横浜修悠館通信 第118号

神奈川県教育委員会認可通信教育(補助教材)

令和元年12月12日（木）

図書館通信 No.51
今年も残すところあと2週間あまり。
2019年は令和という新しい時代のスタートの年になりました。
皆さんの令和元年はどんな年でしたか?
修悠館高校図書館は、
どんな時でもあなたの来館をお待ちしています。

お知らせ㋑

雑誌付録、さしあげます。

今年度、図書館で購入した雑誌についてきたふろくを欲しい方にさしあげます。
①12/11（水）～1/12（日）の期間内に応募用紙に記入して司書に手渡して下さい。
申し込み控えをお渡しします。希望多数の場合は抽選して決定します。
②結果は1/19(日）に発表！当たった方は速やかに取りに来て下さい。
(申し込み控えをお忘れなく！）

お知らせ㋺

年末特別貸出実施中！

12/11(水）～2020年1/26（日）
貸出冊数は5冊まで！
予告！
第２弾は新春特別貸出。2020年

1/５(日）～２/26(水）貸出冊数5冊まで

第３弾は春の特別貸出。2020年

２/20(木）～５/17(日）貸出冊数5冊まで

この機会にたくさん本を読んで下さいね！

お知らせ㋩

図書館にある便利グッズのご紹介！

リーディングトラッカー
本や教科書を読んでいる時、

↓「どこを読んでるのかわからなくなる…」

→

拡大鏡
手持ちタイプの

ピントレス拡大鏡2ケ。

そんな人におすすめです。
真ん中の透明な部分で、行をマーク。

8色16本あります。

置いて使う
タイプ1台。

→
←折りたたみステップ
高いところの本を取る時に。
乗っても沈まないので安心して
使えます。(2段）

気になる方、ぜひお試しを！
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ジャンル

請求記号

140-キ
143-サ
心理学
146-マ

（2019/10月分）

書 名‖著 者

☆はリクエスト
ジャンル

高校生のためのアドラー心理学入門 岸見/一郎
子どもの心はどう育つのか‖佐々木/正美
「助けて」が言えない SOSを出さない人に支援者

令和元年12月12日（木）
★はおとなリクエスト

請求記号

156-サ
159-サ
159-サ

応援本
/齋藤/
はじめてのギリシア神話‖松村/一男☆
孝監修 159-サ
アレクサンダー大王 未完の世界帝国‖ピエー
☆ 183-サ
ル・ブリアン☆
ミイラ学 エジプトのミイラ職人の秘密‖タマラ・
311-サ
バウワー
義足と歩む ルワンダに生きる日本人義肢装具
281-ノ
人
士‖松島/恵利子
キミのお金はどこに消えるのか 令和サバイバ
291-バ
マップ
ル編‖井上/純一
SDGs 国連世界の未来を変えるための17の
370-オ
目標 2030年までのゴール‖日能研教務部☆
教育
は何ができるか‖松本/俊彦編

神話 164-マ
231-フ
世界史

242-ハ
316-マ
330-イ
333-ニ

社会

368-シ
369-イ
369-ク
369-コ
369-ワ

パラパ
ラ絵本

進路

ロボット

美容
家計
色鉛筆

写真
工作
芸能
スポーツ

物語

ルポ平成ネット犯罪‖渋井/哲也
376-ア
ソーシャルワーカー 「身近」を革命する人たち
491-オ
‖井手/英策ほか
クックパッド防災レシピBOOK 在宅避難で役
493-オ
立つ食まわりの知恵から日ごろの備えまで
健康医 493-オ
教師・親のための子ども相談機関利用ガイド
学
もうひとりで悩まないで!‖小林/正幸ほか編
看取り犬・文福の奇跡 心が温かくなる15の掌
493-オ
編‖若山/三千彦

465-ハ
パンに生えたカビ
491-コ
好中球の貪食
493-サ
細菌の増殖
366-ナ-88消防官になるには‖益田/美樹
366-ナ-153臨床工学技士になるには‖岩間/靖典
366-ケ
本業はオタクです。 シュミも楽しむあの
人の仕事術‖劇団雌猫
376-サ
栄養学部 ‖佐藤/成美
376-モ
外国語学部 ‖元木/裕
376-ゼ
全国大学受験年鑑 一般入試最終ガイド2020
538-イ
銀河帝国は必要か? ロボットと人類の未来‖
稲葉/振一郎
美容成分キャラ図鑑 知れば知るほどキレイに
576-コ
なれる!‖小西/さやか
マンガ老後の資金について調べたら伝えたく
591-ア
なったこと!‖あべ/かよこ
写真みたいな絵が描ける色鉛筆画‖三上/詩絵
725-ミ
740-ラ
エモくて映える写真を撮る方法‖Lovegraph
お菓子の箱だけで作る空箱工作‖はるきる
754-ハ
770-シ
ジャニーズは努力が9割‖霜田/明寛
新海誠の世界を旅する 光と色彩の魔術‖津
778-ツ
堅/信之
ストロング本能 人生を後悔しない「自分だけの
789-ア
ものさし」‖青木/真也★
913.6-ア どうしても生きてる‖朝井/リョウ
913.6-ア 森があふれる‖彩瀬/まる
913.6-イ 明日の僕に風が吹く‖乾/ルカ
913.6-オ ライオンのおやつ‖小川/糸
913.6-オ 祝祭と予感‖恩田/陸☆
913.6-オ 罪の轍‖奥田/英朗
913.6-カ 少女奇譚・少年奇譚‖川奈/まり子
913.6-タ 異世界薬局 1～7‖高山/理図☆
913.6-チ ムゲンのi 上下‖知念/実希人
913.6-ツ ツナグ 想い人の心得‖辻村/深月
913.6-ﾎ 背中の蜘蛛‖誉田/哲也
913.6-マ 人間‖又吉/直樹☆
913.6-ヨ Iの悲劇‖米澤/穂信

495-コ★
519-シ
環境 519-タ
519-フ
数学 410-ス
480-テ
動物
短編集 908-ブ

文豪 910.26-サ
万葉集 911.12-ウ

489-ト
913.6-オ
913.5-ネ
文庫Ｂ

913.6-ク
913.6-イ
913.6-オ
913.6-マ
913.6-チ
914.6-オ

エッセイ
914.6-フ
作文 816-ナ
外国文 929-チ★
学
933-ヘ☆
E-726-オ
E-726-カ
E-726-サ
絵本/ E-726-シ
マンガ E-726-ハ
E-726-ル
C-726-コ
C-ナ☆

書 名‖著 者

こども武士道 自分に負けないこころをみがく!
こども菜根譚 逆境に負けない力をつける!
こどもドラッカーのことば 成果をあげる力が身
につく!

こども自助論 自分の力で人生を切りひらく!
こどもブッダのことば 悩みや不安にふりまわさ
れない!

こども君主論 きびしい社会を生き抜く人になる!
わたしをひらくしごと‖野村/美丘‖取材・文
藤田/二朗‖写真
散歩の達人首都圏バリアフリーなグルメガイ
ド 設備・段差・トイレ情報…データ満載90軒
0才から100才まで学び続けなくてはならない
時代を生きる学ぶ人と育てる人のための教
科書‖落合/陽一☆
ルポ教育困難校‖朝比奈/なを
おしゃべりながんの図鑑 病理学から見たわ
かりやすいがんの話‖小倉/加奈子
死に至る病 あなたを蝕む愛着障害の脅威
‖岡田/尊司
マンガでわかる食べてうつぬけ鉄欠乏女子
(テケジョ)救出ガイド‖奥平/智之ほか
マンガでわかるココロの不調回復 食べてう

つぬけ 鉄欠乏女子を救え!‖〃
生理ちゃん・生理ちゃん 2日目‖小山/健
未来を変える目標SDGsアイデアブック
プラスチックの現実と未来へのアイデア
プラスチック・フリー生活
数学のせかい 数学者編☆
アフターマン 人類滅亡後の動物の図鑑 ‖
ドゥーガル・ディクソン
ショートフィルムズ
文豪たちの悪口本☆
入門万葉集‖上野/誠
人間をお休みしてヤギになってみた結果‖
トーマス・トウェイツ
白銀(しろがね)の墟(おか)玄(くろ)の月 1～4
‖小野/不由美☆
勘違い 渡良瀬探偵事務所・十五代目の活
躍‖猫森/夏希
遺跡発掘師は笑わない1 ‖桑原/水菜
啄木鳥探偵處‖伊井/圭
本バスめぐりん。‖大崎/梢
高校事変 1～3‖松岡/圭祐
小説空の青さを知る人よ・Alternative
Melodies‖超平和バスターズ
みらいめがね それでは息がつまるので‖荻
上/チキ‖著 ヨシタケ/シンスケ‖著
がんばらない練習‖pha
魔法の文章講座‖ナカムラ/クニオ
82年生まれ、キム・ジヨン‖チョ/ナムジュ
掃除婦のための手引き書 ‖ルシア・ベルリン
ランベルマイユコーヒー店‖オクノ/修ほか
まいにちたのしい‖KAKATO他
まどのそと‖佐野/史郎他
たかこ‖清水/真裕‖文 青山/友美‖絵
ちびくろサンボ‖ヘレン・バナーマン他
たっぷり!!!コウペンちゃん‖るるてあ
いーすとけん。 ‖kodama☆
聖(セイント)☆おにいさん 11～17‖中村/光
今年もお疲れ様！

