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スクーリングが始まり、学校生活のペースがつかめてきたでしょうか？
新しく修悠館生になったみなさんも、ここで紹介した本、見に来てくださいね。
図書館はだれでも、利用できます。お待ちしています！

コロナ感染防止のための図書館利用について
今図書館は、密にならないように一つの机を2人で使います。
込み合ったときは、譲り合って利用してください。
知らない人の隣に座るのは勇気がいるかもしれません。
譲り合ってお互いに気持ちよく使えるように
ご協力お願いします。
なお、ゲームはNG。（レポート、先にやりましょう。）

◇図書館の使い方

はじめの一歩②◇

～新しく修悠館に転入学した人、まだ図書館を使ったことがない人へ～
？何ができるの？
＊読みたい本を借りる・リクエストする・取り置きする。 ➡貸出・リクエスト・予約
＊レポートに使う資料を探す。けどよくわからない・自分ひとりでは探せない…
＊どうやって資料をレポートに活用するか悩んでいる…
＊読書って、なにを読めばいいのかなぁ…
➡検索・レファレンス・スクーリング&読書の支援。学校図書館の仕事です。
？こんなこと聞いて大丈夫？馬鹿にしない？
➡最初はだれでも初心者。わからないことは遠慮なく聞いてください。そのために学校司書がいます。
➡図書館は誰が何を借りているか等々利用者のプライバシーを守ります。安心して利用してください。

◇「カーリル」で修悠館高校図書館の蔵書検索ができるようになりました！◇
自分のスマホで図書館の本が検索できます。まだ見ていないひとはお試し下さい。
今、図書館ではカーリルQRコード付きのしおりを配布中。お持ちくださいね。
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考え方
心理学
地理

社会

進路

（2020/5下旬～7上旬）☆生徒リクエスト★おとなリクエスト

請求記号
書 名/著 者
002-ロ
FACTFULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正
しく見る習慣:ハンス・ロスリング他
140-タ
図解心理学用語大全 人物と用語でたどる心の学問☆
152-セ
恋をして生きてきたんだよな:青春bot
291-ミ
ニッポン47都道府県正直観光案内:宮田/珠己
302-フ
ワイルドサイドをほっつき歩け ハマータウンのおっさんたち:ブレイディみか
こ
313-ヌ
議会制民主主義の活かし方 未来を選ぶために:糠塚/康江
318-ハ
交渉力 結果が変わる伝え方・考え方:橋下/徹
338-コ
すみません、金利ってなんですか?:小林/義崇☆

小説・物語（書 名/著 者)
★市の舞踏：樹/紗夜乃 茶聖 Sen no
Rikyu：伊東/潤 ★渦 妹背山婦女庭訓魂
結び：大島/真寿美 さよなら願いごと：大崎
/梢 明け方の若者たち：カツセ/マサヒコ ぼく
たちの緑の星：小手鞠/るい ★言の葉は、残
りて：佐藤/雫 ないものねだりの君に光の花
束を：汐見 夏衛 約束の果て 黒と紫の
国：高丘/哲次 暗鬼夜行：月村/了衛 水
を縫う：寺地/はるな 合唱 岬洋介の帰還：
中山/七里 掟上今日子の設計図：西尾/維

あなたの不安を解消する方法がここに書いてあります。:吉田/尚記
障害のある子が将来にわたって受けられるサービスのすべて
「これから」の時代(とき)を生きる君たちへ イタリア・ミラノの校長先生
からのメッセージ:ドメニコ・スキラーチェ
C-389-カ 健康で文化的な最低限度の生活 9:柏木 ハルコ
366-イ
なぜ僕らは働くのか 君が幸せになるために考えてほしい大切なこと:池
上/彰 監修★
366-シ
進路決定 資格・職業・奨学金ガイド 2021年入試対策用
366-シ
女性の職業のすべて 2021年版
376-オ
大学図鑑! 2021 有名大学83校のすべてがわかる!☆

新 あしたの華姫：畠中/恵 ☆転生したらス
ライムだった件 15・16：伏瀬 縄紋：真梨/
幸子 ★きたきた捕物帖：宮部/みゆき 約束
の小説：森谷/祐二

361-ヨ
369-ワ
370-ス

学コレ 大学学部案内学部コレクト
高卒程度認定試験3年過去問 2020年度用3
大学入試 推薦＆総合型 合格対策ガイド2021
大学探しランキングブック 2020
大学案内障害者版2020 きっと見つかる!あなたにぴったりの大学
世界でいちばん美しい夜空と星たちの物語
ウルド昆虫記バッタを倒しにアフリカへ:前野ウルド浩太郎
空気を読む脳:中野/信子
感染症対人類の世界史:池上/彰・増田/ユリヤ
繊細すぎてしんどいあなたへ HSP相談室：串崎/真志
全身の不調が消えるすごい座りトレ 全身の血流を改善し、体のゆが
み・痛み・しびれをリセットできる!：本多/奈美
519-ホ
海洋プラスチック 永遠のごみの行方：保坂/直紀
590-ワ
さらに、やめてみた。 自分のままで生きられるようになる、暮らし方・考
え方：わたなべ/ぽん
594-ハ
HAND MADE MASK 簡単手作りマスクBOOK
674-イ
っぽくなるデザイン 誰でもできるかっこいいレイアウト集
685-ユ
リアル宅配便日記 …毎日こんなことが起こってます!!：ゆきた/こーす
け
708-ミ
みんなのアマビエ
725-ロ
手と足を描く 姿勢や視点で大きく違う手足のフォルムを自在に描く：
ミシェル・ローリセラ☆
E-726-シ おんなじだあれ?：しもかわら/ゆみ
767-イ
使ってはいけない言葉：忌野/清志郎
798-ゴ
5分間リアル脱出ゲーム人生 10本の謎解きで道を切り開け!

376-カ
376-コ
376-ダ
376-タ
378-ダ
自然科 443-セ
486-マ
学
491-ナ
493-イ
健康 498-ク
498-ホ
環境
生活

商業

美術
絵本
音楽
遊び
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短歌 911.16-ユ たんぽるぽる：雪舟/えま
中国文学 923
三体 2 黒暗森林 上下：劉/慈欣
★いい女、ふだんブッ散らかしており：阿川/佐和子 ☆未来を決め
エッセイ 914.6
るのは私だから王子様も魔法もいらない：とどろん だって買っちゃっ
た マンガ家の尽きない物欲：吉田/戦車
C-コ
鬼滅の刃 1～21 ：吾峠/呼世晴
C-ス
七つの大罪 40 41［完］：鈴木/央
コミック
C-ナ
聖☆おにいさん 18：中村 光
C-ハ
キングダム 58：原/泰久

文庫 B 913.6

☆彼女が好きなものはホモであって僕ではな
い：浅原/ナオト ★これは経費で落ちません!
7 経理部の森若さん：青木/祐子 泣きたい
私は猫をかぶる：岩佐/まもる 四月になれば
彼女は：川村/元気 世界から猫が消えたな
ら：川村/元気 ナースコール!1～2 蓮田市リ
ハビリテーション病院：川上/途行 ☆ようこそ
実力至上主義の教室へ 2年生編2：衣笠/
彰梧 Missing 神隠しの物語：甲田/学人
余命10年：小坂/流加 さよなら世界の終わ
り：佐野/徹夜 魔法科高校の劣等生 31
未来編：佐島/勤 ちょっと一杯のはずだった
のに：志駕/晃 ☆青くて痛くて脆い：住野/よ
る ケーキ王子の名推理(スペシャリテ)5：七
月 隆文 ★横浜大戦争：蜂須賀/敬明 俺
の妹がこんなに可愛いわけがない 14 伏見/
つかさ あやかし草紙 5 三島屋変調百物語
五之続：宮部 みゆき 京都寺町三条のホー
ムズ 11～14：望月/麻衣

今回のオススメ本
『なぜ僕らは働くのか 君が幸せになるた
めに考えてほしい大切なこと』
働くことについて考えこんだり、ためらう気持ち
がある人に手に取ってほしい本。
『ウルド昆虫記 バッタを倒しにアフリカ
へ』
前野ウルド浩太郎
いま世界中でバッタの被害が伝えられている。に
もかかわらずバッタを恐れず、バッタに心血を注
ぎ、ひたむきに向かってゆくのはなぜか？ 砂混
じりの爽快感を味わえます。
児童書版になって総ルビ
総カラーの贅沢な一冊。

