
 

山高図書館だより 

山北高校図書館 2020.8 

7/18~8/12に入荷した本のご案内です。みなさんのご利用をお待ちしています。 

☆「図書館だより」はHPでも確認できます。 

☆8/20（木）より前に借りた本は、8/28（金）までに返却してください。 

 

 

 新 刊 大 量 入 荷 。 

 

☆あいている日→登校日（平日のみ） 

☆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 

※会議中などは原則として閉館します 

※臨時閉館予定は、図書館前に掲示します 

図書館利用について 
①資料を触る前と触った後は、必ず手を 

洗いましょう 

（入室時にアルコール消毒してください） 

②混んでいるときの利用、近い距離での会話は

避けましょう 

③ドアは開けておいてください 

④室内ではマスクをしましょう 

新型コロナウイルス感染予防 

図書館だより用QR 

分類  書 名 著 者 請求記号 

C・Eほか（コミック・視聴覚資料・絵本） 

マンガ・ 

コミック

エッセイ     

マンガ版ちょっとだけ・こっそり・素早く「言い

返す」技術 やられっぱなしで終わらせない! 
ゆうき/ゆう‖著 Jam‖マンガ C-361-ﾕ 

♪ひとりぐらしも神レベル カマタ/ミワ‖著 C-726-ｶ 

☆文豪ストレイドッグス 19 朝霧カフカ C-ｱ-19 

☆先輩がうざい後輩の話 5 しろまんた‖著 C-ｼ-5 

絵本 ♪ねぐせのしくみ ヨシタケ/シンスケ‖作 E-ﾖ 

０（総記・雑学・PC） 

情報 
FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え、データ

を基に世界を正しく見る習慣 
ハンス・ロスリング‖ほか著  002-ﾛ 

１（哲学・心理学・宗教・占い） 

倫理 
世界は贈与でできている  

資本主義の「すきま」を埋める倫理学 
近内/悠太‖著 104-ﾁ 

自己啓発 人を動かす D.カーネギー‖著  B-159-ｶ 

キリスト教 世界でいちばん素敵な聖書の教室 町田/俊之‖監修 193-ﾏ 

7/18～8/12の新着図書リスト※☆は生徒、♪は先生のリクエストです。 



 ２（地理・歴史） 

日本史  
有職文様図鑑 八條/忠基‖著 210.0-ﾊ 

世界でいちばん素敵な古代史の教室 瀧音/能之‖監修 210.3-ﾀ 

西洋史 イギリス史 上・下 川北/稔‖編 233-ｶ-1 

旅行記  

（写真集） 
世界▷夢の映画旅行 Filmarks‖映画選定  290-ﾂ 

ガイドブック 大阪ぶらり古地図歩き歴史探訪ガイド 大阪歴史文化研究会‖著 G-291-ｵ 

地理 ポプラディアプラス日本の地理 1～７ ポプラ社 291-ﾎ-1 

３（社会科学・進路） 

進路 公務員という仕事 村木/厚子‖著 317-ﾑ 

政治学 「いいね!」戦争 兵器化するソーシャルメディア P.W.シンガー‖著  319-ｼ 

法律 死刑賛成弁護士 犯罪被害者支援弁護士フォーラム‖著 326-ﾊ 

社会学   

部落問題の解決に逆行する「部落差別解消推進

法」 
部落問題研究所‖編 361-ﾌ 

ルポ技能実習生 澤田/晃宏‖著 366-ｻ 

赤ちゃんポストの真実 森本/修代‖著 369-ﾓ 

進路      

特別支援学校教諭になるには 松矢/勝宏‖編著  375-ﾅ-66 

教育業界で働く 三井/綾子‖著 375-ﾅ-補25 

大学入試総合・推薦入試をひとつひとつわかりや

すく。 
樋口裕一, 和田圭史 著 376.8-ﾀ 

教育 
日本の手話いろいろ 2  

イラストで見る全国各地の手話 
全国手話通訳問題研究会‖編 378-ｾ-2 

民間伝承 世界現代怪異事典 朝里/樹‖著 388-ｱ 

４（自然科学） 

数学  目でみる数字 岡部/敬史‖文 山出/高士‖写真 410-ｵ 

化学  マンガと図鑑でおもしろい!わかる元素の本 うえたに夫婦‖著 左巻/健男‖監修 431-ｳ 

 地学  
地球温暖化で雪は減るのか増えるのか問題 川瀬/宏明‖著 451-ｶ 

地下水・湧水の疑問50 日本地下水学会‖編 452-ﾆ 

生物 すごいぜ!菌類 星野/保‖著 474-ﾎ 

動物 
手すりの虫観察ガイド  

公園・緑地で見つかる四季の虫 
とよさき/かんじ‖著 486-ﾄ 

５（技術・工学） 

環境        
科学的に見るSDGs時代のごみ問題 松藤/敏彦‖著 518-ﾏ 

図解でわかる14歳からの水と環境問題 インフォビジュアル研究所‖著 519-ｲ 

お酒の経済学  

日本酒のグローバル化からサワーの躍進まで 
都留/康‖著 588-ﾂ 

製造   

美しい万年筆のインク事典 武田/健‖著 589-ﾀ 

衣服 かんたんに手作りできる赤ちゃん小物と服 増山/優子‖著 593-ﾏ 

・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。 



 ５（技術・工学） 

料理 

世界の郷土料理事典  

全世界各国・300地域料理の作り方を通して知る歴史、 

文化、宗教の食規定  

青木/ゆり子‖著 596-ｱ 

家庭 なんでも自分で修理する本  片桐/雅量‖著 597-ｶ 

保育 #赤ちゃん相談室 世界一かわいいクレーマーたち 森戸/やすみ‖監修  599-ﾓ 

６（産業） 

産業 知ろう!減らそう!食品ロス 1～３ 小林/富雄‖監修 611-ｺ-1 

林業  

SDGs時代の森林管理の理念と技術  

森林と人間の共生の道へ 
山田/容三‖著 651-ﾔ 

原色木材大事典200種  

日本で手に入る木材の基礎知識を網羅した決定版    
村山/忠親‖著 村山/元春‖著 657-ﾑ 

水産 水産エコラベルガイドブック 大日本水産会‖編 661-ﾀ 

交通 地図で読み解く小田急沿線 岡田/直‖監修 686-ｵ 

７（芸術・スポーツ） 

芸術 レオナルド・ダ・ヴィンチ 池上/英洋‖著 702-ｲ 

絵画 
はじめての絵画の歴史  

「見る」「描く」「撮る」のひみつ 
デイヴィッド・ホックニー‖著  720-ﾎ 

書道 
「書道」の教科書  

この一冊で、書道からアートまで全部がわかる 
横山/豊蘭‖著 728-ﾖ 

工芸  

やきものの教科書  

基礎知識から陶芸技法・全国産地情報まで 
陶工房編集部‖編 751-ｾ 

漆の技法  

「炎芸術」工芸入門講座  
柴田/克哉‖[著] 752-ｼ 

ガイドブック 
源氏かたな旅 刀剣聖地巡礼ガイド  

源氏のかたなとゆかりの地を巡る京都・鎌倉・箱根 
 G-756-ｹ 

音楽 
耳コピが基礎からできるようになる本  

トライ&トレーニング30+150 
永野/光浩‖著 761-ﾅ 

エッセイ 僕たちに似合う世界 伊東/歌詞太郎‖著 767-ｲ 

基礎から学ぶ!スポーツ救急医学 輿水/健治‖著 780-ｺ 

スポーツ  
基礎から学ぶ!スポーツ障害 鳥居/俊‖著 780-ﾄ 

バスケ バスケットボール判断力を養うスペーシングブック 鈴木/良和‖著 783.1-ｽ 

卓球 卓球の戦い方 先の先を読み、超高速ラリーを制す 岸川/一星‖著 783.6-ｷ 

カヌー・

カヤック 
漕遊 No.05(2020) いまこそ、アウトドアで遊ぼう!!  785-ｿ-5(2020) 

アウトドア レスキュー・ハンドブック 藤原/尚雄‖著 羽根田/治‖著 786-ﾌ 

８（言語） 

語学 短いスピーチあいさつ実例大事典 文例1500 主婦の友社‖編 809-ｼ 



 ８（言語） 

小論文  
時事から学ぶ小論文 第3号 医療編   816-ｼ-3 

理系小論文頻出テーマ15  高橋/廣敏‖著 816-ﾀ 

語学 はじめてみようアラビア語 長渡/陽一‖著 829-ﾅ 

英語 
英語イディオム英熟語語源辞典  

語源とイラストでスラスラ覚える 
清水/建二‖著 834-ｼ 

９（文学・小説） 

創作  感情類語辞典 アンジェラ・アッカーマン‖ほか著  901-ｱ 

短歌 ホスト万葉集  俵/万智‖編  911.1-ﾃ 

日本の

小説     

猫のお告げは樹の下で 寄贈 青山/美智子‖著 B-913.6-ｱ 

マツリカ・マジョルカ 寄贈 相沢/沙呼‖[著] B-913.6-ｱ 

凪に溺れる 青羽/悠‖著 913.6-ｱ 

夏、君と運命の恋をするはずだった 大城/密‖[著] B-913.6-ｵ 

5分で読書 キミは絶対に騙される カドカワ読書タイム‖編 913.6-ｶ 

5分で読書 きのう、失恋した カドカワ読書タイム‖編 913.6-ｶ 

☆顔のない天才  

case芥川龍之介 「文豪とアルケミスト」ノベライズ 
河端/ジュン一‖著 

B-913.6-ｶ 

☆冒険者をクビになったので、錬金術師として出直し

ます! 4  
佐々木/さざめき‖著 あれっくす‖[画] 

913.6-ｻ-4 

3分で読める!コーヒーブレイクに読む喫茶店の物語 『このミステリーがすごい!』編集部‖編 B-913.6-ﾀ 

首里の馬 芥川賞受賞 高山/羽根子‖著 913.6-ﾀ 

☆TVアニメ文豪とアルケミスト審判ノ歯車ノベライズ 

上 

DMM GAMES‖原作 熊谷/純‖シリーズ構

成・脚本 市瀬/まゆ‖著 

913.6-ﾃ-1 

記憶書店うたかた堂の淡々 野村/美月‖著 B-913.6-ﾉ 

アノニム 原田/マハ‖[著] B-913.6-ﾊ 

交換殺人には向かない夜  寄贈 東川/篤哉‖著 B-913.6-ﾋ 

ビブリア古書堂の事件手帖Ⅱ 扉子と空白の時 三上/延‖[著] B-913.6-ﾐ 

☆裏世界ピクニック 2 果ての浜辺のリゾートナイト 宮澤/伊織‖著  B-913.6-ﾐ-2 

5分後に意外な結末ベスト・セレクション  

黒の巻・白の巻 
桃戸/ハル‖編・著 

B-913.6-ﾓ 

☆不終(おわらず)の怪談  

case小泉八雲「文豪とアルケミスト」ノベライズ 
矢野/隆‖著 

B-913.6-ﾔ 

俺の残機を投下します 山田/悠介‖著 913.6-ﾔ 

大江戸火龍改 夢枕/獏‖著 913.6-ﾕ 

エッセイ ♪欲が出ました ヨシタケ/シンスケ‖著 914.6-ﾖ 

全集 日本文学全集 04～06 源氏物語  池澤/夏樹‖個人編集  角田/光代‖訳 918-ｲ-4 

☆図解クトゥルフ神話 森瀬/繚‖編著 930-ﾓ 

外国の

文学 
空腹ねずみと満腹ねずみ 上・下 ティムール・ヴェルメシュ‖著 森内/薫‖訳 943-ｳ-1 

悪童日記 アゴタ・クリストフ‖著 堀/茂樹‖訳 B-953-ｸ 


