神奈川県⽴⻄湘⾼等学校 図書館

新着図書案内＆お知らせ

2020年１⽉号

毎年ありがとうございます!!

冬休み中、本は読めましたか︖なんやかやと忙しくて
読めなかった⼈もいるのでは︖次に予約がなければ延
⻑できますので、お気軽にご来館ください♪
今年も⼩島クリニック様から⻄湘⾼⽣へ本をたくさん
ご寄贈いただきました(新着図書紹介の◎がついた本で
す)。皆様、⼤いに活⽤させていただきましょう︕

３年⽣の貸出は25(⾦)まで
例年、⾃由登校中は館外貸出を⾏いません。予約や督
促など連絡できないためですが、⼤学からの課題な
ど、進路で必要な場合はお気軽にご相談ください。

雑誌アンケート結果発表︕
先⽇はお忙しい中雑誌アンケートにご協⼒をありがと
うございました。結果⼀覧の掲⽰をお願いしましたの
でご覧ください。

いろいろプチリニューアル

New Arrivals!! 新着図書紹介
請求記号/書名/著者/出版社の順で並んでい
ます ★はﾘｸｴｽﾄ、☆◎は寄贈で⼊りました

総記(000〜099) General Works
007-ｺ/AIの時代と法/⼩塚荘⼀郎/岩波書店

哲学(100〜199) Philosophy
104-ﾔ/ 武器になる哲学/ ⼭⼝周/ KADOKAWA ←TVで話題 使える哲学とは
162-ﾃ/ 哲学と宗教全史/ 出⼝治明/ ﾀﾞｲﾔﾓﾝ
ﾄﾞ社 ←“知の巨⼈”が詳らかにする
★184-ｽ/ 怒らないこと/ ｱﾙﾎﾞﾑｯﾚ･ｽﾏﾅｻｰﾗ/ ｻﾝｶﾞ

歴史(200〜299) History
◎202-ﾐ/ 教養としてのﾐｲﾗ図鑑/ﾍﾞｽﾄｾﾗｰｽﾞ
◎204-ｻ/ 図説世界の陰謀･謀略論百科/ ﾃﾞ
ｳﾞｨｯﾄﾞ･ｻｳｽｳｪﾙ/ 原書房
◎209-ｼ/ 彩⾊写真で⾒る世界の歴史/ ﾀﾞ
ﾝ･ｼﾞｮｰﾝｽﾞ/ 原書房 ←美しい写真で歴史を
◎219-ﾖ/沖縄戦を知る事典/吉浜忍/吉川弘⽂館
◎222-ﾔ/ ⼋九六四 ｢天安⾨事件｣は再び起
きるか/ 安⽥峰俊/ KADOKAWA
★291-ｵ/ 沖縄ﾊﾟｰﾌｪｸﾄ本/ 昭⽂社
★291-ﾙ/ るるぶ沖縄 '21/ JTBﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
社会科学(300〜399) Social Sciences

新年を迎えて、展⽰や館内をちょこっと⼀新しまし
た。冷たかったベンチに座布団が⼊り、新年これか
ら頑張る⼈の⼒になりそうな本を展⽰しました。ご
利⽤をお待ちしています＾＾

◎302-ｲ/ 北朝鮮を知るための55章/ ⽯坂
浩⼀/ 明⽯書店
◎302-ﾋ/ 現代ﾌﾞｰﾀﾝを知るための60章/ 平
⼭修⼀/ 明⽯書店
(裏⾯に続く）

(裏⾯から続く）
★304-ｵ/ 2030年の世界地図帳/ 落合陽⼀/
SBｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ ←ＳＤＧｓと地政学
307-ｶ/ ⼤学⼊試ﾏﾝｶﾞで政治･経済が⾯⽩いほ
どわかる本/ 蔭⼭克秀/ KADOKAWA
311-ｶ/ ﾘﾍﾞﾗﾘｽﾞﾑの終わり/ 萱野稔⼈/ 幻冬舎
◎316-ﾌ/ ⼈権の世界地図/ 丸善出版
331-ｼ/ MMTとは何か/ 島倉原/ KADOKAWA
335-ｸ/ こんな会社で働きたい 神奈川編/ ｸﾛｽ
ﾒﾃﾞｨｱHR総合研究所/ ｸﾛｽﾒﾃﾞｨｱ･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｼﾝｸﾞ
◎367-ﾔ/ LGBTってなんだろう?/ 藥師実芳/
合同出版 ←改訂版
☆367-ﾔ/ ⼦どもの法律/ ⼭下敏雅/ ⾼⽂研
368-ｲ/ 本当の貧困の話をしよう/ ⽯井光太/
⽂藝春秋 ←誰もが無関係でない
★369-ﾃ/ 災害と防災 全5巻/ 帝国書院
☆370-ﾖ/ 論理的に考え､書く⼒/ 芳沢光雄/
光⽂社 ←校⻑先⽣オススメ
◎388-ﾌ/図説世界の神話伝説怪物百科/原書房
◎391-ｴ/ ⺠間⼈のための戦場⾏動ﾏﾆｭｱﾙ/ 誠
⽂堂新光社
自然科学(400〜499) Natural sciences

◎417-ﾜ/ 統計と地図の⾒⽅･使い⽅ / 渡辺美
智⼦/PHP研究所 ←⼩学⽣から⾝につける
◎442-ﾆ/全国公開天⽂台ｶﾞｲﾄﾞ/恒星社厚⽣閣
◎445-ﾐ/ ⽕星を知る!/ 三品隆司/ 岩崎書店
◎491-ﾅ/ 40℃超えの⽇本列島でﾋﾄは⽣きて
いけるのか/ 永島計/ 化学同⼈
493-ｶ/ ﾏﾝｶﾞでわかる認知症の⼈の⼼の中が
⾒える本/ 川畑智/ わかさ出版
493-ﾀ/HSP!⾃分のﾄﾘｾﾂ/⾼野優/1万年堂出版
☆493-ﾏ/ 発達障害に⽣まれて/ 松永正訓/ 中
央公論新社 ←｢健常者｣に近づくのが幸せ︖
◎498-ｳ/ ⾷⽣活ﾊﾟｰﾌｪｸﾄﾌﾞｯｸ/ 上⻄⼀弘/ 少
年写真新聞社 ←⾷べたもので体ができる

技術(500〜599) Technology
◎538-ﾊ/ ⽉へ / ﾛｯﾄﾞ･ﾊﾟｲﾙ/ 三省堂
◎548-ﾛ/ 未来を変えるﾛﾎﾞｯﾄ図鑑/ 創元社
572-ﾖ/ ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池が未来を拓く/ 吉野彰/
ｼｰｴﾑｼｰ出版 ←祝ノーベル化学賞受賞
596-ｴ/枝元なほみの今夜はおでん/技術評論社

産業(600〜699) Industry
611-ﾅ/ ﾌｰﾄﾞ･ﾏｲﾚｰｼﾞ/ 中⽥哲也/ ⽇本評論社
612-ｶ/ 農業新時代/ 川内ｲｵ/ ⽂藝春秋
☆675-ﾅ/ 100円のｺｰﾗを1000円で売る⽅法/
永井孝尚/中経出版←付加価値をつけるには
689-ﾏ/ ﾏｯﾌﾟで歩く東京ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾘｿﾞｰﾄ 2020/ 講談社

芸術(700〜799) The arts
★721-ｶ/ 北斎原⼨美術館/ ⼩学館
◎723-ｾ/ すぐわかるｷﾘｽﾄ教絵画の⾒かた/ 千

⾜伸⾏/ 東京美術
★726-ｲ/ 進撃の巨⼈ 30/ 諫⼭創/ 講談社
☆726-ｶ/ ｱﾄﾞ･ｱｽﾄﾗ 全13巻/ｶｶﾞﾉﾐﾊﾁ/集英
社←森⽥先⽣から寄贈 ありがとうございます︕
726-ｷ/ HERO ~4分間のﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ
before~/ ｷﾘｴ/ ⼩学館
◎726-ｸ/ ⼥⼦中･⾼⽣のｲﾗｽﾄﾌﾞｯｸ/ ｸﾏﾉｲ/
⽇貿出版社←絵師の皆さん!⼊りました!
★726-ｽ/ ちはやふる43/末次由紀/講談社
◎726-ﾐ/ 男⼦中･⾼⽣のｲﾗｽﾄﾌﾞｯｸ/ ﾐﾅｶﾞﾀｹ
ﾗｸ/ ⽇貿出版社
☆726-ﾔ/ 響 全13巻 ⼩説家になる⽅法/
柳本光晴/ ⼩学館 ←完結してから全読︕
727-ｱ/ 世界はﾃﾞｻﾞｲﾝでできている/ 秋⼭
具義/ 筑摩書房←意識すると世界が変わる
◎727-ｶ/⽇本の⽂様解剖図鑑/筧菜奈⼦/ｴｸｽﾅﾚｯｼﾞ
◎748-ｴ/ 暮らしてみたい世界のかわいい
街/ MdNｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ←⽇本にはない
◎777-ｾ/ﾏﾝｶﾞでわかる⽂楽/誠⽂堂新光社
☆778-ｷ/ ⼀切なりゆき 樹⽊希林のこと
ば/ ⽂藝春秋 ←2019ベストセラー
779-ｲ/ 僕の⼈⽣には事件が起きない/ 岩
井勇気/ 新潮社 ←⼈気芸⼈エッセイ
★780-ﾀ/ｽﾎﾟｰﾂとは何か/⽟⽊正之/講談社
★780-ﾓ/ ｽﾎﾟｰﾂﾋﾞｼﾞﾈｽ15兆円時代の到来/
森貴信/ 平凡社 ←ｱﾒﾘｶはすでに60兆円
798-ｵ/ eｽﾎﾟｰﾂの教科書/岡安学/ 秀和ｼｽﾃﾑ

言語(800〜899) Language
★◎837-ｵ/ Oxford Bookworms Library
Starter/ Oxford University Press(30冊)
★◎837-ｵ/ Oxford Bookworms Library
Stage 1/ Oxford University Press(39
冊) ←多読に最適 英語のシャワー︕

文学(900〜999) Literature
910-ﾏ/ 古典の裏/ 松村瞳/ 笠間書院
★913.4-ｲ/ 中世王朝物語全集 9 ⼩夜⾐/
市古貞次/ 笠間書院
☆913.6-ｱ/ ⽯の繭/ ⿇⾒和史/ 講談社
☆913.6-ｲ/ 探偵が早すぎる 上下/ 井上真
偽/ 講談社
★913.6-ｵ/ 珈琲店ﾀﾚｰﾗﾝの事件簿 6/ 岡崎
琢磨/ 宝島社 ←ﾗﾉﾍﾞはﾀｲﾄﾙが多いので
★913.6-ｶ/ ｿｰﾄﾞｱｰﾄ･ｵﾝﾗｲﾝ 22/ 川原礫/
KADOKAWA ←ﾘｸｴｽﾄで⼊ります
★913.6-ﾀ/ ﾃﾞｰﾄ･ｱ･ﾗｲﾌﾞ 20/ 橘公司/
KADOKAWA ←読みたい⽅はﾘｸｴｽﾄを♪
★913.6-ﾅ/ Re:ｾﾞﾛから始める異世界⽣活
21/ ⻑⽉達平/ KADOKAWA
★913.6-ﾋ/ 怖い本ﾍﾞｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ/ 平⼭夢明/
⾓川春樹事務所
☆913.6-ﾎ/ 背中の蜘蛛/誉⽥哲也/ 双葉社
★913.6-ﾖ/ ﾙﾊﾟﾝの帰還/ 横関⼤/ 講談社
933-ﾓ/⻘い眼がほしい/ﾄﾆ･ﾓﾘｽﾝ/早川書房

