
＊注意＊

このサイトは北星高校の生徒のものですので、他の人にURLやパスワードを教え

たり、リンクをはったりしないで下さい。

＊スマホ・PC・タブレットからいつで

も本の検索が出来ます。

＊本の内容や表紙を見ることが出来

ます。

＊図書館の新着図書などが見ること

が出来ます。

＊予約することもできますが、予約通

知は従来通り担任の先生から知らせ

ます。
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朝夕は寒くなり、秋が深まってきました。みなさん、 試験お疲れ様でした。１０月２７日から１１月９日

までは読書週間です。図書館では、「湖北地区１０校高校生おすすめ本」のコーナーを作り、付録抽選

会を開催したいと思います。期間中２冊以上借りた人には、くじを引いて雑誌の付録などのプレゼントを

用意してお待ちしています。読書の秋も楽しんで下さいね。

「四畳半タイムマシンブルース」上田誠/原

案 森見登美彦 角川書店

気ままな連中が“昨日”を改変。世界の存続

と、恋の行方は!? 森見登美彦「四畳半神話大

系」と上田誠「サマータイムマシン・ブルー

ス」のコラボレーション作品。

「半沢直樹 アルルカンと道化師」

池井戸潤 講談社

「楽園の鳥」「玉依姫」

阿部智里 文藝春秋

「水を縫う」

寺地はるな 集英社

男なのに刺繡が好きな弟。女なのにかわいい

ものが苦手な姉。愛情豊かな親になれなかっ

た母…。世の中の普通や当たり前を問い直す、

6人の家族の物語。

「地政学」

奥山真司 新星出版社

地政学を知ると、世界の姿が見えてくる。

地政学で考える日本、アメリカ、ロシア、

中国、アジア、中東、ヨーロッパの特徴を、

オールカラーのイラストでわかりやすく解

説。地政学の基本的な概念も紹介する。

「鬼滅の刃 ２２」

吾峠呼世晴 集英社

「銀の匙 １５」荒川弘 小学館

「鬼滅の刃 ３ 風の道しるべ」

吾峠呼世晴 矢島綾 集英社

続きが入りました！

新しく入った本の中から

「小説 ちはやふる」上の句・下の句・結び

有沢ゆう希・著 末次由紀・原作

講談社文庫

コミックや映画でも有名ですが、

あらためて活字で読んでみては・・。

「白鳥になった王子」

切り絵・作 早川鉄兵

能美舎

米原市在

住の切り

絵作家。

正式名称：ライブファインダークラウド「おうちライブラリー」

この検索システムは、北星高校図書館管理システム「LibMax」を開発され

たソフテック社が2021年6月まで無償提供して下さるサービスです。

本校図書館の蔵書が、スマホ・タブレット・PC

から検索出来るようになりました！

配布したQRコードもしくはURLから蔵書検索

ログイン画面に入り、パスワードを入力して

下さい。



新着図書の中から

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

これでいいのか滋賀　密かに注目される滋賀ついに

ブレイク!?

鈴木ユータ 編　フ

クシマヒロシ 著

マイクロマガジ

ン社
092-ｽ 大迫傑 走って、悩んで、見つけたこと。 大迫/傑‖著 文藝春秋 782-ｵ

琵琶湖のまわりの昆虫　地域の人びとと探る 八尋/克郎‖著 サンライズ出版 094-ﾔ 金田一先生のことば学入門 金田一/秀穂‖著 中央公論新社 804-ｷ

琵琶湖の漁業いま・むかし 山根/猛‖著 サンライズ出版 096-ﾔ 朝日キーワード　2021 朝日新聞出版‖編 朝日新聞出版 813-ｱ

AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争 庭田/杏珠‖[編]著

渡邉/英徳‖[編]著

光文社 210-ﾆ <図解>まるわかり時事用語　2020→2021年版　世界と日本の最新

ニュースが一目でわかる!　絶対押えておきたい、最重要時事を完

全図解!

ニュース・リテラシー研究

所‖編著
新星出版社 814-ﾆ

ドタバタ関ケ原 長谷川/ヨシテル‖

著

柏書房 281-ﾊ 桜のような僕の恋人 宇山/佳佑‖著 集英社 913-ｳ

キャッシュレス生活、1年やってみた　結局、どうす

るのが一番いいんですか?

美崎/栄一郎‖著 祥伝社 338-ﾐ 本好きの下剋上　第１部　司書になるためには手段を選んで

いられません　兵士の娘　Ⅲ

香月美夜 著 TOブックス 913-ｶ

10代と語る英語教育　民間試験導入延期までの道の

り

鳥飼/玖美子‖著 筑摩書房 375-ﾄ 君の思い出が消えたとしても 才羽/楽‖著 宝島社 913-ｻ

海 加古/里子‖ぶん・

え

福音館書店 452-ｶ 短編工場 集英社文庫編集部‖編　浅田/次郎

‖著　伊坂/幸太郎‖著　石田/衣良

‖著　荻原/浩‖著　奥田/英朗‖著

乙一‖著　熊谷/達也‖著　桜木/紫

乃‖著　桜庭/一樹‖著　道尾/秀介

‖著　宮部/みゆき‖著　村山/由佳

‖著

集英社 913-ｼ

恐竜時代 ロバート・サブダ‖さく　M.ラ

インハート‖さく　わく/はじめ

‖やく

大日本絵画 457-ｻ 小説 ちはやふる　上の句・下の句・結び 末次/由紀‖原作　有

沢/ゆう希‖著

講談社 913-ｽ

アリ語で寝言を言いました 村上/貴弘‖著 扶桑社 486-ﾑ 山月記 中島/敦‖著　ねこ助‖絵 立東舎 913-ﾅ

学生・新人看護師の目の色が変わるアイスブレイク30 内藤/知佐子‖著　宮下

/ルリ子‖著　三科/志

穂‖著

医学書院 492-ﾅ 人面瘡探偵 中山/七里‖著 小学館 913-ﾅ

未来をつくる道具わたしたちのSDGs 川廷/昌弘‖著 ナツメ社 519-ｶ マカン・マラン　二十三時の夜食カフェ 古内/一絵‖著 中央公論新社 913-ﾌ

プラスチックの現実と未来へのアイデア　みんなで

考えたい　未来のために、今から出来るアイデアの

数々

高田/秀重‖監修 東京書籍 519-ﾀ 怪談びたり 深津/さくら‖著 二見書房 913-ﾌ

世界一ズボラなBOXパン!　ぐるぐる混ぜて、少し置

いたら、3分チン

斎藤/ゆかり‖著 ワニブックス 596-ｻ 当確師 真山/仁‖著 中央公論新社 913-ﾏ

はじめての生米パン　生のお米をパンに変える魔法のレシ

ピ　小麦粉・卵・乳製品不使用
リト史織‖著 光文社 596-ﾘ 爆撃聖徳太子 町井/登志夫‖著 PHP研究所 913-ﾏ

絵本のようにめくる世界遺産の物語 村山/秀太郎‖監修

本田/陽子‖監修

昭文社 709-ﾑ ほんとうのリーダーのみつけかた 梨木/香歩‖著 岩波書店 914-ﾅ

消えていく家族の顔　現役ヘルパーが描く認知症患

者の生活

吉田/美紀子‖著 竹書房 726-ﾖ 欲が出ました ヨシタケ/シンスケ‖

著

新潮社 914-ﾖ

はたらく細菌　01~07 吉田/はるゆき‖漫画

清水/茜‖監修　飯塚/

あい‖医療監修

講談社 726-ﾖ ぼけますから、よろしくお願いします。 信友/直子‖著 新潮社 916-ﾉ

ABC3D　ポップアップ見本帖 マリオン・バタイ

ユ‖作

大日本絵画 727-ﾊ 不思議の国のアリス ルイス・キャロル‖原作

ロバート・サブダ‖さく

わく/はじめ‖やく

大日本絵画 933-ｷ

世界を歩く、手工芸の旅 青幻舎編集部‖編 青幻舎 750-ｾ 1ドルの価値/賢者の贈り物　他21編 O.ヘンリー‖著　芹澤/

恵‖訳

光文社 933-ﾍ

世界を彩る色と文化　めくって旅する新しいデザイ

ンの本

桜井/輝子‖著 SBクリエイティ

ブ
757-ｻ 人間の絆　上･中･下 モーム‖作　行方/昭

夫‖訳

岩波書店 933-ﾓ
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