
　

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．6 ２０１８．11月号

11月も中旬を過ぎて外は寒くなり、屋内で過ごすことも増え

てきました。こんな時期は読書でもどうでしょうか。図書館では

様々な本を用意して、来館をお待ちしています。

返却予定日の過ぎた本を持って

いる人は、至急、本を返却に来

て下さい。図書館が閉まってい

る場合は、返却ポストに返して

下さい。

話題の本です。

「世界を救った日本の薬」塚﨑

朝子 講談社

本年度ノーベル医学生理学賞受賞

本庶佑氏のインタビューを収録。

他にも大村智氏など日本の研究者

たちが語る新薬誕生の舞台裏を描

いた本。

「木曜日にはココアを」青山美

智子 宝島社

１２のお話が最後には上手く繋が

ります。寒さが増してくるこの時

期に心温まる話を読みたくなった

人へ。

「この嘘がばれないうちに」

川口俊和 サンマーク出版

「思い出が消えないうちに」

川口俊和 サンマーク出版

「ちはやふる 39,40」 末次由紀 講談社

「ケーキ王子の名推理 2,3」 七月隆文 新潮文庫

＊続きが入りました。

「無限の宇宙」 ジェーン・

ホーキング 堀川志野舞・訳
スティーヴン・ホーキングと運命

的に出会い、余命宣告を受けた彼

と結婚する。きれいごとではすま

されない現実も・・・。

楽しく考えさせられる絵本、2冊。

「高校チュータイ外交官のイチ

からわかる！国際情勢」島根玲

子 扶桑社
ニュースでしか知らないような海

外の話やとっつきにくい問題がと

ても身近に感じられて、わかりや

すい。気軽に読める1冊です。

＊「みんなあかちゃんだった」鈴木ま

もる 小峰書店

＊「いろいろいろんなかぞくのほ

ん」 メアリ・ホフマン文 ロ

ス・アスクイク絵 すぎもとえみ

訳 少年写真新聞社

＊本の準備、忘れずに！！

テスト終了日翌日の

＊「ジーブスの事件簿」2冊

P･G･ウッドハウス 文春文庫

＊「沈黙のパレード」東野圭吾

文藝春秋

「フーガはユーガ」伊坂幸太郎

実業之日本社
瞬間移動ができる不思議で切な

い双子のフーガとユーガの物語。

ミステリー仕立ての話の結末

は・・・。

「コーヒーが冷めないうち

に」の川口俊和氏の新刊2冊。

朝のひととき、皆で活字の世界を楽しみましょう。



新しく入った本の中から

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

ファクトチェックとは何か 立岩／陽一郎∥著　楊井／人

文∥著
岩波書店 070-T 日日是好日　「お茶」が教えてくれた１５のし

あわせ

森下／典子∥著 新潮社 791-M

絶対に出る世界の幽霊屋敷 ロバート・グレンビル∥著

片山／美佳子∥訳

日経ナショナル

ジオグラフィッ

ク社

147-G 愛×数学×短歌 横山／明日希∥編著 河出書房新

社
911-Y

ミライの授業 滝本／哲史∥著 講談社 159-T 崩れる脳を抱きしめて 知念／実希人∥著 実業之日本

社
913-C

カルピスをつくった男　三島海雲 山川／徹∥著 小学館 289-Y スキキライ ＨｏｎｅｙＷｏｒｋｓ∥

原案　藤谷／灯子∥著

角川書店 913-H

科学的に人間関係をよくする方法 堀田／秀吾∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷ

Ａ
361-H 〈Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　Ｄｅｎｄｒｏｇｒａｍ〉

－インフィニット・デンドログラム－　１　可
能性の始まり

海道／左近∥著 ホビージャパン 913-K-1

自衛隊防災ＢＯＯＫ　自衛隊ＯＦＦＩＣＩＡＬ　Ｌ
ＩＦＥ　ＨＡＣＫ　ＣＨＡＮＮＥＬ　１００　ＴＥ
ＣＨＮＩＱＵＥＳ

マガジンハウス∥編集 マガジンハ

ウス
369-M ただ、それだけでよかったんです 松村／涼哉∥〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷ

Ａ
913-M

かぜの科学　もっとも身近な病の生態 ジェニファー・アッカーマン

∥著　鍛原／多惠子∥訳
早川書房 493-A つきのふね 森／絵都∥〔著〕 角川書店 913-M

空飛ぶ救命救急室ドクターヘリの秘密 和気／晃司∥著 彩流社 498-W ミッキーマウスの憂鬱 松岡／圭祐∥著 新潮社 913-M

「環境を守る」とはどういうことか　環境思想入門 尾関／周二∥編　環境思想・

教育研究会∥編
岩波書店 519-O 三日間の幸福 三秋／縋∥〔著〕 ＫＡＤＯＫ

ＡＷＡ
913-M

ゼロから始めるロードバイクの本　乗ってみたい！
超初心者応援！

〓出版社 536-Z 紫の結び　１　源氏物語 ［紫式部著］　荻原　規子／訳 理論社 913-M-1

バイオ技術者・研究者になるには 堀川／晃菜∥著 ぺりかん社 579-H 紫の結び　２　源氏物語 ［紫式部著］　荻原　規子／訳 理論社 913-M-2

かんたん＆おしゃれなバーベキューの人気レシピ ＢＢＱレシピタンク∥

監修

立東舎 596-B 紫の結び　３　源氏物語 ［紫式部著］　荻原　規子／訳 理論社 913-M-3

イチバン親切なお菓子の教科書　豊富な手順写真で
失敗ナシ

川上／文代∥著 新星出版社 596-K 宇治の結び　1　源氏物語 [紫式部/著]　荻原 規子/訳 理論社 913-Ｍ-1

ひと目でわかる料理の教科書　きほん編 川上／文代∥著 新星出版社 596-K 宇治の結び　2　源氏物語 [紫式部/著]　荻原 規子/訳 理論社 913-Ｍ-2

地域の食をブランドにする！　食のテキストを作ろ
う

金丸／弘美∥著 岩波書店 601-K 去年の冬、きみと別れ 中村／文則∥〔著〕 幻冬舎 913-N

ねこといぬ 岩合／光昭∥著 クレヴィス 645-I 臆病な僕でも勇者になれた七つの教え　「自
信」が湧きだす不思議な冒険

旺季／志ずか∥著 サンマーク

出版
913-O

図説百鬼夜行絵巻をよむ 田中／貴子∥著　花田／清輝

∥著　渋沢／竜彦∥著　小松

／和彦∥著

河出書房新

社
721-T 君を愛したひとりの僕へ 乙野／四方字∥著 早川書房 913-O

食べる・動かす・もてなす折り紙　遊び心をくすぐ
る３２作例

鈴木／恵美子∥著 日貿出版社 754-S 僕が愛したすべての君へ 乙野／四方字∥著 早川書房 913-O

箸袋でジャパニーズ・チップ！　テーブルのうえで
見つけたいろんな形

辰巳／雄基∥著 リトルモア 754-T ひぐらしのなく頃に礼　賽殺し編 竜騎士０７∥著　ともひ∥〔画〕 星海社 913-R

大谷翔平８６のメッセージ　夢をつかむパワー！
才能が目覚める、活かせる

児玉／光雄∥著 三笠書房 783-K 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
ＰＨＰ研究

所
913-U




