
　

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．８ ２０１９．１月号

あけましておめでとうございます。3学期が始まりました。

まだまだ寒い季節、図書館で本でも読んで暖まっていきませんか。
＊写真集で旅気分。

「僕は金になる」 桂望実 祥

伝社

「ご立派」な母ちゃんと離婚し

て家を出た父ちゃんは、将棋の

天才の姉ちゃんに賭け将棋をや

らせて暮らしている。母ちゃん

と暮らす、「普通」の僕は、二

人を軽蔑しながらも羨ましくて。

「みつばち高校生 富士見高校

養蜂部物語」森山あみ サンク

チャリ出版

養蜂部とはーミツバチを飼育し、

見守り、観察し、学ぶことが主

な活動。ひとりの女子高生がは

じめた養蜂部が創部3年で全国

大会で優勝。奇跡のノンフィク

「母親になった猫と子猫になりたいフク

ロウ」 永原律子 小学館

「ソードアート・オンライン２１」

川原礫 KADOKAWA

・続きが入りました。

＊読んで見て楽しむ本。

「熱帯」 森見登美彦 文藝春秋

沈黙読書会で見かけた奇妙な本

「熱帯」。それは、どうしても

「読み終えられない本」だった－。

結末を求めて悶えるメンバーが集

結し、世紀の謎に挑む！

「わけあって絶滅しました」丸山貴史

ダイヤモンド社

＊図書館で借りている本は１月１８日（金）

までに、（返却予定日に関係なく）すべて返

却して下さい。

・どうしても借りたい人は、必ず図書館まで再度申し出
て下さい。

「黒板アート甲子園作品集

高校生たちの消えない想い」

日東書院

「３６５日日本一周絶景の旅」

「３６５日世界一周絶景の旅」

TABIPPO いろは出版

「不可能を可能にする大谷翔平

１２０の思考」大谷翔平 ぴあ

株式会社

不可能を可能にする大谷翔平の

「思考」は、私たちの日常にも

ヒントを与えてくれる。彼が発

した１２０の言葉を取り上げ、

それに解説を添えたメッセージ

「１０代に語る平成史」

後藤謙次 岩波ジュニア新書

平成はどんな時代だったのか。消

費税導入、沖縄の苦難、自然災害、

中国の台頭と日中関係…。激動の

３０年を、政治ジャーナリスト・

後藤謙次がテーマごとにわかりや

すく解説する。略年表も収録。



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

学び続ける理由　９９の金言と考えるベン
ガク論。

戸田／智弘∥〔著〕 ディスカ

ヴァー・トゥエ

ンティワン

002-T ５０　いまの経済をつくったモノ ティム・ハーフォード∥著

遠藤／真美∥訳
日本経済新
聞出版社

507-H

１日１ページ、読むだけで身につく世界の
教養３６５

デイヴィッド・Ｓ．キダー∥

著　ノア・Ｄ．オッペンハイ

ム∥著　小林／朋則∥訳

文響社 033-K このゴミは収集できません　ゴミ清掃員が見
たあり得ない光景

滝沢／秀一∥著 白夜書房 518-T

考えるとはどういうことか　０歳から１０
０歳までの哲学入門

梶谷／真司∥著 幻冬舎 104-K 暮らしのヒント集　５ 暮しの手帖
社

590-K-5

働き方の哲学　３６０度の視点で仕事を考
える

村山／昇∥〔著〕　若

田／紗希∥絵

ディスカ

ヴァー・トゥエ

ンティワン

159-M 統計学の図鑑 涌井／良幸∥著　涌井／貞

美∥著
技術評論社 417-W

１秒で「気がきく人」がうまくいく 松沢／万紀∥著 ダイヤモ
ンド社

159-M 黒板アート甲子園作品集　高校生たちの消えない
想い

日学株式会社∥総監修 日東書院本
社

720-N

弱さをさらけだす勇気 松岡／修造∥著 講談社 159-M おもしろい！スポーツの物理 望月／修∥著 講談社 780-M

西国三十三所　草創１３００年記念 西国三十三所札所会∥監修

京都新聞出版センター∥編
京都新聞
出版セン
ター

186-S 平昌冬季オリンピック報道写真集　Ｐｙｅｏ
ｎｇＣｈａｎｇ　２０１８

京都新聞出
版センター

780-P

進歩　人類の未来が明るい１０の理由 ヨハン・ノルベリ∥著　山形

／浩生∥訳
晶文社 209-N 不可能を可能にする大谷翔平１２０の思考 大谷／翔平∥著 ぴあ 783-O

１０代に語る平成史 後藤／謙次∥著 岩波書店 210-G 英語ＤＥ茶の湯　こんなとき、どうする？！ 保科／真智子∥著 淡交社 791-H

３６５日世界一周絶景の旅 ＴＡＢＩＰＰＯ∥編 いろは出
版

290-T すぐ使いこなせる知的な大人の語彙１０００ 斎藤／孝∥著 興陽館 810-S

京都ひろいよみ　創刊号ｖｏｌ．１（２０１７
年４～９月）　京都新聞ダイジェスト

京都新聞社∥編 京都新聞
出版セン
ター

291-K-

1(2017-

4)

僕は金になる 桂／望実∥著 祥伝社 913-K

京都ひろいよみ　ｖｏｌ．２（２０１７年１０
～２０１８年３月）　京都新聞ダイジェスト

京都新聞社∥編 京都新聞
出版セン
ター

291-K-

2(2017-

サヴァイヴ 近藤／史恵∥著 新潮社 913-K

３６５日日本一周絶景の旅 ＴＡＢＩＰＰＯ∥編 いろは出
版

291-T キアズマ 近藤／史恵∥著 新潮社 913-K

おカネの教室　僕らがおかしなクラブで学
んだ秘密

高井／浩章∥著 インプレ
ス

330-T ソードアート・オンライン　２１　ユナイタ
ル・リング　１

川原／礫∥〔著〕 ＫＡＤＯＫ
ＡＷＡ

913-K

共感スイッチ 浜崎／慎治∥著 中央公論
新社

361-H 熱帯 森見／登美彦∥著 文芸春秋 913-M

統計から読み解く４７都道府県ランキング 久保／哲朗∥著 日東書院
本社

361-K きみはなぜ生きているのか？ 中島／義道∥作 偕成社 913-N

働く理由　９９の名言に学ぶシゴト論。 戸田／智弘∥〔著〕 ディスカ

ヴァー・トゥエ

ンティワン

366-T

働く理由　続　９９の至言に学ぶジンセイ
論。

戸田／智弘∥〔著〕 ディスカ

ヴァー・トゥエ

ンティワン

366-T-2

いきなりサイエンス　日常のその疑問、科
学が「すぐに」解決します

ミッチェル・モフィット∥著

グレッグ・ブラウン∥著　西

山／志緒∥訳

文響社 491-M

人体～神秘の巨大ネットワーク～　全４巻 ＮＨＫスペシャル
「人体」取材班∥編

東京書籍 491-N

人とどうぶつの血液型 近江／俊徳∥編著 緑書房 491-O

おとなの楽習シリーズ 現代用語の基礎知識・編

数学・日本史・英語・世界史・物理・数学・科学・地

理・国語・文学史・生物・家庭科・体育・世界の名作・

公民・日本の名作・天文・音楽・現代史・気象・古典・

保健体育・経済学・漢字・敬語・四字熟語・哲学

以上 全２７の分野にわたって簡単に楽しく説明しています。




