
　

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．9 2020 １月号新学期が始まりました。冬休み中にも、新しい本が入ってきています

ので、一度図書館にも足を運んで下さい。部屋を暖かくして、お待ちし

ています。

「勿忘草の咲く町で」

夏川草介 角川書店
命の尊厳とは何か? 高齢の患者が多い地方の小

規模病院で、答えのない問いに必死で向き合う

若き研修医と看護師の奮闘を描いた連作短編集

「デフ・ヴォイス」

丸山正樹 文春文庫
結婚に失敗し、職場でも挫折した荒井は、

生活の為に手話通訳士となった。ある日、

荒井は刑事事件に問われたろう者の法廷通

訳を引き受け、そこで運命の女性・手塚瑠

美に出会うが…。

「プラスチック・フリー生活」

シャンタル・プラモンドン

ジェイ・シンハ 服部雄一郎訳

NHK出版
使い続けても本当に安全? 15種類のプラスチックを

添加されている化学物質と共に徹底解説し、プラス

チックの日用品を8割近く減らす簡単な行動や様々

な代替品について紹介する。<プラスチック・フリー

生活>の入門ガイド。

「21.5世紀僕たちはどう生きるか？」

高島雄哉 講談社
2049年、21.5世紀の世界は、AIとBIに支え

られた、労働から解放された万人不老不死社会

に!? 医療、旅行、食品、金融、住宅など各分

野が具体的にどう変わっていくのか、様々な取

材に基づいてSF的に解説する。

全日制3年生の皆さんへ
自宅学習期間に入る前に

借りている本の返却
をお願いします。

＊引き続き本を借りたい場合は、

図書館に申し出て下さい。

「後宮の烏」1～3巻

白川紺子 集英社オレンジ文庫
妃でありながら夜伽をすることのない、「烏妃」と呼ばれる特別な妃。不思議な術を使い、

呪殺から失せ物さがしまで、何でも引き受けてくれるという。しかし、その正体が暴かれ

るとき、歴史をも覆す「禁忌」に触れることに…。

「就職先はネジ屋です。」

上野歩 小学館文庫
第一志望の商社に落ち、母親が社長を務め

るミツワネジに入社したユウ。営業に配属

された彼女は、消波ブロックの製作現場を

見て、新しいボルトのアイディアを思いつ

き…。新入女子社員のモノづくり小説。

メディアで話題の小説版！

「これは経費で落ちません！」 青木祐子 集英社文庫

「小説 アナと雪の女王」 越前俊弥 角川文庫

「テクノロジー見るだけノート」宝島社

「お金のしくみ見るだけノート」宝島社



新しく入った本の中から
書　名 著　者 出版者 請求記号 書　名 著　者 出版者 請求記号

人生にゆとりを生み出す知の整理術 pha‖著 大和書房 002-F 富士山噴火と南海トラフ　海が揺さぶ
る陸のマグマ

鎌田/浩毅‖著 講談社 453-K

学びの技　14歳からの探究・論文・プレ
ゼンテーション

後藤/芳文‖著　伊藤/史織‖著　登本/洋

子‖著
玉川大学出版

部
002-G 世界でいちばん素敵な進化の教室 長谷川/政美‖監修 三才ブックス 467-H

著作権法のしくみ　ネット時代の基礎知
識!

デイリー法学選書編修委員

会‖編

三省堂 021-S プラスチック・プラネット　今、プラスチックが地球をお

おっている　明日からプラスチックゴミをなくそう

ジョージア・アムソン=ブラッド

ショー‖作　大山/泉‖訳
評論社 519-A

東大王・伊沢拓司の最強クイズ100　思
考力、教養、雑学が一気に身につく!

伊沢/拓司‖著 KADOKAWA 031-I 世界は自分一人から変えられる　貧困と環境

破壊をビジネスで解決した男の物語
阪口/竜也‖著 大和書房 519-S

マンガで訪ねる近江の能 滋賀能楽文化を育てる会 滋賀能楽文化

を育てる会
097-S ロケットの科学　創成期の仕組みから

最新の民間技術まで、宇宙と人類の60

年史

谷合/稔‖著 SBクリエイ

ティブ
538-T

死んだらどうなるのか?　死生観をめぐる
6つの哲学

伊佐敷/隆弘‖著 亜紀書房 114-I おうちでお菓子　クッキーからフラワーケー

キまで
佐藤/綾‖著 京都新聞出版セン

ター
596-S

ぐるぐる考えてしまう心のクセのなおし
方

清水/栄司‖著 大和書房 146-S 京都で育まれてきた日本の伝統と文化
の真髄　京都造形芸術大学「京都学」

大野木/啓人‖監修　宇野/佳男‖編　岡

村/暢一郎‖編　門川/大作‖[ほか述]

京都新聞出版セン

ター
702-O

君に会えてよかった 講談社‖編 講談社 159-K リアル　1～9 井上/雄彦‖著 集英社 726-I

元号読本　「大化」から「令和」まで全
248年号の読み物事典

所/功‖編著　久禮/旦雄‖編著　吉野/健

一‖編著
創元社 210-T 漫画家たちが描いた仕事-プロフェッショナ

ル-　[1]～［7］

中野/晴行‖監修　手塚/治虫

‖[ほか]著

金の星社 726-N

ニッポンを解剖する!北海道図鑑 JTBパブリッ

シング
291-N プロフェッショナル13人が語るわた

しの声優道

藤津/亮太‖インタビュー　井上/和彦‖

著　関/智一‖著　田中/真弓‖著　千葉/

繁‖著　速水/奨‖著　平田/広明‖著

宮本/充‖著

河出書房新社 772-F

図解はじめて学ぶみんなの政治 アレックス・フリス‖文　ケラン・ストーバー
‖イラスト　ヒューゴ・ドローション‖オリジ

ナル監修　　浜崎/絵梨‖訳　国分/良成‖

監修

晶文社 310-F 本にまつわる世界のことば 温/又柔‖著　斎藤/真理子‖著　中村/

菜穂‖著　藤野/可織‖著　宮下/遼‖著

長崎/訓子‖絵

創元社 804-O

地域おこし協力隊　10年の挑戦 椎川/忍‖編著　小田切/徳美‖編著　佐藤

/啓太郎‖編著　地域活性化センター‖編

著　移住・交流推進機構‖編著

農山漁村文化

協会
318-S 笑う回文教室　アタマを回してこと

ばであそぼう

せとちとせ‖著 創元社 807-S

中高の教科書でわかる経済学　ミク
ロ篇

菅原/晃‖著 河出書房新社 331-S ヤオと七つの時空(とき)の謎 芦辺/拓‖編著　獅子宮/敏彦‖著　山田/

彩人‖著　秋梨/惟喬‖著　高井/忍‖著

安萬/純一‖著　柄刀/一‖著

南雲堂 913-A

はじめて学ぶLGBT　基礎からトレンドま
で　スッキリわかる!

石田/仁‖著 ナツメ社 367-I これは経費で落ちません!　[1]　経
理部の森若さん

青木/祐子‖著 集英社 913-A-1

大人になる前に知る性のこと　他人を尊
重し、自分を大切にする

加納/尚美‖編著　鈴木/琴子‖

編著

ぺりかん社 367-K 鬼滅の刃　[1]　～　[2] 吾峠/呼世晴‖[原]著　矢島/綾‖[ノベラ

イズ]著
集英社 913-G

日本と世界のLGBTの現状と課題　SOGIと人

権を考える
LGBT法連合会‖編 かもがわ出版 367-S この川のむこうに君がいる 濱野/京子‖作 理論社 913-H

NHK学ぼうBOSAI命を守る防災の知恵 NHK「学ぼうBOSAI」制作

班‖編

金の星社 369-N マリアさま いしい/しんじ‖著 リトルモア 913-I

Q&Aでわかる子どものネット依存とゲー
ム障害

樋口/進‖著 少年写真新聞

社
374-H 人工知能 幸田/真音‖著 PHP研究所 913-K

探究に役立つ!学校司書と学ぶレポート・
論文作成ガイド

東京都立高等学校学校司書会ラーニン

グスキルガイドプロジェクトチーム‖編

著

ぺりかん社 375-T 海の見える丘　あなたの未来へ贈る
5つの物語

くすのき/しげのり‖作 星の環会 913-K

知らないと恥をかく最新科学の話 中村/幸司‖[著] KADOKAWA 404-N あ〜ちゃんの虹 林/ともこ‖著 文芸社 916-H
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