
新着図書リスト ２０１９年 4月～7月 

*枠内左から 書名 / 著者名 / 出版社 / 請求記号（ラベルの番号） 

★地域資料（島根県に関わる資料） 

コミュニティナース  

まちを元気にする"おせっかい"焼きの看護師 
矢田明子 著 木楽舎 094.9-ヤ 

チャイムが鳴った 日和聡子 著 新潮社 099.1-ヒ 

ナビガトリア  アサダ ニッキ 著 講談社 726－ア 

 

★情報・図書館 

たのしい Ruby 第６版 高橋征義, 後藤裕蔵 著 ; まつもとゆきひろ 監修 SB クリエイティブ 007-タ 

図書館のための簡単な本の修理 高岡容子 原案・監修 少年写真新聞社 014-タ 

 

★雑学 

おかんメール 3 おかんメール制作委員会 編 扶桑社 049-オ-3 

大人の最強雑学 1500 雑学総研 著 KADOKAWA 049-サ 

チコちゃんに叱られる  NHK「チコちゃんに叱られる!」制作班 編 小学館 049-ニ 



理系の素朴な大疑問 博学こだわり倶楽部 編 河出書房新社 049-ハ 

★哲学・心理学 

おおきく考えよう 人生に役立つ哲学入門 
ペーテル・エクベリ 作  イェンス・アールボム 絵  

枇谷玲子 訳 
晶文社 100-エ 

ひとりで、考える 哲学する習慣を 小島俊明 著 岩波書店 100-コ 

使える哲学 暮らしに役立つ基礎知識 
平原卓 監修  柚木原なり マンガ 朝日新聞出版 

編著 
朝日新聞出版 104-ヒ 

まんがでわかる発達心理学 渡辺弥生 監修 鈴村美咲 漫画 講談社 143 ワ 

世界一美しい錯視アート トリック・アイズ プレミアム 北岡明佳 著 カンゼン 145-キ 

目の錯覚 止まっているのに動く!脳を刺激するふしぎ体験   ニュートンプレス 145-ニ 

ぼくたちの倫理学教室 
E.トゥーゲントハット, A.M.ビクーニャ, C.ロペス 

著  鈴木崇夫 訳 
平凡社 150-ト 

多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。 Jam マンガ・文  名越康文 監修 サンクチュアリ出版 159-シ 

学校に行きたくない君へ 全国不登校新聞社 編 ポプラ社 159-セ 

メシが食える大人になる!よのなかルールブック 高濱正伸 監修  林ユミ 絵 日本図書センター 159-タ 



★歴史・伝記 

それでも、日本人は「戦争」を選んだ 加藤陽子 著 新潮社 210.6-カ 

マンガ&物語で読む偉人伝 渋沢栄一 津田梅子 北里柴三郎 : 

新しい肖像 
  学研プラス 281-マ 

平成の天皇 平和を願い続けた「日本国の象徴」 
祓川学 シナリオ ; てしろぎたかし まんが ; 小田

部雄次 監修 
小学館 288-ハ 

 

★進路・資格 

乙種 4類危険物取扱者テキスト 工業資格教育研究会 著 実教出版 317-コ 

丙種危険物取扱者テキスト 工業資格教育研究会 著 実教出版 317-コ 

看護師という生き方 近藤仁美 [著] イースト・プレス 366-コ 

外国人労働者・移民・難民ってだれのこと? 内藤正典 著 集英社 366-ナ 

農系学校進学ガイド 農学、農系の学びに関心のある人におくる 2019   イカロス出版 376-イ 

 

★社会科学  

池上彰の未来を拓く君たちへ 池上彰 著 日本経済新聞出版社 304-イ 



内戦の地に生きる フォトグラファーが見た「いのち」 橋本昇 著 岩波書店 316-ハ 

名作裁判あの犯人をどう裁く? 森炎 著 ポプラ社 327-モ 

未来を変える目標 SDGs アイデアブック 
Think the Earth 編著 ; 蟹江憲史 監修 ; ロビ

ン西 マンガ 

Think the Earth 

紀伊國屋書店  
331-カ 

発想力 「0から 1」を生み出す 15 の方法 大前研一 著 小学館 336-オ 

プレゼン資料のデザイン図鑑 Making perfect presentation 

materials Making perfect presentation materials 
前田鎌利 著 ダイヤモンド社 336-マ 

「空気」を読んでも従わない 生き苦しさからラクになる 鴻上尚史 著 岩波書店 361.4-コ 

看護師という生き方 近藤仁美 [著] イースト・プレス 366-コ 

外国人労働者・移民・難民ってだれのこと? 内藤正典 著 集英社 366-ナ 

シングル単位思考法でわかるデートDV予防学 伊田広行 著 かもがわ出版 367.6-イ 

災害頻発時代の防災マニュアル さまざまな状況に対応! : い

ざ!という時に役立つ厳選情報 35 
災害からいのちと日常を守る情報委員会 編 辰巳出版 369.3-サ 

自衛隊防災 BOOK 自衛隊OFFICIAL LIFE HACK CHANNEL   マガジンハウス 369.3-シ 



どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた図鑑 石井光太 著 日本実業出版社 369.4-イ 

 

★教育 

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 著 小学館 370-オ 

ヒマラヤに学校をつくる カネなしコネなしの僕と、見捨てられた

子どもたちの挑戦 
吉岡大祐 著 旬報社 372-ヨ 

新聞奨学生 奪われる学生生活 横山真 著 大月書店 373-シ 

農系学校進学ガイド  農学、農系の学びに関心のある人におくる 

2019 
  イカロス出版 376-イ 

学校の「当たり前」をやめた。 生徒も教師も変わる!公立名門中学

校長の改革 
工藤勇一 著 時事通信出版局  376-ク 

ケースで学ぶ自閉症スペクトラム障害と性ガイダンス 田宮聡 [著] みすず書房 378-タ 

 

★民俗・文化 

アイヌ文化で読み解く「ゴールデンカムイ」 中川裕 著 集英社 382-ナ 

世界一おもしろいお祭りの本 
ロブ・フラワーズ 著 ; 北川玲 訳 ; 八木百合子 

監訳 
創元社 386-フ 

 



★数学 

日本人なら知っておきたい。賢くなる算法 39 つるかめ算をほん

とうに知っていますか? 
桜井進 監修 数研出版 411-サ 

統計のきほん データがわかる数字に強くなる   ニュートンプレス 417-ニ 

 

★植物・動物 

リアルサイズ古生物図鑑 古生物のサイズが実感できる!古生代編 土屋健 著 ; 群馬県立自然史博物館 監修 技術評論社 457-ツ 

四季の雑草図鑑 毎日の散歩に楽しみを 身近な雑草と野草の物

語がわかる 260 種 Seasonal Weed Encyclopedia 
稲垣栄洋 監修 宝島社 470-イ 

身近な生き物オス・メス「見分け方」事典 木村悦子 執筆 ; 今泉忠明 監修 ベレ出版 480-キ 

虫や鳥が見ている世界 紫外線写真が明かす生存戦略  浅間茂 著 中央公論新社 481.3-ア 

動物の心 知性感情言葉社会   
日経ナショナルジ

オグラフィック社  
481.7-ニ 

もしもキリンと恋に落ちたら : デートでわかるどうぶつ図鑑  メセグリン 著 ; 小宮輝之 監修 
サンクチュアリ出

版 
481.7-メ 

きらいになれない害虫図鑑 有吉立 著 幻冬舎 486.1-ア 

哺乳類の進化 遠藤秀紀 著 東京大学出版会 489-エ 



 

★心と身体の健康 

本当のたばこの話をしよう 毒なのか薬なのか 片野田耕太 著 日本評論社 498.3-カ 

10 代のための疲れた心がラクになる本 「敏感すぎる」「傷つきや

すい」自分を好きになる方法 
長沼睦雄 著 誠文堂新光社 498.3-ナ 

 

★技術・工学 

最新土木業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 業界人、就職、

転職に役立つ情報満載 
阿部守 著 秀和システム 510-ア 

ドキュメント宇宙飛行士選抜試験 大鐘良一, 小原健右 著 光文社 538-オ 

人間と機械のあいだ 心はどこにあるのか 池上高志, 石黒浩 著 講談社 548-イ 

 

★料理 

至福のどんぶりレシピ 今井亮 著 立東舎  596-イ 

日本一の絶品おかず 読者が選んだ人気レシピベスト 100 上沼

恵美子のおしゃべりクッキング 
ABC テレビ, 辻調理師専門学校 編 学研プラス 596-エ 

保存容器と電子レンジでできる アイスクリーム＆シャーベット 木村 幸子 主婦の友社 596 キ 



宮中季節のお料理 天皇・皇后両陛下ご成婚 60 年記念 宮内庁 監修 扶桑社 596-ク 

お菓子のかがく ぐっとおいしくする、感じる力! 津田陽子 著 文化学園文化出版局 596-ツ 

ぼくの魔法のおやつ 一度は作ってみたい!! ぼく 著 ワニブックス 596-ホ 

ぎをん丼手習帖 和食の教科書 森川裕之 著 世界文化社 596-モ 

 

★産業 

「地域人口ビジョン」をつくる  Local  Population  Vision 

Local Population Vision 

藤山浩 編著 ; 森山慶久 共同分析 ; 甲斐かおり 

現地ルポ 
農山漁村文化協会 601.1-フ 

「循環型経済」をつくる Local Economic Circulation Local 

Economic Circulation 
藤山浩 編著 農山漁村文化協会 601.1-フ 

稼げる!農家の手書き POP&ラベルづくり 石川伊津 著 農山漁村文化協会 611.4-イ 

農業のマーケティング教科書 食と農のおいしいつなぎかた 岩崎邦彦 著 
日本経済新聞出版

社 
611.7-イ 

小さい農業で稼ぐコツ 加工・直売・幸せ家族農業で 30a1200 万円 西田栄喜 著 農山漁村文化協会 611.7-ニ 

まんがでわかる土と肥料 根っこから見た土の世界 村上敏文 著 農山漁村文化協会 613.5-ム 



小池芳子のこうして稼ぐ農産加工  小池芳子 著 農山漁村文化協会 619-コ 

小さい畜産で稼ぐコツ 少頭多畜・加工でダントツの利益率! 上垣康成 著 農山漁村文化協会 641.7-ウ 

ヒツジ 飼い方・楽しみ方 河野博英 著 農山漁村文化協会 645.4-コ 

犬房女子 犬猫殺処分施設で働くということ 藤崎童士 著 大月書店 645.6-フ 

よくわかるウサギの健康と病気  大野瑞絵 著 ; 曽我玲子 監修 誠文堂新光社 645.8-オ 

荒くれ漁師をたばねる力 ド素人だった 24 歳の専業主婦が業界に革命

を起こした話 
坪内知佳 著 朝日新聞出版 661-ツ 

〈レンタルなんもしない人〉というサービスをはじめます。 スペ

ックゼロでお金と仕事と人間関係をめぐって考えたこと 
レンタルなんもしない人 著 河出書房新社 673-レ 

ドリルを売るには穴を売れ 誰でも「売れる人」になるマーケティング

入門  
佐藤義典 著 青春出版社 675-サ 

デジタル時代の基礎知識『SNS マーケティング』 「つながり」と

「共感」で利益を生み出す新しいルール 
林雅之 著 翔泳社 675-ハ 

 

★アート 

#名画で学ぶ主婦業 田中久美子 監修 宝島社 723-タ 



原寸美術館 画家の手もとに迫る 結城昌子 著 小学館 723-ユ 

剥製 アボガド 6 著 KADOKAWA 726-ア 

キン肉マン超人 
ゆでたまご 監修 ; 学研図鑑編集室 編集・制作 学

研プラス 
学研プラス 726-ユ 

ほんとに、フォント。 フォントを活かしたデザインレイアウトの本 ingectar-e 著 ソシム 727-イ 

未来ちゃん MIRAI-CHAN 川島小鳥 著 ナナロク社 748-カ 

配色アイデア手帖 めくって見つける新しいデザインの本  桜井輝子 著 SB クリエイティブ 757-サ 

 

★音楽・芸能 

ものがたり西洋音楽史 近藤譲 著 岩波書店 762-コ 

すべての J・POP はパクリである。 現代ポップス論考 マキタスポーツ 著 扶桑社 767-マ 

一切なりゆき 樹木希林のことば 樹木希林 著 文藝春秋 778-キ 

このゴミは収集できません ゴミ清掃員が見たあり得ない光景 滝沢秀一 著 白夜書房 779-タ 

 



 

 

★スポーツ 

観るまえに読む大修館スポーツルール  大修館書店編集部 編集 大修館書店 780-タ 

歴史を変えた 50 人の女性アスリートたち レイチェル・イグノトフスキー 著 ; 野中モモ 訳 創元社 780.2-イ 

プロ野球オール写真選手名鑑 2019    
日本スポーツ企画出

版社 
783.7-フ 

入門した人、したい人のための茶道ＢＯＯＫ 淡交社／編 淡交社 791-タ 

 

★言語 

笑う回文教室 アタマを回してことばであそぼう せとちとせ 著 創元社 807-セ 

文豪の凄い語彙力 山口謠司 著 さくら舎 814-ヤ 

るるぶ K-POP×韓国語 K-POP ファン必須★韓国語会話集   JTB パブリッシング 829-ル 

 

★文学 

芥川賞ぜんぶ読む 菊池良 著 宝島社 910-キ 



空が分裂する 最果タヒ 著 新潮社 911.5-サ 

死にがいを求めて生きているの 朝井リョウ 著 中央公論新社 913-ア 

降霊会の夜 浅田次郎 著 朝日新聞出版 913-ア 

ブラックオアホワイト 浅田次郎 著 新潮社 913-ア 

カゲロボ 木皿泉 著 新潮社 913-キ 

青少年のための小説入門 久保寺健彦 著 集英社 913-ク 

父からの手紙 長編小説 小杉健治 著 光文社 913-コ 

アオハル・ポイント 佐野徹夜 [著] KADOKAWA 913-サ 

君は月夜に光り輝く+Fragments 佐野徹夜 [著] KADOKAWA 913-サ 

ずうのめ人形 澤村伊智 [著] KADOKAWA 913-サ 

雪冤 大門剛明 [著] KADOKAWA 913-タ 



ぴぷる 原田まりる 著 KADOKAWA 913-ハ 

カモフラージュ 松井玲奈 著 集英社 913-マ 

誤算 松下麻理緒 [著] KADOKAWA 913-マ 

風は西から 村山由佳 著 幻冬舎 913-ム 

雨の降る日は学校に行かない 相沢沙呼 著 集英社 913-ア 

こうして誰もいなくなった  有栖川有栖 著 KADOKAWA 913-ア 

御徒町カグヤナイツ 浅原ナオト 著 KADOKAWA 913-ア 

魔眼の匣の殺人  今村昌弘 著 東京創元社 913-イ 

鹿の王水底の橋 上橋菜穂子 著 KADOKAWA 913-ウ 

54 字の物語 3 氏田雄介 編著 ; 武田侑大 絵 PHP 研究所 913-ウ 

彼女たちの場合は 江國香織 著 集英社 913-エ 



サスツルギの亡霊 神山裕右 [著] 講談社 913-カ 

ラジオラジオラジオ! Radio Radio Radio!  加藤千恵 著 河出書房新社 913-カ 

心霊探偵八雲 Psychic Detective 11  神永学 著 KADOKAWA 
913- カ -

11 

ある晴れた夏の朝 小手鞠るい 著 偕成社 913-コ 

いとみち 越谷オサム 著 新潮社 913-コ 

寝ても覚めても 柴崎友香 著 河出書房新社 913-シ 

その日、朱音は空を飛んだ 武田綾乃 著 幻冬舎 913-タ 

新章神様のカルテ 夏川草介 著 小学館 913-ナ 

芙蓉の人 新田次郎 著 文藝春秋 913-ニ 

風に恋う Misery and Glory of Windgazer 額賀澪 著 文藝春秋 913-ヌ 

この川のむこうに君がいる 濱野京子 作 理論社 913-ハ 



スガリさんの感想文はいつだって斜め上 平田駒 著 河出書房新社 913-ヒ 

美しい顔 北条裕子 著 講談社 913-ホ 

君死にたもう流星群 松山剛 著 KADOKAWA 913-マ 

君死にたもう流星群 2 松山剛 著 KADOKAWA 913-マ-2 

君死にたもう流星群 3 松山剛 著 KADOKAWA 913-マ-3 

ビブリア古書堂の事件手帖 

～扉子と不思議な客人たち～ 
三上延 [著] KADOKAWA 913-ミ 

同潤会代官山アパートメント  三上延 著 新潮社 913-ミ 

鳥居の向こうは、知らない世界でした。  

癒しの薬園と仙人の師匠 
友麻碧 [著] 幻冬舎 913-ユ 

鳥居の向こうは、知らない世界でした。 2 友麻碧 [著] 幻冬舎 913-ユ２ 

エンドオブスカイ   雪乃紗衣 著 講談社 913-ユ 

ウドウロク 有働由美子 著 新潮社 914-ウ 



方丈記 鴨長明 著  蜂飼耳 訳 光文社 914-カ 

食べごしらえおままごと 石牟礼道子 著 中央公論新社 914-イ 

きっと大丈夫。 私の乳がんダイアリー 矢方美紀 著 双葉社 916-ヤ 

82 年生まれ、キム・ジヨン チョナムジュ 著  斎藤真理子 訳 筑摩書房 929-チ 

パンツ・プロジェクト キャット・クラーク 著  三辺律子 訳 あすなろ書房 933-ク 

ザ・ヘイト・ユー・ギヴ あなたがくれた憎しみ アンジー・トーマス 作  服部理佳 訳 岩崎書店 933-ト 

デーミアン ヘッセ 著  酒寄進一 訳 光文社 943-ヘ 

 

★マンガ 

め組の大吾 1～11 曽田正人 著 小学館 726-ソ 

風の谷のナウシカ 1～7 宮崎駿 著 徳間書店 726-ミ 

 


