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NEW !
書　名 著　者 出版者

 請求記号　

キーワード

 井手上漠フォトエッセイ  normal? 井手上漠 著 講談社 097.7-イ

学校では教えてくれない自分を休ませる方法 井上祐紀　著 KADOKAWA 146-イ

みんなに好かれなくていい 和田秀樹 著 小学館 159-ワ

高校生の就職活動オールガイド　'22年版 加藤敏明　監修 成美堂出版 366-カ

高校生からのビジネスマナー 実教出版 実教出版 366-シ

ボクの彼氏はどこにいる? 石川大我 [著] 講談社 367.9-イ

科学者になりたい君へ 佐藤勝彦 著 河出書房新社 407-サ

レスキューナースが教える新型コロナ×防災マニュアル 辻直美　著 扶桑社 498.6-ツ

新型コロナウイルス　ナースたちの現場レポート
日本看護協会出版会編集部　

編
日本看護協会出版会 498.6-ニ

よくわかる測量　マンガと図解で身につく 海津優　著 自由国民社 512-カ

ひと目でわかる地球環境のしくみとはたらき図鑑
トニー・ジュニパー　著　;　赤羽

真紀子,　大河内直彦　日本語
創元社 519-シ

ドラえもんを本気でつくる 大澤正彦　著 PHP研究所 548-オ

眠れぬ夜はケーキを焼いて 午後 著 KADOKAWA 596-コ

たまごかけご飯だって、立派な自炊です。　たまごで養う自炊力 白央篤司　著 家の光協会 596-ハ

マル農のひと 金井真紀　文と絵 左右社 615.7-カ

おいしい牛乳は草の色 牛たちと暮らす、なかほら牧場の365日
中洞正 著 ; 安田菜津紀, 高橋

宣仁, なかほら牧場 写真
春陽堂書店 641.7-ナ

幸せな牛からおいしい牛乳 中洞正　著 コモンズ 648.1-ナ

ごめんじゃすまない!自転車の事故 あなたと家族を守るため
岡田正樹, 山本浩伸 著 ; 岡田

正樹 監修
芸文社 681-オ

山をつくる　東京チェンソーズの挑戦 菅聖子　文 小峰書店 651-ス

青のオーケストラ　 阿久井真 著 小学館 726-ア

タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン・リチャードソン, ピーター・パーネル 文 ; ヘンリー・コール 絵 ; 尾辻かな子, 前田和男 訳ポット出版 726-コ

たまごのはなし しおたにまみこ 作 福音館書店 726-シ

０類　総　　記

１類　哲　　学

３類　社会科学

４類　自然科学

５類　技　　術

６類　産　　業

７類　芸　術　スポーツ

モーリン



はたらく細胞　06 清水茜 著 講談社 726-シ-6

スタジオジブリ100 完全保存版 : ピアノソロ
秋敦子, 秋山さやか, 安蒜佐知

子, 石川芳, 板垣敬子, 稲葉夕
ヤマハミュージックメディア 763-ア

スポーツマンシップバイブル  スポーツに関わるすべての人が必読の「スポーツの

真髄」
中村聡宏 著 東洋館出版社 780-ナ

今より強く!を目指して アスリートの身体づくりと食のエッセンス
日本陸上競技連盟医事委員会 

編著
ライフサイエンス出版 780-ニ

スターティングストレングス Basic Barbell Training
Mark Rippetoe 著 ; 八百健吾 

監訳
医学映像教育センター 780-リ

ランナーのためのメンテナンス・トレーニング  競技力向上につながる「ケガしな

い体づくり」
中本亮二 著 ベースボール・マガジン社 782-ナ

バレーボール技術を磨く筑波大メソッド 秋山央 著 ベースボール・マガジン社 783-ア

プロの選手だけに教えてきたバッティングドリル100 内田順三 著 KADOKAWA 783-ウ

野球の科学 解剖学、力学、統計学でプレーを分析! 川村卓 著 SBクリエイティブ 783-カ

ソフトテニスうまく動ける体になるトレーニング 競技力が上がる体づくり 川上晃司 著 ベースボール・マガジン社 783-カ

バドミントンうまく動ける体になるトレーニング 競技力が上がる体づくり 神田潤一 著 ベースボール・マガジン社 783-カ

小さい選手が大きい選手に勝つためのバスケットボール・スキル 富樫英樹 監修 マイナビ出版 783-ト

ソフトテニスの戦い方   セオリーをもとにリスクも背負って攻めていく 中堀成生 著 ベースボール・マガジン社 783-ナ

すぐに試合で使える!点が取れる!魔法のバスケレッスン 中川直之 著 宝島社 783-ナ

みんなうまくなるバドミントン基本と練習 廣瀬栄理子 著 ベースボール・マガジン社 783-ヒ

バレーボールメンタル強化メソッド 今より強い自分、強いチームになるために 渡辺英児 著 実業之日本社 783-ワ

コミュニケーション力を高めるプレゼン・発表術
上坂博亨, 大谷孝行, 里見安那 

著
岩波書店 809-ウ

反対語対照語辞典 北原保雄, 東郷吉男 編 東京堂出版 813-キ

高校生からの韓国語入門 稲川右樹　著 筑摩書房 829-イ

中学英語から始める洋書の世界 林剛司　著 青春出版社 830-ハ

教室に並んだ背表紙 相沢沙呼　著 集英社 913-ア

恋に焦がれたブルー 宇山佳佑 著 集英社 913-ウ

麦本三歩の好きなもの　第2集 住野よる　著 幻冬舎 913-ス-2

その扉をたたく音 瀬尾まいこ　著 集英社 913-セ

鬼人幻燈抄　明治編　夏宵蜃気楼 中西モトオ 著 双葉社 913-ナ-5

お絵かき禁止の国 長谷川まりる 著 講談社 913-ハ

薬屋のひとりごと　11 日向夏 [著] 主婦の友社 913-ヒ-11

破滅の刑死者 内閣情報調査室「特務捜査」部門CIRO-S 1~4 吹井賢 [著] KADOKAWA 913-フ

鳥居の向こうは、知らない世界でした。　3 友麻碧 [著] 幻冬舎 913-ユ-3

鳥居の向こうは、知らない世界でした。　4 友麻碧 [著] 幻冬舎 913-ユ-4

あやかし夫婦は吸血鬼と踊る。　8 友麻碧 [著] KADOKAWA 913-ユ-8

壊れやすいもの ニール・ゲイマン [著] ; 金原瑞人, 野沢佳織 訳KADOKAWA 933-ケ

島根県立出雲農林高等学校　令和３年5月31日

８類　言　　語

９類　文　　学


