
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

やまつつじ 2020 年 6 月 24 日発行  

234 号【HP 版】石山高校図書館

廃棄図書をお譲りします。 
〇6/29(月)～7/3(金)の期間、廃棄する予定の図書 

の譲渡を図書館で行います。 
 

＊感染症予防のため、持ち帰る図書を選ぶ前と選んだ後は必ず手

指の消毒を行ってください。 

『勉強が楽しくなっちゃう本』 QuizKnock 
 

勉強とは他人に強制されたり、誰かと比較しながらするものではありません。

自分がやりたいことを実現するための勉強について考えていきましょう。

『あの日の交換日記』 辻堂ゆめ 
 

交換日記、全部読みました。そして、思い出しました…。噓、殺人予告、そして

告白…。さまざまな立場のふたりが紡ぐ 7 篇の日記が謎を呼び、そしてある真

相へ繫がっていく…。 

『その悩み、僕らなら数学で解決できます』はなお＆でんがんと仲間たち 
 

「いつも遅刻してしまいます」「恋人が欲しいです」から「死んだらどうなるの」

といった悩みまで、難解な数式は用いずに数学的に話を展開。 

「数学×笑い」のエンタメ本。 

『社会を究める』 若新雄純／水無田 気流／小川 仁志 
 

未来をつくる世代への、新たな学びの提案書。3 人の先生たちを通じて、学問の

おもしろさや奥深さを体感できる。 

同シリーズの『生命を究める』『人間を究める』も購入しました。 

『逆ソクラテス』 伊坂幸太郎 
 

敵は、先入観。世界をひっくり返せ! デビュー20 年目の著者が描く少年たちの

物語。書き下ろし 3 編を含む短編全 5 編を収録。 

『ダーウィン『種の起源』を漫画で読む』チャールズ・ダーウィン 
 

1859 年に出版されたダーウィンの「種の起源」を、繊細で美しいタッチの漫

画で紹介。ダーウィン以後の進化生物学の発展についても描く。 

『アーモンド』 ソン・ウォンピョン 
 

アーモンド(扁桃体)が人より小さく、怒りや恐怖を感じることができないユン

ジェ。彼の前にもうひとりの“怪物”が現れて…。2 人の少年の成長物語。 

新 着 図 書 よ り 

☆期間：6/25(木)～7/9(木) 

☆１回の貸出でスタンプ１つ（1 日１回まで） 
 

☆スタンプを４つ貯めると雑誌の付録が 
もらえます。（何がもらえるか知りたい人は 

カウンターで聞いてください！） 
☆１人２回参加できます！ 

 

図書館では、学習書・小説・ライトノベル

等、さまざまなジャンルの本を取り揃えて

います。ぜひ参加してくださいね。 

3 年生図書委員が企画！ 

石高図書館スタンプラリー 

開催します！ 



 新着図書リスト 

蔵書検索はこちらから 
〇蔵書検索ページ URL 

http://www.lib-finder.net/finder35/ 
パスワードを忘れた場合は図書館で確認してください 

QR コードはこちら。 

ブックマークしてね！ 

↓新着図書は、蔵書検索システムからもチェックできます↓ 

ジャンル 書名 著者 出版者

人間を究める 松尾 豊 ほか ポプラ社

奇跡の論文図鑑　ありえないネタを、クリエイティブに！ ＮＨＫ「ろんぶ～ん」制作班 ＮＨＫ出版

情報 サイト別ネット中傷・炎上対応マニュアル 清水 陽平 弘文堂

読書 わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる Ｄａｉｎ 技術評論社

１０代から身につけたいギリギリな自分を助ける方法 井上 祐紀 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方　人生のモヤモヤか
ら解放される自己理解メソッド

八木 仁平 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

宗教 世界でいちばん素敵な聖書の教室 町田 俊之ほか 三才ブックス

★ サピエンス全史　上・下　文明の構造と人類の幸福 ユヴァル・ノア・ハラリほか 河出書房新社

世界でいちばん素敵な古代史の教室 瀧音 能之 三才ブックス

これならわかる沖縄の歴史Ｑ＆Ａ 楳澤 和夫 大月書店

２０３０年の世界地図帳　あたらしい経済とＳＤＧｓ、未来への展望 落合 陽一 ＳＢクリエイティブ

議会制民主主義の活かし方　未来を選ぶために 糠塚 康江 岩波書店

日本国勢図会　２０２０ ２１　日本がわかるデータブック 矢野恒太記念会 矢野恒太記念会

災害から命を守る「逃げ地図」づくり
逃げ地図づくりプロジェク
トチーム

ぎょうせい

「さみしさ」の力　孤独と自立の心理学 榎本 博明 筑摩書房

世界中の子どもの権利をまもる３０の方法 国際子ども権利センターほか 合同出版

中高生からのライフ＆セックスサバイバルガイド 松本 俊彦ほか 日本評論社

福祉業界で働く 戸田 恭子 ぺりかん社

検察官になるには 飯島 一孝 ぺりかん社

薬剤師になるには 井手口 直子 ぺりかん社

★ 東大の先生！文系の私に超わかりやすく数学を教えてください！ 西成 活裕 ほか かんき出版

★ 東大松丸式数字ナゾトキ　楽しみながら考える力がつく！ 松丸 亮吾 ワニブックス

生物 生命を究める 福岡 伸一  ほか ポプラ社

心を病んだらいけないの？　うつ病社会の処方箋 斎藤 環  ほか 新潮社

繊細すぎてしんどいあなたへ　ＨＳＰ相談室 串崎 真志 岩波書店

エネルギーと環境問題の疑問５５ 刑部 真弘 成山堂書店

脱！ＳＮＳのトラブル　ＬＩＮＥ　フェイスブック　ツイッターやって良い
こと悪いこと

佐藤 佳弘 武蔵野大学出版会

料理 カレンの台所 滝沢 カレン サンクチュアリ出版

広告
ずっと読みたい０才から１００才の広告コピー　生まれてから死
ぬまで大切なことが書いてあった

ＷＲＩＴＥＳ　ＰＵＢＬＩＳＨＩＮＧ ライツ社

続 キングダム　58 原 泰久 集英社

続 ちはやふる　４４ 末次 由紀 講談社

ネット絵史　インターネットはイラストの何を変えた？ 虎硬 ビー・エヌ・エヌ新社

美しい情景イラストレーション　魅力的な風景を描くクリエイター
ズファイル

パイインターナショナル
パイインターナショナ
ル

お絵描きチュートリアル　パーツがわかれば描ける！ パク リノほか マール社

心理学
・

人生訓

進路

数学

医学

歴史

社会

芸術

学問

工学
・

通信

マンガ

ジャンル 書名 著者 出版者

キャパとゲルダ　ふたりの戦場カメラマン マーク・アロンソンほか あすなろ書房

歌舞伎の１０１演目解剖図鑑 辻 和子 エクスナレッジ

愛すべき音大生の生態 辛酸 なめ子
ＰＨＰエディターズ・グ
ループ

ものがたり西洋音楽史 近藤 譲 岩波書店

ものがたり日本音楽史 徳丸 吉彦 岩波書店

スポーツ 今こそ「スポーツとは何か？」を考えてみよう！ 玉木 正之 春陽堂書店

語学 悩ましい国語辞典 神永 曉 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

春夏秋冬を楽しむ俳句歳時記 日下野 由季 成美堂出版

続 日本文学全集　０６　源氏物語　下 角田 光代 河出書房新社

戯曲 ニンゲン御破算 松尾 スズキ 白水社

発注いただきました！ 朝井 リョウ 集英社

★ 流人道中記　上 浅田 次郎 中央公論新社

続 この素晴らしい世界に祝福を！　１７　この冒険者たちに祝福を！ 暁 なつめ ＫＡＤＯＫＡＷＡ

銀色の国 逸木 裕 東京創元社

それ自体が奇跡 小野寺 史宜 講談社

続 創約とある魔術の禁書目録（インデックス） 鎌池 和馬 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

続 鴨川食堂もてなし 柏井 壽 小学館

続 ソードアート・オンライン　２４　ユナイタル・リング　３ 川原 礫 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

★ 膠着　スナマチ株式会社奮闘記 今野 敏 中央公論新社

さよなら世界の終わり 佐野 徹夜 新潮社

続 スマホを落としただけなのに　戦慄するメガロポリス 志駕 晃 宝島社

★ 峠　上・中・下 司馬 遼太郎 新潮社

★ 逃亡者 中村 文則 幻冬舎

狼と羊皮紙　５　新説狼と香辛料 支倉 凍砂 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

クスノキの番人 東野 圭吾 実業之日本社

廉太郎ノオト 谷津 矢車 中央公論新社

惚れるマナー 大下 一真 ほか 中央公論新社

いのちの車窓から 星野 源 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

海外小説 フラミンゴボーイ マイケル・モーパーゴ 小学館

海外文学 コロナの時代の僕ら パオロ・ジョルダーノ 早川書房

★…リクエストで入った本　　〇…映像化された本・映像化予定の本　　続…既に入っている本の続刊

日本の
小説

エッセイ

日本文学

音楽

芸術


