
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

やまつつじ 蔵書検索ページでは、蔵書検索ができるほか、 

新着図書や貸出ランキング等を見ることができます。 

詳細は配布版の図書館だよりをご覧ください。 2021 年 7 月 16 日石山高校図書館発行  
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石高図書館　 夏休み開館カレンダー

〇斜線は閉館日　 〇開館時間…8： 30～15： 00

夏休み前の長期貸出を実施中です。 
現在本を借りると、返却期限は 9/3(金)に 

延長されます。夏休みに読みたい本、 

たくさん借りてくださいね！ 

夏休み、図書館利用上の注意事項 
 

〇今年度より、長期休暇中に限り、部活着での利用を可とします。

館内を砂等で汚さないよう注意してご利用ください。 

〇お弁当など、外に置いておくと傷むおそれのあるものは、館内に

持ち込みを許可します。ただし、飲食禁止のルールは変わりませ

んので、飲食は図書館の外で行ってください。 

〇私物を置いたまま、長時間席を離れないでください。 

読書感想文・「しがはいすくーるおすすめ本 50 選」 

応募作品募集中！ 
 

☆夏休み、読書感想文を書いてみませんか？応募を考える人は、 

詳細をお伝えしますので、図書館カウンターにお尋ねください。 

課題図書も図書館で所蔵しています。 
 

☆他の高校生に読んでほしい本を 200 字以内で紹介する、 

「しがはいすくーるおすすめ本 50 選」を募集中です。 

詳細は教室掲示をご覧ください。応募用紙は図書館にあります。 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

文化祭 POP コンテスト 

結果発表！ 
 
 

たくさんの人に応募・投票いただき、 

ありがとうございました！ 

見事１位に輝いた 2 年生、S さんの POP を、 

配布版の「やまつつじ」で紹介しています。 

図書館前の掲示板に、1 位から 10 位の作品を 

展示中ですので、ぜひご覧ください！ 

『生理で知っておくべきこと』細川モモ 
生理痛と PMS は自分の力で改善できる。生理と PMS のビッグデータから、食生活 

やストレス、生活習慣などが生理痛と PMS にどんな影響を与えているのかを分析。 

生理を軽くする方法、女性の体の悩みの解決法を示す。 

『るるぶ宇宙』  林公代 監修 
国際宇宙ステーションを大特集。また、探査の最前線から未来の 

旅行プランまでを紹介し、JAXA 筑波宇宙センターなど日本の 

宇宙スポットを案内する。 

『死にたがりの君に贈る物語』 綾崎隼 
熱狂的なファンを持つ小説家・ミマサカリオリ。しかし、人気シリーズの完結目前、 

インターネット上で訃報が告げられた。やがて山中の廃校に集まった 7 人の男女が、

或る小説になぞらえて共同生活を送ることに…。 

『琥珀の夏』 辻村深月 
かつてカルト集団として批判された団体の敷地から子どもの白骨が発見された。 

弁護士の法子は、遺体は自分の知る少女ではないかと胸騒ぎを覚える。30 年前 

の記憶が蘇り、忘れて大人になった者と取り残された者はやがて法廷へ。 

～新しく入った本より～ 

ジャンル 書名 著者名

シンギュラリティ 神崎 洋治

ディープラーニング 谷田部 卓

滋賀 滋賀のトリセツ

本番であがらない最高の方法がある。 篠原 広美

音楽療法ものがたり 笠嶋 道子 他

きみがつくるきみがみつける社会のトリ
セツ

稲葉 麻由美
他

＋１ｃｍ　ＬＯＶＥ
キム ウンジュ
他

高校生しなくてもいいこと
渡辺 憲司
他

伝記 １３歳からのレイチェル・カーソン 上遠 恵子 他

経済
先生、お金持ちになるにはどうしたらい
いですか？

奥野 一成

国際学部 三井 綾子

経済学部 山下 久猛

アプリケーションエンジニアになるには 小杉 眞紀 他

社会福祉士・精神保健福祉士になるに
は

田中 英樹他

会社で働く 松井 大助

社会 多様な社会はなぜ難しいか 水無田 気流

未来の学校のつくりかた 税所 篤快

あたらしい高校生 山本 つぼみ

これからの新しい勉強法 吉川 厚

学校制服とは何か 小林 哲夫

☆ 科学的とはどういうことか 板倉 聖宣

ベイズ統計学 松原 望

☆
身のまわりのありとあらゆるものを化学
式で書いてみた

山口 悟

☆ 宮沢賢治の元素図鑑 桜井 弘

方向音痴って、なおるんですか？ 吉玉 サキ

気候崩壊　次世代とともに考える 宇佐美 誠

生物はなぜ死ぬのか 小林 武彦

医学 ケアとは何か　看護・福祉で大事なこと 村上 靖彦

家政学 なぜ妻は「手伝う」と怒るのか 佐光 紀子

料理 糖質オフの幸せスイーツ 安田 洋子

産業 森林で日本は蘇る 白井 裕子

情報

心理学

進路

教育

自然科学

ジャンル 書名 著者名

絵本 イーハトーボ　０１～０３ ｊｕｎａｉｄａほか

呪術廻戦　１～15 芥見 下々

ミステリと言う勿れ　６ 田村 由美

人間ベートーヴェン 石川 栄作

Ｋ－ＰＯＰはなぜ世界を熱くするのか 田中 絵里菜

宮崎駿とジブリ美術館 宮崎 駿　他

ジェンダーで見るヒットドラマ 治部 れんげ

スポーツ あの夏の正解 早見 和真

気持ちを表すことばの辞典 飯間 浩明 他

小論文これだけ！　経済・経営超基礎編 樋口 裕一

文学 うた ことばラボ 水野 良樹 他

☆ Ａｎｏｔｈｅｒ　２００１ 綾辻 行人

薔薇のなかの蛇 恩田 陸

つまらない住宅地のすべての家 津村 記久子

声の在りか 寺地 はるな

続 掟上今日子の鑑札票 西尾 維新

旅する練習 乗代 雄介

黒牢城 米澤 穂信

猫のお告げは樹の下で 青山 美智子

この恋は世界でいちばん美しい雨 宇山 佳佑

続 創約とある魔術の禁書目録　４ 鎌池 和馬

続
終末なにしてますか？もう一度だけ、会
えますか？ ＃10

枯野 瑛

今読みたい太宰治私小説集 太宰 治

心が折れた夜のプレイリスト 竹宮 ゆゆこ

神様の罠 辻村 深月 他

続 Ｒｅ：ゼロから始める異世界生活　２７ 長月 達平

続 モルグ街の美少年 西尾 維新

〇 竜とそばかすの姫 細田 守

余命３０００文字 村崎 羯諦

神保町・喫茶ソウセキ文豪カレーの謎
解きレシピ

柳瀬 みちる

〇 ひらいて 綿矢 りさ

☆ あらしの前／あらしのあと
ドラ・ド・ヨン
グ 他

音楽

映画

語学

小説

マンガ

新着図書リスト     ☆…リクエストで入った本 〇…映像化される本 

続…既に入っている本の続刊 


