
レポート・論文作成に！

１０月２７日から１１月９日までは読書週間です。

本校図書館では、”湖北地区１０校の生徒と職員のおすすめ本コー

ナー”を作ります。（同じコーナーは長浜・彦根・米原の公共図書館に

も作られます。）また、期間中、古雑誌や付録のプレゼントも行う予定

ですので、皆さんの来館をお待ちしています。

長浜北星高等学校

（全日制・定時制）

長浜北星高等養護学校
図書館発行
ＮＯ．５ ２０１８．１０月号

「目の見えない人は世界をどう見

ているのか」

伊藤亜紗 光文社新書
視覚障害者はどんなふうに世界を認

識しているのだろう。自分や他人の

事をより深く知ることが出来る一冊

です。

中間テストが終わりました。次は高体連・高文祭・・・。そし

て、１０月２７日からは読書週間が始まります。スポーツの秋・

芸術の秋・読書の秋・・・さまざまな秋を満喫して下さい。

「ブロードキャスト」

湊 かなえ KADOKAWA

陸上への夢が消えた主人公・町田圭

祐は放送部へ・・。イヤミスの女王

湊かなえ氏が、初めて挑む高校放送

部を舞台にした学園青春小説です。

「日本史の論点」

中央新書編集部 中公新書

日本史ってどんどん塗り替えられてい

る・・当たり前の事かもしれないけれ

ど、少し頭を柔らかくさせてくれる。

「愛なき世界」

三浦しをん 中央公論新社
洋食屋の見習い藤丸陽太は、植物しか

興味のない本村紗英に恋をする。さて

この恋は成就するのか。世界の隅っこ

で必死に生きる人たちが輝きだす物語。

映画化で話題です。

リクエストで入りました。

昨年度ノーベル経済学賞受賞

リチャード・セイラー教授の代表作。

兵神装備さんからの

寄贈本（創造文庫）

が新しく入りました。

創造文庫のコーナー

もお見逃しなく。

「思考を鍛えるレポート・論文作

成法」 井下千以子

「マジ文章書けないん だけど」

前田安正

「黄金の烏」 阿部智里

「死ぬこと以外かすり傷」

箕輪厚介

「ハイキュー！！３２～３４」

「ゴールデンカムイ１０～１５」

入りました。

「スマホを落としただけなの

に」志駕晃

「ビブリア古書堂の事件手

帖」三上延

「実践行動経済学」
リチャード・セイラー 日経ＢＰ社

「建築デザインの解剖図鑑」

スタジオワーク

「天井から覗く世界のリアル」

都筑響一

見て楽しんで、考えさせられる



新着図書の中から　（創造文庫のコーナーにあります。）
書　　名 ・ 巻　　次 著    者 出 版 者 請求記号 書　　名 ・ 巻　　次 著    者 出 版 者 請求記号

図解でわかる１４歳から知っておきたいＡ
Ｉ

インフォビジュアル
研究所∥著

太田出版 007-I 図解力・製図力おちゃのこさいさい　図面って、どない

描くねん！　ＬＥＶＥＬ０　わかりやすくやさしくやく

にたつ

山田／学∥著 日刊工業新聞社 531-Y

人工知能と社会　２０２５年の未来予想 ＡＩＸ∥監修　栗原／聡∥共著

長井／隆行∥共著　小泉／憲裕

∥共著　内海／彰∥共著　坂本

／真樹∥共著　久野／美和子∥

共著

オーム社 007-J 設計センスを磨く空間認識力“モチアゲ”　「勘」と「論

理力」と「ポンチ絵スキル」をアップ！　「図面って」

シリーズ番外編

山田／学∥著 日刊工業新聞社 531-Y

カラー図解Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉではじめ
る機械学習　基礎からディープラーニングまで

金丸／隆志∥著 講談社 007-K 絵とき機械加工基礎のきそ　続　スキルアッ
プ編

平田／宏一∥著 日刊工業新聞社 532-H-2

スッキリ！がってん！機械学習の本 北村／拓也∥著 電気書院 007-K 絵ときＮＣ旋盤プログラミング基礎のきそ 伊藤／勝夫∥著 日刊工業新聞社 532-I

坂本真樹先生が教える人工知能がほぼほぼわか
る本

坂本／真樹∥著 オーム社 007-S 機械加工の知識がやさしくわかる本 西村／仁∥著 日本能率協会マネジ

メントセンター
532-N

僕がロボットをつくる理由　未来の生き方を日
常からデザインする

石黒／浩∥著 世界思想社 114-I トコトンやさしい電気自動車の本 広田／幸嗣∥著 日刊工業新聞社 537-H

実践行動経済学　健康、富、幸福への聡明
な選択

リチャード・セイラー∥著

キャス・サンスティーン∥著

遠藤／真美∥訳

日経ＢＰ社 331-T トコトンやさしい自動運転の本 クライソン　トロンナム

チャイ∥著

日刊工業新聞社 537-K

夢を追いかける起業家たち　ディズニー、ナイキ、

マクドナルド、アップル、グーグル、フェイスブッ

ク

ギルバート∥著　フリッシュ∥

著　ボッデン∥著　原／丈人∥

日本語版監修　野沢／佳織∥訳

西村書店 335-G ２０２２年の次世代自動車産業　異業種戦争の攻
防と日本の活路

田中／道昭∥著 ＰＨＰ研究
所

537-T

トコトンやさしい実用技術を支える法則の
本

福田／遵∥著 日刊工業新
聞社

404-F ＥＶと自動運転　クルマをどう変えるか 鶴原／吉郎∥著 岩波書店 537-T

センサが一番わかる　くらしに不可欠なセンサ
の機能と用途がよくわかる

松本／光春∥著 技術評論社 501-M トコトンやさしい航空工学の本 高木／雄一∥著　小塚／

竜馬∥著　松島／丈弘∥

著　谷村／康行∥著

日刊工業新聞社 538-T

長さ測定べからず集　正しい測定工具の使い方
＆測定作業の行い方

ミツトヨ計測学院∥
著

日本能率協会マネ

ジメントセンター
501-M マンガでわかる電気数学 田中／賢一∥著　松下／

マイ∥作画　オフィスｓ

ａｗａ∥制作

オーム社 541-T

加工材料の知識がやさしくわかる本 西村／仁∥著 日本能率協会マネ

ジメントセンター
501-N マンガでわかるシーケンス制御 藤滝／和弘∥著　高山／

ヤマ∥作画
オーム社 548-F

図面の読み方がやさしくわかる本 西村／仁∥著 日本能率協会マネ

ジメントセンター
501-N トコトンやさしいロボットの本 日本ロボット工業会∥監

修　日刊工業新聞社∥編

日刊工業新聞社 548-N

図面の描き方がやさしくわかる本 西村／仁∥著 日本能率協会マネ

ジメントセンター
501-N スマホで動かすＡｒｄｕｉｎｏ　Ａｎｄｒｏ

ｉｄとＢＬＥで電子工作

鄭／立∥著 リックテレコ

ム
549-T

長もちの科学　良い製品を長く大事に使うため
の技術

京都工芸繊維大学長もちの科学

研究センター∥編
日刊工業新聞

社
502-K マンガでわかる電子回路 田中／賢一∥著　高山／

ヤマ∥作画
オーム社 549-T

アップルを超えるイノベーションを起こすＩｏ
Ｔ時代の「ものづくり」経営戦略

中根／滋∥著 幻冬舎メディアコ

ンサルティング
509-N ＣＡＤＬＵＳ＋Ａｒｄｕｉｎｏ電子工作ガイ

ド

横田／一弘∥著 オーム社 549-Y

施工がわかるイラスト建築生産入門 日本建設業連合会∥編　川崎／

一雄∥イラスト
彰国社 520-N アルミの科学 山口／英一∥監修　アル

ミと生活研究会∥編著
日刊工業新聞

社
565-Y

建築デザインの解剖図鑑　まちで目にする
カタチを読み解く

スタジオワーク∥著 エクスナ
レッジ

521-S マンガでわかる溶接作業 野村／宗弘∥漫画

野原／英孝∥解説
オーム社 566-N

マンガでわかる電気設備 五十嵐／博一∥著　笹岡／悠瑠

∥作画　ジーグレイプ∥制作
オーム社 528-I 身近な金属製品の科学 坂本／卓∥著 日刊工業新聞

社
581-S

マンガで教えて…テクノ君！機械のしくみ　Ｍ
ｅｃｈａｎｉｓｍ　ｏｆ　Ｍａｃｈｉｎｅ

朝比奈／奎一∥編著　三田／純

義∥編著　横井／謙仁∥漫画
日刊工業新
聞社

530-A 飲料容器の科学 松田／晃一∥著 日刊工業新聞

社
588-M

図解力・製図力おちゃのこさいさい　図面って、どない描くねん！　Ｌ

ＥＶＥＬ０　わかりやすくやさしくやくにたつ
山田／学∥著 日刊工業新聞社 531-Y あのヒット商品はこうして生まれた！　全3巻 エスプレ∥編著 汐文社 675-E




