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山高図書館だより 

山北高校図書館 2020.4 

4月入荷分の新着本のご案内です。 

相談日など、「登校できる日」であれば、 

本の貸出・返却・リクエストができます。 

貸出上限はありません。100冊だって借りられます。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

以下のことに協力をお願いします。 
 

①密接な距離（2mが目安）での会話を避ける。 

⇒話すときは、飛沫を飛ばさないためにマスクをしましょう。 

②密室を避ける。⇒ドアは開けておいてください。 

③密集を避ける 

⇒混んでるときやグループでの利用は避けましょう。 

④顔を触らない⇒触る前に石鹸で手を洗ってください。 

図書館の予定 ＠ ５月 

あいている日：登校できる日 

（土・日・祝を除く） 

あいている時間：8:40～16:00 

 

※急に変更となることがあります。 

不要不急の外出は控えましょう。 

 

    家ですごそう。 

本の返却期限日について 

学校が休業している間は返却期限日を設定しません。 

読み終わった図書館の本は、「必要があって登校するときのついでに」返却してくれると助かります。 

おうち時間のすゝめ 

Web上で公開されているアーカイブや自宅学習向けサイトの一部を紹介します。 

 

☆「ジャパンサーチ」https://jpsearch.go.jp/ （2020/04/22確認） 

日本の複数機関のデジタルアーカイブが横断検索でき、図書・雑誌・文書・美術品・地図・音声などの 

デジタル化された資料を利用できます。 

☆「おうちミュージアム」http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/ouchi-museum/（2020/04/22確認） 

⇒北海道博物館企画。日本全国の50以上のミュージアムが参加。所蔵品などを紹介しています。 

各種SNSのハッシュタグ「♯おうちミュージアム」でも様々なミュージアムが発信中です。 
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ジャンル  書 名 著 者 請求記号 

総記・雑学・教養・哲学・心理学・宗教・占い 

総記 人間を究める  寄贈 スタディサプリ進路‖編 002-ﾏ 

PC 
Word & Excel 2019やさしい教科書    

Office 2019/Office 365対応 
国本/温子‖著 門脇/香奈子‖著 007-ｸ 

読書 本屋、はじめました 新刊書店Titleの冒険  寄贈 辻山/良雄‖著 B-024-ﾂ 

宗教 世界の神様解剖図鑑 神話の世界がマルわかり 平藤/喜久子‖著 164-ﾋ 

地理・歴史 

歴史 子どもたちに語る日中二千年史 小島/毅‖著 210.1-ｺ 

４月の新着図書リスト（４/１～４/２４入荷） 
※☆は生徒のリクエスト、♪は先生のリクエスト、◆は司書のオススメです。 

ジャンル  書 名 著 者 請求記号 

コミック・視聴覚資料・絵本 

DVD  

元気な郷 足柄の人々 足柄の詩 寄贈 あしがら観光協会 ｱ 

翼が欲しい      足柄の詩 寄贈 あしがら観光協会 ｱ 

かしこい消費者をめざして! 

-あなたの消費生活をチェックする-  寄贈 

神奈川県教育委員会 企画・制作 村千

鶴子, 岩佐洋子 監修 
ｶ 

ONE PIECE 巻96 煮えてなんぼのおでんに候 尾田/栄一郎‖著 C-ｵ-96 

マンガ・ 

コミック

エッセイ  

母親に捨てられて残された子どもの話 菊屋/きく子‖著 C-ｷ 

◇腸よ鼻よ 01～02 島袋/全優‖著 C-ｼ-1 

青野くんに触りたいから死にたい 6 椎名うみ 著 C-ｼ-6 

千年狐 3 干宝「捜神記」より 張六郎 著 C-ﾁ-3 

ドラゴン桜2 8～9 東大合格請負漫画 三田/紀房‖著 C-ﾐ-8 

新理系の人々  

いのちを救え!防災プロジェクト最前線 
よしたに‖著 C-ﾖ 

『腸よ鼻よ』１～２/島袋全優/KADOKAWA 

 

難病特定疾患「潰瘍性大腸炎

かいようせいだいちょうえん

」にかかり、23歳の若さで大腸を全摘出してオストメイトに 

なった著者が、発病した学生時代から続く闘病生活を描くギャグコミックエッセイ。 

紹介されている「腸にやさしいレシピ」もかなり参考になります。 

新刊PICK UP  
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社会科学 

社会  

「警察組織」完全読本            

約30万人の巨大組織、その仕組みと力に迫る! 

 317-ｹ 

FINEBOYS Start up 0            

ビジネスマナーがわかる本  

 336-ﾌ 

 教育 
フィールドワーク事始め           

出会い、発見し、考える経験への誘い  寄贈 

小馬/徹‖著 神奈川大学‖編 361-ｺ 

 進路 福祉業界で働く 戸田/恭子‖著 375-ﾅ-補24 

教育 
体を観察する『動物の解剖<観察>マニュアル  

と図譜』 命を体感する授業づくり  寄贈 

渡辺/採朗‖著 375-ﾜ 

進路   
環境学部 中高生のための学部選びガイド 大岳/美帆‖著 376.8-ｵ 

新・大学でなにを学ぶか 上田/紀行‖編著 377-ｳ 

自然科学 

科学  

よみもの神奈川自然誌            

海・山・街のいのちをつなぐ  寄贈 

神奈川県自然保護協会‖編著 402-ｶ 

科学の最前線を切りひらく!   寄贈 川端/裕人‖著 404-ｶ 

動物共生科学への招待            

ヒトと動物と環境の未来をつくる  寄贈 

麻布大学ヒトと動物の共生科学セン

ター‖編 

468-ｱ 

動物 
じつは食べられるいきもの事典        

「食べる」とは人間の歴史そのもの 

松原/始‖著 伊勢/優史‖著 ぽんと

ごたんだ‖絵 

480-ﾏ 

医学 
免疫力を強くする               

最新科学が語るワクチンと免疫のしくみ 

宮坂/昌之‖著 491-ﾐ 

技術・家庭 

家政学  

☆ハンドメイドの宝石せっけんの教科書 木下/和美‖著 576-ｷ 

◇FINEBOYS Start up 0             

お金のことがわかる本  

 591-ﾌ 

手芸 
☆ハンドメイドアクセサリーの本         

デザインにこだわった、オシャレなアクセサリー150 

 594-ﾊ 

美容 
ヘアとメイクのマナーBOOK         

第一印象で好感を与える♡ 

 595-ﾍ 

力尽きレシピ [1] 犬飼/つな‖著 596-ｲ-1 

レシピ  
自炊のトリセツ おいしいごはんの法則 小田/真規子‖著 596-ｵ 

・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。 
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芸術・スポーツ 

工芸  

☆アクセサリー作りのためのレジンの教科書      

いちばんわかりやすいテクニック・レッスン       

UVレジンから2液性レジンまで 

熊崎/堅一‖監修 751-ｸ 

☆魔法雑貨の作り方 魔法使いの秘密のレシピ 魔法アイテム錬成所‖著 751-ﾏ 

☆レジンで作る幻想アクセサリー   751-ﾚ 

語学・ことば・辞書 

 語学 
音読で外国語が話せるようになる科学       

科学的に正しい音読トレーニングの理論と実践 
門田/修平‖著 807-ｶ 

韓国語 
韓国語単語集                  

K-POP動画SNSこれが知りたかった! 
宍戸/奈美‖著 829-ｼ 

文学・小説 

俳句  
17音の青春 2020              

五七五で綴る高校生のメッセージ 

神奈川大学広報委員会‖編 911.3-ｶ-2020 

日本の

小説  

1日10分のごほうび             

NHK国際放送が選んだ日本の名作  寄贈 

赤川/次郎‖ほか著 B-913.6-ｱ 

人間たちの話  寄贈 柞刈/湯葉‖著 B-913.6-ｲ 

ちょっと今から人生かえてくる  寄贈 北川/恵海‖[著] B-913.6-ｷ 

恋に至る病 斜線堂/有紀‖[著] B-913.6-ｼ 

☆Cocoon 3 幽世の祈り 夏原/エヰジ‖著 913.6-ﾅ-3 

クスノキの番人 東野/圭吾‖著 913.6-ﾋ 

裏世界ピクニック [1]                   

ふたりの怪異探検ファイル  アニメ原作 

宮澤/伊織‖著 B-913.6-ﾐ-1 

出会いなおし 森/絵都‖著 B-913.6-ﾓ 

ぷかぷか天国  寄贈 小川/糸‖[著] B-914.6-ｵ 

ザリガニの鳴くところ ディーリア・オーエンズ‖著    

友廣/純‖訳 

933-ｵ 

海外の

小説  

ドリトル先生航海記 新訳  映画原作 ヒュー・ロフティング‖[著]    

河合/祥一郎‖訳 

B-933-ﾛ 

リスからアリへの手紙 トーン・テレヘン‖著      

柳瀬/尚紀‖訳 

949-ﾃ 

月刊バレーボールの定期購読を始めました！ 

バックナンバーは貸出できます！ 


