浜松修学舎中学校・高等学校 平成30年度
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図書館便り 7月号
浜松市中区向宿2-20-1 ☎461-7356

3 夏休みといえば読書感想文

1 大盛況だったポップアップカード作り
６月のカード作りには中学生60名、高校生34名、先生7名の計
101名が参加してくれました。 作って楽しい、もらってうれしい
カード作りを、これからも実施したいと思います。

～ 教えます、入賞の裏ワザ”5つ ～
その1
その2
その3
その4
その5

2 図書館 伝統的七夕まつり
7/7 ～ 8/17

課題図書を読む
審査員の心をつかむような出だしで
自分が感動する
あらすじや選んだ理由は書かない
早めの着手で熟読する

第64回青少年読書感想文全国コンクール課題図書
● 中学校
一〇五度 （あすなろ書房）
太陽と月の大地 （福音館書店）
千年の田んぼ （旬報社）
● 高等学校
わたしがいどんだ戦い1939年 （評論社）
車いす犬ラッキー （毎日新聞出版）
いのちは贈りもの （岩崎書店）

七夕にまつわる伝説や風習、夏の夜空に親しみ、短冊に願い
ごとを書いて飾りましょう。
7月7日一日だけで終わらせず、途中のスター・ウィーク（8/1～
8/7：国立天文台）をはさみ、梅雨が明け星空が見やすくなる旧
暦の七夕まで開催します。ぜひ参加しましょう！

4 新着図書①一般書の部 タイトルの50音順で並んでいます
タイトル(巻次／版)

著者

最強の独学術

本山勝寛

379.7 モ

あおざくら 防衛大学校物語／7

二階堂ヒカル 726.1ニ7

司法の現場で働きたい!

打越さく良

327.1 ウ

あおざくら 防衛大学校物語／1

二階堂ヒカル 726.1ニ1

あおざくら 防衛大学校物語／2

二階堂ヒカル 726.1ニ2

生物学の基礎はことわざにあり
杉本正信
全図解アメリカ海軍SEALのサバイバル・マニュアル／災害・アウトドア編

あおざくら 防衛大学校物語／3

二階堂ヒカル 726.1ニ3 た 東大首席が教える超速「7回読み」勉強法

あおざくら 防衛大学校物語／4

二階堂ヒカル 726.1ニ4

騎士（ナイト）ガンダムSDガンダム外伝機甲神伝説・下 ほしの竜一

726.1 ホ

あおざくら 防衛大学校物語／5

二階堂ヒカル 726.1ニ5

日本のヤバい女の子

はらだ有彩

388.1 ハ

あおざくら 防衛大学校物語／6

二階堂ヒカル 726.1ニ6

小山田,子

913.6 オ

赤ちゃん学

ス

786

エ

379.7 ヤ

脳もこころも健康に誰でも描ける!パステルアート

725.4 エ

371.5 コ

ののはな通信

三浦しをん

913.6 ミ

1日1ページ、読むだけで身につく世界の教養365Kidder, David S

002

ピーター・ティール = Peter Thiel Die Biografie

Rappold, Thomas

289.3 ラ

いろいろあった人へ

伊集院静

914.6 イ は ファーストラヴ

島本理生

913.6 シ

インド哲学10講

赤松明彦

126

What is 和食 WASHOKU?

服部幸応

837.4 ハ

一発屋芸人列伝

山田ﾙｲ５３世 779.14ヤ

小針誠

英語で読む高校世界史

さ

な庭

山口真由

460

491.355ニ

あ アクティブラーニング

か

請求記号

話題の本・リクエスト本がいっぱい‼

キ
ア

マーティン・ルーサー・キング

黒﨑真

198.62 ク

837.7 コ

惑いの森

中村文則

913.6 ナ

英語で論語 = Rongo in English

霜村和久

837.4 シ

マンガでわかるたいせつなマナー

覚えておきたい基本英会話フレーズ130

小池直己

837.8 コ

まんがでわかる親子で始めるプログラミング教育

バンタン

007.64 ハ

終わった人

内館牧子

913.6 ウ

万引き家族

是枝裕和

913.6 コ

核兵器を禁止する／新版

川崎哲

319.8 カ

未来

湊かなえ

913.6 ミ

風は西から

村山由佳

913.6 ム

宮沢賢治コレクション

宮沢賢治

913.68 ミ

きげんのいいリス

Tellegen, Toon

949.33 テ

明治日本の産業革命遺産

世界遺産協議会
602.1 セ

「北朝鮮の脅威」のカラクリ

半田滋

392.10ハ

もうひとつの脳

Fields, R. Douglas

491.371 フ

「コミュ障」の社会学

貴戸理恵

361.45キ

ももクロ改―４人と新たに目指す未来

川上アキラ

767.8 カ

こころにすむおおかみ

oba

726.6 オ

ライシテから読む現代フランス

伊達聖伸

316.2 タ

3.11を心に刻んで／2018

岩波書店

369.31 イ

落語でつかむ話し方の極意

サイコパスの真実

原田隆之

493.76 ハ ら リベラルアーツの学び

芳沢光雄

002

さざなみのよる

木皿泉

913.6 キ

老人の取扱説明書

平松類

491.358 ヒ

好きなようにやればいい。―役に立たない人生相談〈２〉

佐藤愛子

914.6 サ

ロンリネス

桐野夏生

913.6 キ

ま

／10

336.47 フ

809.2 エ
ヨ

夏期一般開放は7月30～8月3日の5日間 /8：30～14：30冷房完備・飲食可 /修学舎図書館でクールシェアしよう‼

5 新着図書 リクエスト本・リクエストした方紹介

S君

Hさん

匿名さん

6 新着図書②調べ学習図書の部

Kさん

どんどんリクエストしよう‼

N君

M先生

M先生

分類番号順に並んでいます

0：総記 1：哲学・宗教 2：歴史・地理 3：社会科学 4：自然科学 5：技術・工学 6：産業 7：芸術 8：言語 9：文学
タイトル(巻次／版)

タイトル(巻次／版)

錯視のひみつにせまる本 (錯視の歴史)／1

1

2

‼

3

錯視のひみつにせまる本 (錯視の技)／2

発見!植物の力 人間と植物 役に立つ植物ってなあに?／1

錯視のひみつにせまる本（なぜこう見える?どうしてそう見える?）／3

発見!植物の力 野菜 草と野菜、どうちがうの?／3

日本人の20世紀・くらしのうつりかわり 大事件／10

発見!植物の力 布と紙 木や草のせんいのひみつ／4

日本人の20世紀・くらしのうつりかわり 着るもの／1

発見!植物の力 ゴムとウルシ 樹液ってなんだろう?／5

日本人の20世紀・くらしのうつりかわり 食生活／2

発見!植物の力 木と木材 木が役立つひみつ／6

日本人の20世紀・くらしのうつりかわり 住まい／3

発見!植物の力 花 きれいな花のひみつ／7

日本人の20世紀・くらしのうつりかわり 家庭生活／4

発見!植物の力 お茶・さとう・油 飲みものやおかしになる植物／9

日本人の20世紀・くらしのうつりかわり 遊び／5

大豆のへんしん図鑑（もやし・えだ豆・いり豆・きなこ）／1

日本人の20世紀・くらしのうつりかわり 小学校／6

大豆のへんしん図鑑（とうふ・なっとう・みそ・しょうゆ）／2

日本人の20世紀・くらしのうつりかわり 交通／7

大豆のへんしん図鑑（大豆とくらべる食べ物のへんしん）／3

日本人の20世紀・くらしのうつりかわり 通信／8

写真がかっこよくとれる30のわざ（自由研究や観察に使えるわざ）／2

日本人の20世紀・くらしのうつりかわり 社会のしくみ／9

写真がかっこよくとれる30のわざ（「わざ」をマスターしよう）／1

世界の海賊大図鑑(地中海の海賊とヴァイキング)／1

写真がかっこよくとれる30のわざ（町調べや修学旅行に使えるわざ）／3

世界の海賊大図鑑 (大航海時代の海賊たち)／2

オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑 弦楽器／1

世界の海賊大図鑑 (日本とアジアの海賊たち)／3

オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑 木管楽器 木管楽器／2

昔のくらしと道具(農家の仕事と道具)／1

オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑 金管楽器／3

昔のくらしと道具 (農家のくらしと道具)／2
昔のくらしと道具(山と海辺のくらしと道具)／3

4

オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑 打楽器・鍵盤楽器／4

7

オーケストラ・吹奏楽が楽しくわかる楽器の図鑑 合奏と鑑賞の楽しみ／5

昔のくらしと道具 (町のくらしと道具)／4

学年別・中学校劇脚本集 中学校劇1年 ドラマで楽しむ／1

昔のくらしと道具(祭りと行事と道具)／5

学年別・中学校劇脚本集 中学校劇2年 ドラマで創る／2

昔のくらしと道具 (道具年表をつくろう)／6

学年別・中学校劇脚本集 中学校劇3年 ドラマで生きる／3

いたずら博士の科学だいすき 音を楽しむ／2-10

学年別・中学校劇脚本集 中学校劇演劇部 響き合うドラマ／4

いたずら博士の科学だいすき よじのぼる水／1-1

運動能力がアップする「声の魔法」 (声の魔法のひみつ)／1

いたずら博士の科学だいすき 電気のとおり道／1-2

運動能力がアップする「声の魔法」 (体育が楽しくなる)／2

いたずら博士の科学だいすき 吹き矢で科学／1-3

運動能力がアップする「声の魔法」 (スポーツが得意になる)／3

いたずら博士の科学だいすき いろいろな月／1-4

フランス・イタリアの文字と言葉

いたずら博士の科学だいすき あかりと油／1-5

世界の文字の起源と日本の文字

いたずら博士の科学だいすき 虹をつくる／2-6

スペイン・ポルトガルの文字と言葉

いたずら博士の科学だいすき 30倍の世界／2-7

ドイツ・オランダの文字と言葉

いたずら博士の科学だいすき 爆発の科学／2-8

北ヨーロッパの文字と言葉

いたずら博士の科学だいすき 石灰石のふしぎな変身／2-9

ロシアの文字と言葉

もっと知りたい!微生物大図鑑 (なぞがいっぱいウイルスの世界)／1

日本のローマ字と点字

もっと知りたい!微生物大図鑑(ヒントがいっぱい細菌の利用価値)／2
もっと知りたい!微生物大図鑑 (ふしぎがいっぱい真菌と寄生虫)／3

ラテン文字と世界の言葉

8

中国の漢字と中国語

のぞいてみようウイルス・細菌・真菌図鑑 (小さくてふしぎなウイルスのひみつ)／1
朝鮮半島の文字「ハングル」と言葉
のぞいてみようウイルス・細菌・真菌図鑑(善玉も悪玉もいる細菌のはたらき)／2
アジア各国のABCとインドネシア語
のぞいてみようウイルス・細菌・真菌図鑑 (キノコやカビのなかま真菌のふしぎ)／3
タイの文字と言葉

5
6

みてビックリ!動物のウンコ図鑑(草食動物はどんなウンコ?)／1

インドの文字とヒンディー語

みてビックリ!動物のウンコ図鑑(肉食動物はどんなウンコ?)／2

イスラム世界の文字とアラビア語

みてビックリ!動物のウンコ図鑑（雑食動物はどんなウンコ？）／3

ギリシアの文字と言葉

すっきりわかる!くらしの中の化学物質大事典

英語圏の文字と言葉

発見!植物の力 くだもの ふしぎなくだものの世界／8

すっきりわかる!〈江戸～明治〉昔のことば大事典

発見!植物の力 スパイス・ハーブ・薬 カレーや薬も植物から／10

夏期一般開放は7月30～8月3日の5日間 /8：30～14：30冷房完備・飲食可 /修学舎図書館でクールシェアしよう‼

