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山高図書館だより 

山北高校図書館 2020.6 

５月の新着本のご案内です。みなさんのご利用をお待ちしています。 

「図書館だより」は学校HPからも確認できます。再度休校になった場合、学校HPで    

「休校中の利用についてのお知らせ」などを発信していく予定です。 

 ＳＰＩ等の問題集も   

借りられますよ。 

 

☆あいている日→登校日 

☆あいている時間→８：40～16:30 

☆借りられる数→５冊まで 

☆返す期限→２週間後 

※会議中など、司書がいない時は閉めます。 

※先生から、登下校の電車の時間などの指定が

あったときは、間に合うように下校しましょう。 

図書館利用について ☆あいている日→登校 
 

☆本を借りるときは手続きしましょう。 

☆飲食物はカバンにしまってください。 

☆スマホは音が出ないように設定し、 

通話はろうかでしましょう。 

☆本は大切に扱ってください。 

☆大きな声で話したり、騒いだり、   

走ることはやめましょう。 

利用時のお願いです 

 

 

 

①図書館に入る前、本を触った後は必ず手を洗いましょう。 

→本は消毒することができません。手を洗って感染予防をしてください。 

 

②混んでるときの利用、密接な距離での会話は避けましょう。 

③ドアは開けておいてください。 

新型コロナウイルス（COVID-19）感染拡大防止に 

ご協力ください。 
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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 

情報科学 

◇QRコードの奇跡  

モノづくり集団の発想転換が革新を生んだ 
小川/進‖著 007-ｵ 

例題80でしっかり学ぶメディアリテラシー 

標準テキスト  

メディアとインターネットを理解するための基礎

知識 

定平/誠‖著 007-ｻ 

総記 現代用語の基礎知識 増刊×NEWS版 現代用語検定協会‖監修 031-ｹ 

地理・歴史 

沖縄でしたい100のこと [2020]    
G-291-ｵ-

2020 

地理  旧国名でみる日本地図帳  平凡社‖編 291-ﾍ 

るるぶ沖縄ベスト 2021   
G-291-ﾙ-

2021 

５月の新着図書リスト（４/25～５/25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 

マンガ・ 

コミック

エッセイ  

☆名探偵コナン VOLUME98 青山/剛昌‖著 C-ｱ-98 

☆♪◇神様のバレー Vol.1~21 西崎/泰正‖作画 渡辺/ツルヤ‖原作 C-ﾆ-1 

◇キミのお金はどこに消えるのか １～２ 井上/純一‖著 飯田/泰之‖監修 C-330-ｲ 

人と食事するのが怖い! 会食恐怖症ってなに?? 朝来/おかゆ‖著 高橋/進‖解説 C-493-ｱ 

『神様のバレー』１～21/西崎/泰正‖作画 渡辺/ツルヤ‖原作 

/芳文社 

・バレーボール漫画「神様のバレー」の定期購読を始めました！ 

みなさまのご利用をお待ちしています。 

貸出期間は他の本と同じく2週間です。「また貸し」はせず、期限内に返却しましょう。 

新刊PICK UP  

・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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社会科学 

社会科学  ◇不道徳な経済学 転売屋は社会に役立つ ウォルター・ブロック‖著  B-304-ﾌ 

政治 有権者って誰? 藪野/祐三‖著 314-ﾔ 

社会学 
SDGs日本の挑戦 2020           

エクセレントカンパニー・自治体・教育 
  335-ｴ-2020 

進路 10代のための資格・検定 可能性を広げる道しるべ 大泉書店編集部‖編 366-ｵ 

社会病理 
誰もボクを見ていない             

なぜ17歳の少年は、祖父母を殺害したのか 
山寺/香‖[著]  B-368-ﾔ 

教育 「さみしさ」の力 孤独と自立の心理学 榎本/博明‖著 371-ｴ 

進路 検察官になるには   375-ﾅ-130 

国防 オールアバウト陸上自衛隊   396-ｵ 

自然科学 

生物学  
最後の講義完全                   

どうして生命にそんなに価値があるのか 
福岡/伸一‖著 460-ﾌ 

植物学 ◇知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤/淳一‖著 瀬戸口/浩彰‖著 472-ﾅ 

動物学  

新種の発見 見つけ、名づけ、系統づける動物分類学 岡西/政典‖著 481-ｵ 

きずな図鑑 美しい海の生き物 中村/庸夫‖著 481-ﾅ 

◇鳴く虫「音声」図鑑 QRコードで声を聴く、音

で探せる!  
奥山/風太郎‖著 上田/秀雄‖著 486-ｵ 

医学  

猛威をふるう「ウイルス・感染症」にどう立ち向

かうのか 
河岡/義裕‖監修 今井/正樹‖監修 491-ｶ 

◇図解眠れなくなるほど面白い病理学の話 志賀/貢‖監修 491-ｼ 

勉強が苦手な高校生・社会人が看護専門学校・

看護大学に合格する方法 
松山/祐己‖著 492-ﾏ 

感染症 広がり方と防ぎ方 井上/栄‖著 493-ｲ 

おとなのワクチン 子どもだけじゃないおとなに足り

ないワクチンをわかりやすく解説! 
中山/久仁子‖編集 493-ﾅ 

技術・家庭 

環境 目で見るSDGs時代の環境問題 ジェス・フレンチ‖著  519-ﾌ 

情報工学 絵でわかるネットワーク 岡嶋/裕史‖著 547-ｵ 

手芸 はじめてのあみぐるみBOOK いちかわ/みゆき‖著 594-ｲ 

美容 ネイル大全 小笠原/弥生‖監修 595-ｵ 

焼売、ときどきチャーハン           

肉も野菜もたっぷり!絶品66レシピ 
五十嵐/美幸‖著 596-ｲ 料理  

・   

レシピ 不思議なお菓子レシピ サイエンススイーツ    太田/さちか‖[著] 596-ｵ 
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技術・工学 

料理 

・  

レシピ  

おかずの基本 主婦の友社‖編 596-ｼ 

いつでも!どこでも!ワンバーナーレシピ ソトレシピ‖監修 596-ｿ 

イラスト図解寿司ネタ1年生          

おすし屋さんの基礎知識と楽しみ方 
藤原/昌高‖著 もなか‖イラスト 596-ﾌ 

産業 

農業 
日本の農と食を学ぶ 初級編          

日本農業検定3級対応 
日本農業検定事務局‖編 612-ｾ 

園芸 
切る枝・残す枝がわかる!庭木の剪定       

基礎の基礎からよくわかる 
宮内/泰之‖監修 627-ﾐ 

芸術・スポーツ 

工芸    

畏怖の造形竹谷隆之 シン・ゴジラ/巨神兵東京に

現わる/進撃の巨人ATTACK ON TITAN/風の谷のナウ

シカ王蟲の世界/精霊の守り人悲しき破壊神/オリジナ

ル造形 

竹谷/隆之‖著 759-ﾀ 

音楽 ☆はじめてのロック・ギター入門 四月朔日/義昭‖編著 763-ﾜ 

スポーツ 観るまえに読む大修館スポーツルール 2020 大修館書店編集部‖編集 780-ﾀ-2020 

アウトドア 
無人島冒険図鑑                

日常から遠く離れた自然空間を楽しめ! 

梶/海斗‖著           

無人島プロジェクト‖編 
786-ｶ 

文学・小説 

文学  面白くて眠れなくなる『古事記』 島崎/晋‖著 913.2-ｼ 

日本の

小説   

◇小説の神様 わたしたちの物語         

小説の神様アンソロジー 映画スピンオフ 

相沢/沙呼‖[ほか著]  B-913.6-ｱ 

◇ジェリーフィッシュは凍らない 市川/憂人‖著 B-913.6-ｲ 

ブルーローズは眠らない 市川/憂人‖著 B-913.6-ｲ 

逆ソクラテス 伊坂/幸太郎‖著 913.6-ｲ 

クララ殺し 小林/泰三‖著 B-913.6-ｺ 

黒猫の小夜曲(セレナーデ)   寄贈 知念/実希人‖著 B-913.6-ﾁ 

初恋  映画ノベライズ 中村/雅‖原案・脚本  B-913.6-ﾅ 

◇そして誰もいなくなった アガサ・クリスティー‖著  933-ｸ 

海外の

小説   

名探偵ポアロ メソポタミヤの殺人 アガサ・クリスティー‖著  933-ｸ 

ミス・マープルの名推理 パディントン発4時50分 アガサ・クリスティー‖著  933-ｸ 

◇あの本は読まれているか ラーラ・プレスコット‖著  933-ﾌ 

メインテーマは殺人 アンソニー・ホロヴィッツ‖著  B-933-ﾎ 

エッセイ コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ‖著  974-ｼ 


