
〈図書委員会〉書店で選んだ本の一覧 

*枠内左から 書名 / 著者名 / 出版社 / 請求記号（ラベルの番号） 

★哲学・心理学 

ポムポムプリンの『パンセ』 信じる勇気が生まれる秘訣 朝日文庫編集部 編 朝日新聞出版 135 

恋愛脳 男心と女心は、なぜこうもすれ違うのか 黒川伊保子 著  新潮社 143 

東京の幽霊事件 封印された裏歴史 小池壮彦 KADOKAWA 147 

ポチャッコの『道は開ける』 不安から自由になる行動法 朝日文庫編集部 編 朝日新聞出版 159 

渋沢栄一１００の訓言 渋澤健 著 日本経済新聞出版社 159 

最強の教訓！世界史 神野正史 著 ＰＨＰ研究所 159 

 

★社会科学・教育 

日本と世界の時事キーワード 2019-2020 年版 時事問題リサーチ 編著 ナツメ社 302 

ストーカーと七〇〇日戦争 内澤旬子 著  文藝春秋 368 

オックスフォード＆ケンブリッジ大学  

さらに世界一「考えさせられる」入試問題  
ジョン・ファードン 著 小田島恒志 小田島則子 訳 河出書房新社 376 

 

★医療 

看護婦が見つめた人間が病むということ 宮子あずさ 著 講談社 490 

 



★料理 

バズレシピ クタクタでも速攻つくれる！ 太らないおかず編 リュウジ 著 扶桑社 596 

かわいいねりきり 桔梗有香子 著 日東書院本社 596 

米粉のシフォンケーキとスイーツ 小麦・卵・乳製品を使わないグ

ルテンフリーなレシピ 
湊麻里衣 著 立東舎 596 

はじめてでもおいしくできる！おうちおやつ 森崎繭香 著 文化学園文化出版局 596 

ときめく１０分スイーツ 若山曜子 著 家の光協会 596 

 

★産業（農業、畜産） 

新・種苗読本 日本種苗協会 編 農山漁村文化協会 615 

毎日、牛まみれ 牛が好きすぎて酪農してます！ 牛川いぬお 著 KADOKAWA 640 

きみとさいごまで 小西秀司 著 オークラ出版 645 

それでも人を信じた猫 黒猫みつきの 180 日 咲セリ 著 KADOKAWA 645 

グッズ製作のアイデア事典   674 

 

★美術・絵本 

新 怖い絵 中野京子 著 KADOKAWA 723 

眠れる森の美女 影絵劇場しかけえほん ロッテ・ライニガー 影絵 いよりゆうこ 訳 大日本絵画 726 

文豪ストレイドッグス   726 



★アウトドア 

完全焚火マニュアル Fielder 編集部 笠倉出版社 786 

山陰の釣り場総覧 ０４出雲市大社町/松江 緒方宏二 編 よなごプレス社 097 

山陰の釣り場総覧 ０５旧平田市出雲市西部 緒方宏二 編 よなごプレス社 097 

 

★文芸・小説 

文豪たちの悪口本 彩図社文芸部 編 彩図社 910 

ボダ子 赤松利市 著 新潮社 913 

アンサンブルスターズ 皇帝の帰還 日日日 著 KADOKAWA 913 

決戦！賤ヶ岳 
天野純希,土橋章宏，乾緑郎,簑輪諒,木下昌輝，矢野隆，吉

川永青 著 
講談社 913 

岸辺露伴は叫ばない 短編小説集 
荒木飛呂彦 原作 維羽裕介， 北國ばらっど,宮本深礼，

吉上亮 著 
集英社 913 

岸辺露伴は戯れない 短編小説集 
荒木飛呂彦 原作 維羽裕介， 北國ばらっど,宮本深礼，

吉上亮 著 
集英社 913 

あなたの不幸は密の味 イヤミス傑作選 
辻村深月，小池真理子，沼田まほかる,新津きよみ，乃南ア

サ,宮部みゆき 著 細谷正充 編 
PHP 研究所 913 

神はサイコロを振らない 大石英司 著 中央公論新社 913 

ガラスの城壁 神永学 著 文藝春秋 913 

巷説百物語 京極夏彦 著 角川書店 913 



半分、青い。下 北川悦吏子 著 文藝春秋 913 

僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 黒田洋介 脚本 堀越耕平,誉司アンリ 著 集英社 913 

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 特別編 金沢達也,安達奈緒子 脚本 蒔田陽平 ノベライズ 扶桑社 913 

きみの世界に、青が鳴る 河野裕 著 新潮社 913 

生きてさえいれば 小坂流加 著 文芸社 913 

小説 進撃の巨人 LOST GIRLS 瀬古浩司 著 講談社 913 

あの夏を、いつかの君と。 苑水真芽 著 ポプラ社 913 

屋上のテロリスト 知念実希人 著 光文社 913 

超高速！参勤交代リターンズ 土橋章宏 著 講談社 913 

教団 X 中村文則 著 集英社 913 

美しき愚かものたちのタブロー 原田マハ 著 文藝春秋 913 

銀河鉄道の星 宮沢賢治 原作 後藤正文 編 牡丹靖佳 絵 ミシマ社 913 

今日は天気がいいので上司を撲殺しようと思います 夕鷺かのう 著 集英社 913 

                             ２０１９年７月２６日 出雲農林高校図書館 

図書館前にコーナーを設置しています。

どんどん借りてくださいね！ 


