
書　名 著　者 出版者 請求記号

わかりやすさの罠　池上流「知る力」の鍛え方 池上彰　著 集英社 002-イ

なんのために学ぶのか 池上彰　著 SBクリエイティブ 002-イ

探究に役立つ!学校司書と学ぶレポート・論文作成ガイド
東京都立高等学校学校司書会ラーニ

ングスキルガイドプロジェクトチーム　編著
ぺりかん社 002-ト

ネットとSNSを安全に使いこなす方法 ルーイ・ストウェル 著　小寺敦子 訳 東京書籍 007-ス

まなの本棚 芦田愛菜　著 小学館 019-ア

旅の図案帖　萩と石見を写真で綴る
今井印刷

今井出版　(発売)
092.9-イ

おがっちの韓国さらん本　本当に知ってほしい!韓国の話 おがっち　著 ハーベスト出版 092.9-オ

解説出雲国風土記 島根県古代文化センター　編
島根県教育委員会

今井出版　(発売)
092.9-シ

折れない心を育てるいのちの授業 小澤竹俊　著 KADOKAWA 114-オ

人を動かす「色」の科学　1杯のコーヒーから始まる身近で不思議な世界 松本英恵　著 SBクリエイティブ 141-マ

メンタル・クエスト　心のHPが０になりそうな自分をラクにする本 鈴木裕介　著 大和出版 146-ス

居るのはつらいよ　ケアとセラピーについての覚書 東畑開人　著 医学書院 146-ト

オリジン・ストーリー　138億年全史
デイヴィッド・クリスチャン　著

柴田裕之　訳
筑摩書房 209-ク

十五の夏　上 佐藤優　著 幻冬舎 289-サ-1

十五の夏　下 佐藤優　著 幻冬舎 289-サ-2

しりたいな全国のまちづくり　1　防災とまちづくり
岡田知弘　監修　本堂やよい

八木絹　執筆
かもがわ出版 318-オ-1

しりたいな全国のまちづくり　2　少子高齢化とまちづくり
岡田知弘　監修　本堂やよい

八木絹　執筆
かもがわ出版 318-オ-2

しりたいな全国のまちづくり　3　地域経済とまちづくり
岡田知弘　監修　本堂やよい

八木絹　執筆
かもがわ出版 318-オ-3

ふるさとって呼んでもいいですか　6歳で「移民」になった私の物語 ナディ　著 大月書店 334-ナ

SDGsが地方を救う　なぜ「水・食・電気」が地域を活性化させるのか 米谷仁,　生田尚之　著 プレジデント社 336-コ

なぜ僕らは働くのか　君が幸せになるために考えてほしい大切なこと 池上彰　監修 学研プラス 366-イ

NEW !

０類　総記（学問、情報科学、図書館など）

１類　哲学（心理学・宗教など）

０９～　地域資料（島根に関する本）

２類　歴史（各国の歴史・伝記・地理）

3類　社会科学（政治・経済・教育・民俗学など）
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臨床検査技師の一日 WILLこども知育研究所　編著 保育社 366-ウ

歯科衛生士の一日 WILLこども知育研究所　編著 保育社 366-ウ

臨床工学技士の一日 WILLこども知育研究所　編著 保育社 366-ウ

診療放射線技師の一日 WILLこども知育研究所　編著 保育社 366-ウ

柔道整復師の一日 WILLこども知育研究所　編著 保育社 366-ウ

精神保健福祉士の一日 WILLこども知育研究所　編著 保育社 366-ウ

視能訓練士の一日 WILLこども知育研究所　編著 保育社 366-ウ

言語聴覚士の一日 WILLこども知育研究所　編著 保育社 366-ウ

義肢装具士の一日 WILLこども知育研究所　編著 保育社 366-ウ

「在宅医療」で働く人の一日 WILLこども知育研究所　編著 保育社 366-ウ

公認心理師の一日 WILLこども知育研究所　編著 保育社 366-ウ

大人になる前に知る性のこと　他人を尊重し、自分を大切にする 加納尚美,　鈴木琴子　編著 ぺりかん社 367.9-カ

ボランティアをやりたい!　高校生ボランティア・アワードに集まれ
さだまさし,　風に立つライオン基金

編
岩波書店 369.7-サ

看護・医療系学部の小論文 河井塾講師／編著 河合出版 376-カ

地域協働による高校魅力化ガイド　社会に開かれた学校をつくる
地域・教育魅力化プラットフォーム

編　地域教育魅力化プラットフォー
岩波書店 376-チ

新・大学でなにを学ぶか 上田紀行　編著 岩波書店 377-ウ

京大変人講座
酒井敏,　小木曽哲,　山内裕,

那須耕介,　川上浩司,　神川龍
三笠書房 377-サ

明日の農業に挑戦　高崎健康福祉大学で学ぶ農業の未来 鶴蒔靖夫　著 IN通信社 377-ツ

都会で着こなす世界の民族衣装 主婦の友社　編 主婦の友社 383-シ

ビッグ・クエスチョン　〈人類の難問〉に答えよう
スティーヴン・ホーキング　著　;　青

木薫　訳
NHK出版 400-ホ

理系力が身につく週末実験　身近な不思議を読み解く科学
尾嶋好美　著　;　宮本一弘

監修
SBクリエイティブ 407-オ

５分で論理的思考力ドリル
ソニー・グローバルエデュケーション

著
学研プラス 410-ソ

統計学をめぐる散歩道　ツキは続く?続かない? 石黒真木夫　著 岩波書店 417-イ

空の辞典 小河俊哉　著 雷鳥社 451-オ

はたらく細胞人体のふしぎ図鑑 講談社　編 講談社 463-コ

若い読者のための『種の起源』　入門生物学
チャールズ・ダーウィン 著　レベッカ・

ステフォフ　編著　　鳥見真生
あすなろ書房 467-タ

知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤淳一,　瀬戸口浩彰　著 創元社 470-ナ

オオカミと野生のイヌ
近藤雄生　本文　　菊水健史

監修　　澤井聖一　写真解説
エクスナレッジ 489.5-コ

家のネコと野生のネコ
澤井聖一　本文・写真解説

近藤雄生　野生のネコ本文
エクスナレッジ 489.5-サ

マイクロカプセル香害　柔軟剤・消臭剤による痛みと哀しみ
古庄弘枝+被害者・発症者の声

著
ジャパンマシニスト社 493.1-K

スマホ依存から脳を守る 中山秀紀　著 朝日新聞出版 493.7-ナ

４類　自然科学（数学・宇宙・地球・生物・植物・動物・医学など）



マンガでわかる薬のしくみとはたらき事典 丸山敬　監修 ナツメ社 499-マ

ごみ育　日本一楽しいごみ分別の本 滝沢秀一　著 太田出版 518-タ

クジラのおなかからプラスチック 保坂直紀　著 旬報社 519-ホ

世界を変えた建物　子どもに教えたい大人にも知ってほしい
クリスティーネ・パクスマン 著 アンネ・

イベリングス 挿絵 鈴木咲子 監修
エクスナレッジ 520-ハ

「木の国」日本の新しい空間と技術　公共建築を木でつくるためのガイド

ブック

次世代公共建築研究会木造建築

部会　編
公共建築協会 526-シ

チェルノブイリの祈り　未来の物語
スベトラーナ・アレクシエービッチ 著

松本妙子 訳
岩波書店 543-ア

あなたがひとりで生きていく時に知っておいてほしいこと　ひとり暮らしの智

恵と技術
辰巳渚　著 文藝春秋 590-タ

青春ハンドメイド　１　:　イベントを盛り上げるコスチューム 学研プラス 594-セ-1

青春ハンドメイド　２　:　スクールライフを楽しむアイテム 学研プラス 594-セ-2

青春ハンドメイド　３　:　お部屋をいろどるインテリア・ツール 学研プラス 594-セ-3

不思議なお菓子レシピ　サイエンススイーツ 太田さちか　著
マイルスタッフ　イン

プレス（発売）
596-オ

そば・うどん・粉もの 日本調理科学会　企画・編集 農山漁村文化協会 596-ニ

大好き！ハワイアンごはんとお菓子のレシピ ワタナベマキ／若山曜子著 主婦と生活社 596-ワ

発達障害の私が夫と普通に暮らすために書いているノート
ななしのうい　著　福西勇夫　監

修
G.B. 598-ナ

きみのまちに未来はあるか?　「根っこ」から地域をつくる 除本理史,　佐無田光　著 岩波書店 601-ヨ

今さら聞けない肥料の話きほんのき 農文協／編 農山漁村文化協会 613.5-ノ

代かき名人になる! 農山漁村文化協会 616-ノ

トウモロコシの大百科 濃沼圭一　編 農山漁村文化協会 616.6-コ

トウモロコシ　歴史・文化、特性・栽培、加工・利用 戸澤英男　著 農山漁村文化協会 616.6-ト

梅パワーのひみつ 田川滋／漫画　橘悠紀／構成 学研プラス 625-タ

野菜づくり大百科　決定版 板木利隆　著 家の光協会 626-イ

はたらく動物と 金井真紀　文・絵 ころから 645-カ

ねこ語会話帖　猫の言葉をシンプルに理解するためのフォトブック 今泉忠明　監修 誠文堂新光社 645.7-イ

ニワトリの大研究　歴史・生態から人とのかかわりまで 森誠　監修 PHP研究所 646-モ

動物の看護師さん　動物・飼い主・獣医師をつなぐ6つの物語 保田明恵　著 大月書店 649.5-ヤ

世界の樹木をめぐる80の物語
ジョナサン・ドローリ　著　;　ルシー

ル・クレール　挿画　;　三枝小夜
柏書房 653.2-ト

部活でスキルアップ!放送活躍のポイント50 さらだたまこ　監修 メイツ出版 699-サ

ゴッホはなぜ星月夜のうねる糸杉をえがいたのか
マイケル・バード　著　;　ケイト・エ

ヴァンズ　絵　;　岡本由香子
エクスナレッジ 702-ハ

日本遺産　　地域の歴史と伝統文化を学ぶ　1 ポプラ社 709-ホ-1

５類　技術．工学（環境・建築・生活・料理など）

６類　産業（農業・園芸・畜産・森林・水産・交通・通信など）

７類　芸術．美術（絵画・写真・音楽・スポーツなど）



日本遺産　　地域の歴史と伝統文化を学ぶ　2 ポプラ社 709-ホ-2

あさになったのでまどをあけますよ 荒井良二　著 偕成社 726-ア

アンディ・ウォーホルのヘビのおはなし
アンディ・ウォーホル　著　;　野中

邦子　訳
河出書房新社 726-ウ

黄色い本　ジャック・チボーという名の友人 高野文子　著 講談社 726-タ

火の鳥　1~14 手塚治虫　[著] KADOKAWA 726-テ-1

猫ごよみ365日　今日はニャンの日?猫といっしょに季節のある暮らし 中西なちお　著 誠文堂新光社 726-ナ

デジタルで描く!「刀剣+ポーズ」イラスト真剣講座　キャラクターに命を吹き

込む、動き・表情・シーンの秘伝技
夏生　著 SBクリエイティブ 726-ナ

リアルクローズイラストレーション パイインターナショナル　編著
パイインターナショナ

ル
726-ハ

キングダム　57 原泰久　著 集英社 726-ハ-57

ころべばいいのに ヨシタケシンスケ　作 ブロンズ新社 726-ヨ

すみっコぐらし　そらいろのまいにち　:　絵本 よこみぞゆり　絵と文 主婦と生活社 726-ヨ

キャパとゲルダ　ふたりの戦場カメラマン
マーク・アロンソン,　マリナ・ブドーズ

著　;　原田勝　訳
あすなろ書房 740-ア

死ぬまでに観ておきたい世界の写真1001
ポール・ロウ　編　;　小川浩一,

竹村奈央,　風早仁美　訳
実業之日本社 740-ロ

カメラ1年生　iPhone・スマホ写真編 矢島直美　著 インプレス 743-ヤ

写真集　Photos 幡野広志　写真・文 ほぼ日 748-ハ

折りびな
田中サタ　著　;　真田ふさえ

画
福音館書店 754-タ

ピアノの教科書 丹内真弓／著
ヤマハミューッジック

エンタテインメント
763-ヤ

リズムがみえる
ミシェル ウッド 絵 トヨミ アイガス 文

金原瑞人 訳 ピーター バラカン 監修
サウザンブックス社 764-ウ

ものがたり日本音楽史 徳丸吉彦　著 岩波書店 768-ト

NSCA高校生のための体力トレーニングマニュアル
NSCAジャパン　編著　;　福永哲

夫　監修

ベースボール・マガジ

ン社
780-エ

オリンピック・パラリンピックを学ぶ 後藤光将　編著 岩波書店 780-コ

いちばんよくわかる！スポーツマッサージ 並木磨去光　著 学研パブリッシング 780-ナ

廣戸聡一ブレインノート　脳と骨格で解く人体理論大全 廣戸聡一　著 日本文芸社 780-ヒ

BOARD　GAME　GUIDE　500 田中誠　著 スモール出版 798-タ

言の葉連想辞典 あわい　絵　;　遊泳舎　編 遊泳舎 814-ユ

読解力を身につける 村上慎一　著 岩波書店 817-ム

君の名は。バイリンガル版　1　your　name.
新海誠 原作 琴音らんまる 漫画 Taylor Engel 英語

翻訳 kazuma 英文解説
KADOKAWA 837-コ-1

26文字のラブレター 遊泳舎　編　;　いとうあつき　絵 遊泳舎 911.6-ユ

むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳碧人　著 双葉社 913-ア

イマジン? 有川ひろ　著 幻冬舎 913-ア

８類　言語（日本語・英語・その他の言語）

９類　文学（日本文学・各国の文学・詩・随筆など）



こちらあみ子 今村夏子　著 筑摩書房 913-イ

逆ソクラテス 伊坂幸太郎　著 集英社 913-イ

宙の家 大島真寿美　[著] 角川書店 913-オ

香港の甘い豆腐 大島真寿美　著 小学館 913-オ

白銀(しろがね)の墟　玄(くろ)の月　第1巻～第３巻 小野不由美　著 新潮社 913-オ

青春ブタ野郎は迷えるシンガーの夢を見ない 鴨志田一　[著] KADOKAWA 913-カ-10

青春サプリ。１　自分がここにいる理由 青木美穂ほか　著 ポプラ社 913-セ-1

青春サプリ。２　いつだってそこに仲間がいる 日比野恭三ほか　著 ポプラ社 913-セ-2

ムゲンのi　上 知念実希人　著 双葉社 913-チ-1

ムゲンのi　下 知念実希人　著 双葉社 913-チ-2

ツナグ　想い人の心得 辻村深月　著 新潮社 913-ツ

あの日の交換日記 辻堂ゆめ　著 中央公論新社 913-ツ

ポトスライムの舟 津村　記久子／著 講談社 913-ツ

流浪の月 凪良ゆう　著 東京創元社 913-ナ

タイタン 野崎まど　著 講談社 913-ノ

店長がバカすぎて 早見和真　[著] 角川春樹事務所 913-ハ

空は逃げない まはら三桃　著 小学館 913-マ

君死にたもう流星群　5 松山剛　著 KADOKAWA 913-マ-5

オーバーロード　14 丸山くがね　著 KADOKAWA 913-マ-14

カケラ 湊かなえ　著 集英社 913-ミ

カザアナ 森絵都　著 朝日新聞出版 913-モ

廉太郎ノオト 谷津矢車　著 中央公論新社 913-ヤ

ノースライト 横山秀夫　著 新潮社 913-ヨ

自分ことわざじてん　さくらこ式 さくらこ　著 ライツ社 917-サ

墓場の少年　ノーボディ・オーエンズの奇妙な生活
ニール・ゲイマン　[著]　;　金原瑞

人　訳
KADOKAWA 933-ケ

フラミンゴボーイ
マイケル・モーパーゴ　作　;　杉田

七重　訳
小学館 933-モ

ペスト カミュ　[著]　;　宮崎嶺雄　訳 新潮社 953-カ

三つ編み
レティシア・コロンバニ　著　;　齋

藤可津子　訳
早川書房 953-コ

アルベール・カミュ　ペスト　100分de名著 中条　省平／著 NHK出版 953-ナ

終わりと始まり
ヴィスワヴァ・シンボルスカ　著　;

沼野充義　訳・解説
未知谷 989-シ

島根県立出雲農林高等学校図書館


