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Spring has come!
春は出会いと別れの季節。修悠館高校でも卒業や入学で別れあり、
出会いあり、の節目の時期ですが、まずは自分に出会うことも意
識してみませんか？
とはいえ一番わからないのが自分。
文豪だって悩んでいたのだから。
そんな時は、図書館へ。自分やそ

の他いろいろを知る手掛かり=本
が待っています。

☛後期9月～1月の図書館利用状況
9月

10月

11月

12月

1月

後期合計

貸出冊数(冊）

205

538

444

523

274

1,984

入館者数(人）

135

2,705

2,308

2,511

1,073

8,732

開館日（日）

10

20

18

18

19

85

予約数(件）

11

36

51

11

7

116

☛後期予約・リクエスト
「読書する人だけがたどり着ける場所」齋藤孝/「文豪たちの悪口本」/「数学のせかい 数学者編」/
「彼女が好きなのはホモであって、僕ではない」浅原ナオト/「異世界薬局」高山理図/「Math Girl」Hiroshi Yuki
「ケーキの切れない非行少年たち」宮口幸治/「いーすとけん」kodama/「白銀の墟玄の月1～4」小野不由美/
「なでしこリーグ30年の軌跡」/「烏は主を選ばない」他 八咫烏ｼﾘｰｽﾞ 阿部智里/「死のオブジェ」ｷｬﾛﾙ･ｵｺﾝﾈﾙ
「こどもドラッガーのことば」他 こども訳シリーズ齋藤孝/「掃除婦のための手引書」ﾙｼｱ･ﾍﾞﾙﾘﾝ/「ビオレタ」寺地はるな/
「坂道のアポロン BONUS TRACK」小玉ユキ/「モルフォ人体デッサンシリーズ」M･ﾛｰﾘｾﾗ/「対訳ワーズワース詩集」
「ケイトが恐れるすべて」ﾋﾟｰﾀｰ･ｽﾜﾝｿﾝ/「現役東大生が選ぶ今読むべき100冊」西岡壱誠/
「超効率勉強法」ﾒﾝﾀﾘｽﾘﾄDaigo/「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/
「人はなぜ物語を求めるのか」千野帽子/「目で見る数学」他 目で見るシリーズ/「麦本三歩の好きなもの」住野よる/
「異世界探訪記怖い旅」松原タニシ/「ヴァイオレット・ガーデン」/「チャート式数学シリーズ」/「透明なゆりかご」沖田×華
「１０代のための疲れた心がラクになる本」長沼睦雄/「高校の数Ⅰ・Aが一冊でしっかりわかる本」小杉拓也 ほか

＊今年度も図書館の利用、ありがとうございました。卒業する皆さま、今後も地域の公共図書館に行ってみてくださいね。
＊来年度の図書館オリエンテーション(入門編)は5/17(日)7校時、5/18(月)と5/21(木)の5校時を予定してます。
詳しくは4月以降ご確認、申し込みをお待ちしてます。

＊本の返却お早めに。お忘れなくお願いします。
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新着図書リスト2020/1～2月
ジャンル
ネット

請求記号

007-ヨ

知らずにやっているネットの危ない習慣:吉岡/豊

ジャンル

請求記号

304-フ

★おとなリクエスト

書 名：著 者
文藝春秋オピニオン2020年の論点100★

奇跡の論文図鑑 ありえないネタを、クリエイティブ
333-ナ
天、共に在り アフガニスタン三十年の闘い:中
に!
村/哲
375-タ
探究に役立つ!学校司書と学ぶレポート・論文作
361-モ
フェイクニュースがあふれる世界に生きる君たち
成ガイド
へ:森/達也★
社会のい
学ぶ
377-ウ
なぜ「大学は出ておきなさい」と言われるのか キャ
367-セ
ちいさな大きなたからもの 特別養子縁組から
ろいろ
リアにつながる学び方：浦坂/純子★
はじまる家族のカタチ:瀬奈/じゅん他
407-ヤ
アリエナイ理科ノ大事典 文科省絶対不認可教
368-コ
時が止まった部屋 遺品整理人がミニチュアで
科書：薬理凶室
伝える孤独死のはなし：小島/美羽
自然科学 450-ナ
北極と南極の「へぇ〜」くらべてわかる地球のこと：
368-ソ
ALSOKが教えるおひとり女子が自分を守るた
中山/由美
めの本 危険回避のワザ39
451-エ
グレタたったひとりのストライキ：G・トゥーンベリ他
なんで僕に聞くんだろう。:幡野/広志
元気本 159-ハ
電池 572-ヨ
電池が起こすエネルギー革命：吉野/彰
291.3-カ 神奈川のトリセツ 地図で読み解く初耳秘話
地理 291.6-カ-2019
オリ・パラ 780-オ
オリンピック・パラリンピックを学ぶ：後藤/光将
片手で持って歩く地図奈良・大和路 2019
901-チ
人はなぜ物語を求めるのか：千野/帽子☆
291-ニ
ニッポンを解剖する!北海道図鑑
文学 909-カ
世界のシンデレラ かわたまさなおコレクション：川
493-ナ
発達障害の私が夫と普通に暮らすために書い
田/雅直
ているノート：ななしのうい
まちかど保健室にようこそ<川中島の保健室>も
健康
748-タ
498-シ
WINTER JEWELS 大自然が創り出す冬の奇
のがたり からだ・こころ・性のことなんでも話して
冬写真
跡：高橋/真澄
ホッとできる：白澤/章子
だからね、「少し距離を置こう」は「もう別れたい」
medium 霊媒探偵城塚翡翠：相沢/沙呼
B-152-テ
という、優しい噓なんですよ。：DJあおい
イマジン?：有川/ひろ
文庫B B-164
マンガギリシア神話 1〜8：里中/満智子☆
マリアさま：いしい/しんじ
B-910.3 まんがで読む古典 枕草子/ 更級日記 蜻蛉日
雲を紡ぐ：伊吹/有喜
ドミノin上海：恩田/陸
記/源氏物語 伊勢物語
木曜日にはココアを：青山/美智子
約束された移動：小川/洋子☆
東雲の途・冬天の昴・地に巣くう：あさの/あつこ
熱源：川越/宗一
ラストレター：岩井/俊二
ホームドアから離れてください：北川/樹
小説・物
記憶屋0 1〜2：織守/きょうや
コープス・ハント：下村/敦史
語
ようこそ実力至上主義の教室へ 2年生編1：衣笠/彰梧☆
夜が暗いとはかぎらない：寺地/はるな
913.6
さよならの言い方なんて知らない。 3 ：河野/裕☆
風神雷神 上下 Juppiter,Aeolus：原田/マハ
物語・小 Red：島本/理生☆
神さまを待っている：畑野/智美
説
鳳は北天に舞う：篠原/悠希
猫君：畠中/恵
風間教場：長岡/弘樹★
B913.6 ドールハウスの人々：二宮/敦人
超・殺人事件：東野/圭吾
蜘蛛ですが、なにか? 12：馬場/翁☆
不終(おわらず)の怪談 case小泉八雲：矢野/隆
火狩りの王 3 牙ノ火：日向/理恵子★
弱キャラ友崎くん Lv.1〜8：屋久/ユウキ☆
奈落：古市/憲寿
巴里マカロンの謎：米澤/穂信
背高泡立草：古川/真人
プレゼント・依頼人は死んだ・悪いうさぎ・暗い越流・さよならの
倒れるときは前のめり ふたたび：有川/ひろ
エッセイ
「好き」の因数分解：最果/タヒ
手口・静かな炎天・錆びた滑車・不穏な眠り：若竹/七海★
914.6
孤独の意味も、女であることの味わいも：三浦/瑠麗
よるのいけ / こけをみつけたよ / でたきた でてきたはっぱのあ
韓国文学 929-ヘ
死にたいけどトッポッキは食べたい：ペク/セヒ
かちゃん / すいぞくかんのおいしゃさん / はさみむし / チョウの
英米文学 B-933
アナと雪の女王 2
ふゆごし / バッタ / なりすます むしたち / むしたちのおとのせ
こどもの
の / Michi みち：junaida
かい / はなむぐり / ポットくんとテントウくん / まちでくらすとり
絵本
かがく★
すずめ / シロナガスクジラ / たぬきのくら し / なみだ / つちは 726E ものは言いよう / わたしのわごむはわたさない：ヨシタケ/シ
ンスケ
どこ？ / じゃがいも / おばあちゃんのくろまめ / もやし / やさ
いのかたち / たまごとにわとり
文豪ストレイドッグス18：朝霧/カフカ 映像研には手を出す
コミックC な! 01〜05：大童/澄瞳 不浄を拭うひと1：沖田×華 坂
道のアポロンBONUS TRACK：小玉/ユキ 七つの大罪
☆
2020年度も図書館で
25~39：鈴木/央 夜廻り猫6：深谷/かほる
お待ちしています。
雑学

049-キ

書 名：著 者

☆リクエスト

