
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―図書委員会校外研修を実施しましたー 
 

８月４日（水）に、１・２年生の校外研修として、 
滋賀県立図書館を訪問しました。 
職員の方に県立図書館の役割や収集資料について 
の説明をしていただいた後、普段は 
入れない書庫の中など、館内を案内 
していただきました。 
 
研修の詳しい内容は、図書委員会が 

発行するたよりに掲載予定です。 

やまつつじ 
蔵書検索サイトのURLは、配布版の図書館だよりをご覧ください。 

2021 年 9 月 1 日 石山高校図書館発行  

        250 号【配布版】 

8/20 までに借りた本の返却期限は、
9/3(金)までです。 

必ず期限までに返却しましょう！ 

現在、利用できる閲覧席の数を制限しています。 

緊急事態宣言期間中、利用できる閲覧席数を制限しています。 
利用禁止の貼り紙がある座席は使用しないでください。 

また、入館と退館の際は、必ず手指消毒をするようにしてください。 

ご協力よろしくお願いします。 

～新着図書より～ 
『３１ｃｍ』  Japan Hair Donation & Charity 
寄附された髪の毛から作ったウィッグを、何らかの事情で髪に悩みを持つ
子どもたちに無償で提供する活動「ヘアドネーション」。ヘアドネーション

に関わる 16 名のインタビューを個性豊かなビジュアルとともに紹介する。 

『硝子の塔の殺人』  知念実希人 
雪深き森で、燦然と輝く硝子の塔。ミステリを愛する大富豪の呼びかけ
で、一癖も二癖もあるゲストたちが招かれた。この館で次々と惨劇が起こ

る。謎を追うのは名探偵と医師―。 

『建築家になりたい君へ』  隈研吾 
建築物は大きいけれど、その仕事は小さなことの積み重ねでできている
―。10 歳で建築家を志し、2020 年東京オリンピック会場を手がけた建築

家が綴る 10 代へのメッセージ。 

『ミステリ仕掛けの英単語』  桃戸 ハル原案 
ミステリ調の英文と単語帳が 1 つになった英語学習本。謎を追うか
らスラスラ読めて、推理するから単語が定着する。「5 分後に意外な

結末」シリーズからショートショート全 44 話を英訳。 

『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』  クルベウ 
肩の力を抜けば、幸せな毎日がやってくる-。韓国の人気作家による、
人間関係、仕事、恋愛などをテーマにした、不器用な生き方を応援す
る 32 の心温まるエピソードを収録。 

『天使と悪魔のシネマ』  小野寺史宣 
結婚を控えた地下鉄の運転士、酔って駅のホームに立つ DV 男…。
運命の現場にやってくるのは天使か、悪魔か? 容赦ない運命とぬく

もりが同居する物語。 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

～新着図書リスト～ 
夏休み中にたくさんの本が 
入っています。 

どんどん利用してくださいね。 
☆…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 

ジャンル 書名 著者名 請求記号

イラストで読むＡＩ入門 森川　幸人 007-ﾓ

はじめてのＡＩ 土屋　誠司 007-ﾂ

人生を変える読書 美達　大和 019-ﾐ

新聞力 齋藤　孝 070-ｻ

勉強する気はなぜ起こらないのか 外山　美樹 141-ﾄ

相手の身になる練習 鎌田　實 159-ｶ

☆ １％の努力 ひろゆき 159-ﾆ

宗教 ☆ 仏像とお寺の解剖図鑑 スタジオワーク 186-ｽ

地図でスッと頭に入る世界史 祝田　秀全 209-ｲ

室町は今日もハードボイルド 清水　克行 210-ｼ

地図でスッと頭に入る日本史 山本　博文 210-ﾔ

これならわかる韓国・朝鮮の歴史
Ｑ＆Ａ

三橋　広夫 221-ﾐ

都市は文化(アート)でよみがえる 大林　剛郎 318-ｵ

地方を生きる 小松　理虔 318-ｺ

法律 武器になる「法学」講座 木山　泰嗣 321-ｷ

マンガでわかる高校生からのお
金の教科書

小柳　順治他 330-ｺ

お金ってなんだろう？ 長岡　慎介 330-ﾅ

値段がわかれば社会がわかる 徳田　賢二 331-ﾄ

ＳＤＧｓのきほん　１～18　未来のた
めの１７の目標

稲葉　茂勝他 333-ｴ

世界でいちばん素敵なＳＤＧｓの
教室

小林　亮 333-ｺ

まとまらない言葉を生きる 荒井　裕樹 361-ｱ

やさしい異文化理解 加藤　優子 361-ｶ

「ハーフ」ってなんだろう？
下地　ローレン
ス吉孝

361-ｼ

＃若者の本音図鑑 椎名　雄一 361-ｼ

共感という病 永井　陽右 361-ﾅ

親の期待に応えなくていい 鴻上　尚史 367-ｺ

マンガでわかるＬＧＢＴＱ＋ パレットーク 367-ﾊ

経済

社会

情報

読書
新聞

心理学

歴史

政治

ジャンル 書名 著者名 請求記号

「子ども」が「人」に育つには 東浦　一裕 370-ﾋ

生きづらさの生き方ガイド 大橋　史信他 371-ｵ

１０代の時のつらい経験、私たち
はこう乗り越えました

しろやぎ　秋吾 371-ｼ

いまさら聞けない！日本の教育制度 樋口　修資他 372-ﾋ

問う方法・考える方法 河野　哲也 375-ｺ

アップデートしつづける勉強法で
東大へ行け!

三田紀房他 376-ｱ

さよなら「正解主義」 船橋　伸一他 376-ﾌ

東大×ＳＤＧｓ
東京大学未来
社会協創推進
本部

377-ﾄ

銀河の片隅で科学夜話 全　卓樹 404-ｾ

なぜ私たちは理系を選んだのか 桝　太一 407-ﾏ

絵と図でわかるデータサイエンス 上藤　一郎 417-ｳ

問題解決ができる！武器としての
データ活用術

柏木　吉基 417-ｶ

トコトンやさしい天文学の本 山口　弘悦他 440-ﾔ

地球温暖化を解決したい 小西　雅子 451-ｺ

１０代のためのもしかして摂食障
害？と思ったときに読む本

おちゃずけ 他 493-ｵ

花粉症と人類 小塩　海平 493-ｺ

依存症がわかる本 松本　俊彦 493-ﾏ

世界でいちばん素敵な栄養素の
教室

飯田　薫子 498-ｲ

食と栄養 498-ｼ

病院というヘンテコな場所が教え
てくれたコト。1･2

仲本　りさ 498-ﾅ

いま地域医療で何が起きている
のか

横山　壽一他 498-ﾖ

クスリとリスクと薬剤師 油沼ほか 499-ｱ

機械・電気の資格と仕事 梅方　久仁子 530-ｳ

１冊ですべて身につくＨＴＭＬ＆Ｃ
ＳＳとＷｅｂデザイン入門講座

Ｍａｎａ 547-ﾏ

ネット・スマホ攻略術 山崎聡一郎他 547-ﾔ

揚げて炙ってわかるコンピュータ
のしくみ

秋田　純一 548-ｱ

家政学 お金の基本ゆる図鑑
平野　敦士
カール

591-ﾋ

猫にいいこと大全 茂木　千恵他 645-ﾓ

サブスクリプション 小宮　紳一 675-ｺ

１４歳からのマーケティング 中野　明 675-ﾅ

観光再生 村山　慶輔 689-ﾑ

芸術文化と地域づくり 古賀　弥生 709-ｺ

バンクシーとは誰か？ 723-ﾊ

リアルクローズイラストレーション
パイインターナ
ショナル

726-ﾊ

科学

医学

経済

芸術

教育

技術
・

工学

ジャンル 書名 著者名 請求記号

呪術廻戦　０ 芥見 下々 726-ｱ

続 呪術廻戦　16 芥見 下々 726-ｱ

続 Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ　２２
稲垣　理一郎
他

726-ｲ

続 ちはやふる　４７ 末次　由紀 726-ｽ

続 キングダム　６２ 原　泰久 726-ﾊ

☆ ハニーレモンソーダ　１～16 村田　真優 726-ﾑ

いちばん親切な音楽記号用語事典 轟　千尋 761.2-ﾄ

１４歳からの新しい音楽入門 久保田　慶一 761-ｸ

園芸 日本の道化師 大島　幹雄 779-ｵ

マンガで学ぶスポーツ倫理 林　芳紀他 780-ﾊ

グローバル・アスレティックトレーナー
がつくるスポーツの未来のかたち

立命館大学スポーツ
健康科学部ＧＡＴプロ
グラム

780-ﾘ

☆ 走らんか！ 井手口　孝 783.1-ｲ

☆ バスケットボールの新しい教科書 磯ケ谷　光明 783.1-ｲ

ポジティブことば選び辞典 814-ﾎ

一度読んだら絶対に忘れない英
文法の教科書

牧野　智一 835-ﾏ

続 ｉｎｖｅｒｔ　城塚翡翠倒叙集 相沢　沙呼 913.6-ｱ

☆ わたしの幸せな結婚　１～５ 顎木　あくみ 913.6-ｱ

☆ 変な家 雨穴 913.6-ｳ

☆ 母影 尾崎世界観 913.6-ｵ

☆ 珈琲店タレーランの事件簿　５～６ 岡崎　琢磨 913.6-ｵ

☆ あの夏が飽和する。 カンザキイオリ 913.6-ｶ

夜行秘密
カツセマサヒ
コ

913.6-ｶ

☆
ソードアート・オンラインプログレッ
シブ　１～８

川原　礫 913.6-ｶ

〇 准教授・高槻彰良の推察　1～6 澤村　御影 913.6-ｻ

星のように離れて雨のように散った 島本　理生 913.6-ｼ

パンダより恋が苦手な私たち 瀬那　和章 913.6-ｾ

☆ 正しい女たち 千早　茜 913.6-ﾁ

☆ 架空の犬と嘘をつく猫 寺地　はるな 913.6-ﾃ

探偵はもう、死んでいる。　１～５ 二語十 913.6-ﾆ

リボルバー 原田　マハ 913.6-ﾊ

もういちど 畠中　恵 913.6-ﾊ

☆ 本心 平野啓一郎 913.6-ﾋ

☆ ジュリーの世界 増山　実 913.6-ﾏ

５分後に意外な結末ベスト・セレク
ション　心震える赤の巻

桃戸　ハル 913.6-ﾓ

罪の因果性 横関　大 913.6-ﾖ

続 アーサー王の世界　２～６ 斉藤　洋 933-ｻ-2

〇 アーヤと魔女
ダイアナ・ウィ
ン・ジョーンズ
他

933-ｼ

マンガ

音楽

スポーツ

語学

小説


