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2020年、新しい年が始まりました！
あなたは今年、どんな1年にしたいですか？
今年はオリンピックの開かれる年。図書館は、アスリートにあやかって「一歩前へ！」
を目標にしたいと思います。こんな本が読みたいな・こんな図書館だったらいいな、
そんなつぶやきをお寄せください。

今年も、
横浜修悠館高校図書館を
よろしくお願いします。

お知らせ

＊ 今、新春の長期貸出実施中。

1/5（日）～2/26（水）

履修登録の時まで。5冊。

そして、ここで返却すれば、春の特別貸出で ～5/17（日）まで
借りられます。上手に利用してくださいね。

本の返却お願いします！
最近図書館に行ってなかったな、
本を返し忘れたな、そんなあなたにお願いです。
返却日を過ぎた本は、
今年度の終わりまでに一回返しましょう。
特に卒業予定の方、ご協力お願いします！

立つ鳥跡を濁さず。
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新しい本

ジャンル
VR
写真
読書

（2019/11～12月分）
書 名/著 者
007-ア
VRが変えるこれからの仕事図鑑/赤津慧
007-エ☆ SNS時代の写真ルールとマナー/日本写真家協会
請求記号

019-ア
019-ニ☆

心理学 114-ミ

まなの本棚/芦田愛菜☆
現役東大生が選ぶいま読むべき100冊/西岡壱誠
急に具合が悪くなる/宮野真生子ほか

☆はリクエスト
ジャンル 請求記号
心霊 147-マ
ロボット 114-イ
防犯 367-ア
368-ホ

SDGｓ 333-ク

141-イ

見るだけで勝手に記憶力がよくなるドリル/池田義博

367-ジ

146-タ

「繊細さん」の本 「気がつきすぎて疲れる」が驚くほどなくなる/
武田友紀

369-シ

146-マ

つながらない生き方のススメ アスペルガーのカウンセラーが

応援本 152-ニ

教える 自分も相手も傷つけない自分勝手術!/松島ちほ

日本史 210-ホ
人 289-ア
地理 290-セ
297-ヨ

権力の日本史/本郷和人

★はおとなリクエスト
書 名/著 者
恐い旅 異界探訪記/松原タニシ ☆
僕がロボットをつくる理由 /石黒浩
いいタッチわるいタッチ/安藤由紀 ★
とにかくさけんでにげるんだ わるい人から身をまもる本/ベティー・
ボガホールド ★

国谷裕子と考えるSDGsがわかる本
持続可能な地球のために-いま、世界の子どもたちは 1～4/茂
木ちあき
支える・つながる 地域・自治体・国の役割と社会保障/山野良
一ほか

嫌いになれるまで好きでいたいし、自分のことも好きになり
たい/ニャン ☆

159-タ

生き抜くチカラ /為末大

369-マ

自衛隊防災BOOK1～2

防災
メンタリス 140-タ
WAKE UP!inメルボルン バイリンガールちかのプチ移住生活 トDaiGo 379-タ
マンガでわかる明智光秀/柴裕之ほか
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世界幻想とファンタジーの情景

人生を変える記録の力
超効率勉強法 最短の時間で最大の成果を手に入れる ☆

/吉田ちか
291-ヤ

ニッポンの星、月、夜の絶景/山梨将典
現代用語 031-シ
366-ジ
〇片手で持って歩く地図鎌倉・横浜〇超詳細!さんぽ地図/東京
働く
/鎌倉/横浜/金沢/京都/大阪/神戸 ★

ガイド
ブック
社会 304-オ

304-ハ
337-オ
361-タ
361-ハ
367-イ
367-ク

賀茂川コミュニケーション塾 /谷口忠大
中華オタク用語辞典/はちこ
#KuToo 靴から考える本気のフェミニズム/石川優実

335-ウ

726-ア

秋本治の仕事術 『こち亀』作者が40年間休まず週刊連載
を続けられた理由

科学
昆虫
健康

407-ノ

誰も教えてくれなかった実験ノートの書き方/野島高彦

486-オ

糸を出すすごい虫たち/大崎茂芳 ★
ずっとやめたかったこと、こうしてやめられました。/汐街コナ

493-シ

トラウマのことがわかる本 生きづらさを軽くするためにできること
イラスト版/白川美也子

493-ヒ

発達障害 思春期からのライフスキル/平岩幹男

498-オ

心がバテない食薬習慣 1週間に1つずつ/大久保愛

369-シ

遊び・育ち・経験 子どもの世界を守る/小西祐馬ほか

498-コ

オトナ女子の不調をなくすカラダにいいこと大全 その不

369-シ

教える・学ぶ 教育に何ができるか/佐々木宏ほか

599-カ

調、大丈夫?/小池弘人
主婦をサラリーマンにたとえたら想像以上にヤバくなった件/河内
瞬

410-イ

1対1対応の演習/数学Ⅲ 微積分編 ☆

410-コ

高校の数学Ⅰ・Aが1冊でしっかりわかる本 数学Ⅰ・Aの全
範囲をカバー!/小杉拓也 ☆

家庭

化学 430-ナ
イラスト 726-ウ

410-チ

数学難問集100 黒ﾁｬｰﾄ ☆
チャート式Ⅰ+A/Ⅱ+B/Ⅲ 白・黄・青 ☆
410-ナ☆ 中1～3数学をひとつひとつわかりやすく。/永見利幸

726-ア

410-チ

建築
美術

<イラスト&図解>社会人1年目の仕事とマナーの教科書/古谷
治子

493-シ

369-シ

物理

336-フ

8050問題 中高年ひきこもり、7つの家族の再生物語/黒
川祥子
凍りついた瞳(め)2020 虐待死をゼロにするための6つの考
察と3つの物語/椎名篤子
生まれ、育つ基盤 子どもの貧困と家族・社会/松本伊智朗
ほか

367-シ

数学

2030年の世界地図帳 あたらしい経済とSDGs、未来への
展望/落合/陽一
21 Lessons 21世紀の人類のための21の思考/ユヴァル・
ノア・ハラリ
お金のことがよくわかる事典 知っておきたい価値・しくみ・使い
方/岡本和久

現代用語の基礎知識 2020/自由国民社
10代からのワークルール 1～4／上西充子 これだけは
知っておきたい「働くこと」の決まり ワークルールって?
あなたのキャリアのつくり方 NPOを手がかりに/浦純子☆

837-ユ

Math girls/Hiroshi Yuki 数学ｶﾞｰﾙ ☆

420-マ

世界でいちばん素敵な単位の教室/丸山一彦

421-ヨ
523-タ
723-ア

726-ヒ

環境

美しい情景イラストレーション ファンタジー編・ノスタルジー
編
夢彩廻紀/紅木春
ラブレター/ヒグチユウコ
ゴミ清掃員の日常/滝沢秀一 ★

519-ア

プラスチック・プラネット 今、プラスチックが地球をおおっている 明
日からプラスチックゴミをなくそう/ブラッドショー

443-ヨ

夜空と星の物語 日本の伝説編／森山晋平

道具としての高校数学/吉田弘幸
世界でいちばん素敵な建築の教室/田所辰之助

446-セ

世界でいちばん素敵な月の教室/浦智史

ト/サルバドール・ダリ/東山魁夷

ない/北川ミチル・☆魔法科高校の劣等生30/佐島勤・ビオレタ/寺地はる
な・教場 0 刑事指導官・風間公親/長岡弘樹・☆薬屋の独り言 ８/日
向夏・この世の春 上中下/宮部みゆき・エミリの小さな包丁/森沢明夫・あ
かね色の空に夢をみる/吉川結衣・犯罪小説集/吉田修一・☆ワーズワス詩
集 対訳・☆ケイトが恐れるすべて/ピーター・スワンソン・サンタクロース少年の
冒険/ボーム

地学

文庫B ☆ヴァイオレット・エヴァーガーデン上下・外伝/暁佳奈・☆八咫烏シリーズ3～
もっと知りたい生涯と作品S・ラファエル前派/ボナール/マグリッ B913.6 6/阿部智里・小説シライサン/乙一・錆びた太陽/恩田陸・バタフライは笑わ

デッサン 725-ロ☆ モルフォ人体デッサン・骨から描く・脂肪とシワを描く・関節と筋
肉の働き /ミシェル・ローリセラ

小説☆ 歩道橋シネマ/恩田陸・まち/小野寺史宜・桃源/黒川博行・荒城に白百
913.6 合ありて/須賀しのぶ・セバット・ソング/谷村志穂・卒業タイムリミット/辻堂
ゆめ・線は、僕を描く/砥上裕將・勿忘草の咲く町で 安曇野診療記/夏
川草介・わが殿 上下/畠中恵・星砕きの娘/松葉屋なつみ・カエルの小
指 /道尾秀介・逃亡小説集/吉田修一

日本語 810-イ

518-タ

化学の基礎 /中川徹夫

知っておくと役立つ街の変な日本語/飯間浩明

短歌

911.1
911.1

小論文 816-ヨ

世界でいちばん素敵な百人一首の教室/吉海直人
はじまりは、恋 歌集/知花くらら ☆
新小論文ノート2020 問題・解答例・解説集

