町口/哲生‖著 778-ﾏ 

ドリブルデザイン                

日本サッカーを変える「99%抜けるドリブル理論」 
岡部/将和‖著 783.4-ｵ 

球技  
実例図解すぐわかる!野球のルール&スコアのつけ方

早見事典  

アンパイア・デベロップメント・

コーポレーション‖監修 
783.7-ｱ 

語学 

辞書  
岩波国語辞典 西尾/実‖編  813-ﾆ 

小学館韓日辞典 油谷/幸利‖編集委員  829-ﾕ 

ドイツ

語 

ドイツのことば図鑑              

見るだけで楽しく学べる「暮らし」と「文化」 
野口/真南‖著  840-ﾉ 

文学・小説 

文学史 日本近代文学入門 12人の文豪と名作の真実 堀/啓子‖著 910.2-ﾎ 

小説   

54字の物語 意味がわかるとゾクゾクする超短編小説 氏田/雄介‖作 佐藤/おどり‖絵 913.6-ｳ 

54字の物語 史 超短編小説で学ぶ日本の歴史 氏田/雄介‖共著  913.6-ｳ 

☆月夜とめがね 小川/未明‖著 げみ‖絵 913.6-ｵ 

アリバイ崩し承ります  ＃ドラマ原作 大山/誠一郎‖著 B-913.6-ｵ 

♪後悔病棟 垣谷/美雨‖著 B-913.6-ｶ 

☆夜長姫と耳男 坂口/安吾‖著 夜汽車‖絵 913.6-ｻ 

☆桜の森の満開の下 坂口/安吾‖著 しきみ‖絵 913.6-ｻ 

☆冒険者をクビになったので、錬金術師として出直

します!  
佐々木/さざめき‖著 913.6-ｻ-1 

スマホを落としただけなのに 戦慄するメガロポリス  

#映画続編 
志駕/晃‖著 B-913.6-ｼ 

♪戦下の淡き光 マイケル・オンダーチェ‖著  933-ｵ 

☆2001年宇宙の旅 アーサー・C.クラーク‖著  B-933-ｸ 

☆動物と話せる少女リリアーネ 1～５ タニヤ・シュテーブナー‖著  943-ｼ-1 


