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NEW !
書　名 著　者 出版者

 請求記号

キーワード

★ AI分析でわかったトップ5%社員の習慣 越川慎司　[著]
ディスカヴァー・トゥエン

ティワン
159-コ

★ エリア別だから流れがつながる世界史

祝田秀全　監修　;　かみゆ歴史

編集部　編　;　朝日新聞出版

編著

朝日新聞出版 209-イ

１日１ページで、３６５日世界一周 井田仁康 成美堂出版 290-イ

★
「数字」が読めると本当に儲かるんですか?　数字オンチのための「儲か

る会計」が肌感覚でわかる本
古屋悟司　著 日本実業出版社 336-フ

★ できる人は必ず持っている一流の気くばり力 安田正　著 三笠書房 336-ヤ

パパは女子高生だった　女の子だったパパが最高裁で逆転勝訴してつ

かんだ家族のカタチ
前田良　著 明石書店 367.9-マ

勉強するのは何のため?　僕らの「答え」のつくり方 苫野一徳　著 日本評論社 370-ト

縁食論　孤食と共食のあいだ 藤原辰史　著 ミシマ社 383-フ

★ 人間らしさの起源　社会性,　知性,　技術の進化史 篠田謙一　編 日経サイエンス 469-シ

パンに生えたカビ タイムラプスビジョン 474-タ

食生活アドバイザー3級公式テキスト&問題集 FLAネットワーク協会　編
日本能率協会マネジ

メントセンター
498.5-エ

食生活アドバイザー2級公式テキスト&問題集 FLAネットワーク協会　編
日本能率協会マネジ

メントセンター
498.5-エ

食こそ最高の薬になる 成田和子　著 飛鳥新社 498.5-ナ

★
よくわかる最新発酵の基本と仕組み　昔ながらの発酵から現代の発

酵までを知る
齋藤勝裕　著 秀和システム 588-サ

菌の声を聴け　タルマーリーのクレイジーで豊かな実践と提案 渡邉　格／著　渡邉麻里子／著 ミシマ社 588-ワ

★ 青木和子の小さな刺しゅうの旅 青木和子　著 日本ヴォーグ社 594-ア

★ オーガンジー刺繡　　美しい花モチーフのアクセサリー natsuki　hirose　著 河出書房新社 594-ヒ

★ きらきら鉱物菓子の作り方　 ハラペコラボ　著 KADOKAWA 596-ハ

猫が食べると危ない食品・植物・家の中の物図鑑　誤食と中毒からあ

なたの猫を守るために
服部幸　監修　;　ねこねっこ　構成ねこねっこ 645.7-ハ

まるごとわかるタマゴ読本 渡邊乾二　著 農山漁村文化協会 648.3-ワ

２類　歴　史・地　理・伝　記

４類　自然科学

５類　技　　術

３類　社会科学

１類　哲　　学

６類　産　　業

モーリン

★印は図書委員会が

今井書店へ行って選
んだ本です



★ タピオカガエルのタピオカ屋 じゅえき太郎　著 実業之日本社 726-シ

★ 世界を敵に回してもねこを愛してる せかねこ　著
一迅社　講談社

(発売)
726-セ

★ フリースタイル家族 ツボウチさん　著 KADOKAWA 726-ツ

★ パンダのパンツちゃん のぶみ　さく ＫＡＤＯＫＡＷＡ 726-ノ

キングダム　KINGDOM　62 原泰久　著 集英社 726-ハ-62

ブルーピリオド　1～10 山口つばさ　著 講談社 726-ヤ

★ 文豪ストレイドッグスBEAST 朝霧カフカ　[著] KADOKAWA 913-ア

★ 赤ずきん、旅の途中で死体と出会う。 青柳碧人　著 双葉社 913-ア

行きたくない

阿川せんり,　奥田亜希子,　加藤

シゲアキ,　小嶋陽太郎,　住野よ

る,　渡辺優　[著]

KADOKAWA 913-ア

★ ヴァイオレット・エヴァーガーデン　上 暁佳奈　著 京都アニメーション 913-ア-1

★ いつか、眠りにつく日　2 いぬじゅん　著 スターツ出版 913-イ-2

★ この恋は世界でいちばん美しい雨 宇山佳佑　著 集英社 913-ウ

★ 100万分の1回のねこ

江國香織,　岩瀬成子,　くどうな

おこ,　井上荒野,　角田光代,

町田康,　今江祥智,　唯野未歩

子,　山田詠美,　綿矢りさ,　川上

弘美,　広瀬弦,　谷川俊太郎

[著]

講談社 913-エ

★ 5分後に涙が溢れるラスト エブリスタ　編 河出書房新社 913-エ

★ なかなか暮れない夏の夕暮れ 江國香織　著 角川春樹事務所 913-エ

江國香織童話集 江國香織　著 理論社 913-エ

★ 遥かに届くきみの聲 大橋崇行　著 双葉社 913-オ

★ リセット 垣谷美雨　著 双葉社 913-カ

★ どうか、彼女が死にますように 喜友名トト　[著] KADOKAWA 913-キ

★ 動機探偵 喜多喜久　著 双葉社 913-キ

★ クララ殺し 小林泰三　著 東京創元社 913-コ

★ アリス殺し 小林泰三　著 東京創元社 913-コ

★ カケラ女 清水カルマ　[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン913-シ

★ ひげを剃る。女子高生を拾う しめさば KADOKAWA   913-シ

★ ありふれた職業で世界最強 白米良 オーバーラップ 913-シ

★ 365日、君をずっと想うから。　 SELEN　著 スターツ出版 913-セ

★ るろうに剣心最終章The　Final　映画ノベライズ
和月伸宏　原作　;　大友啓史

脚本　;　田中創　著
集英社 913-タ

９類　文　　学

７類　芸　術　スポーツ



★ 心が折れた夜のプレイリスト 竹宮ゆゆこ　著 新潮社」 913-タ

★ 死刑評決 大門剛明　[著] 講談社 913-タ

青い春を数えて 武田綾乃 講談社 913-タ

★ 甦る殺人者　天久鷹央の事件カルテ 知念実希人　著 新潮社 913-チ

★ 霊長類　南へ 筒井康隆　[著] KADOKAWA 913-ツ

琥珀の夏 辻村深月　著 文藝春秋 913-ツ

★ 夜が暗いとはかぎらない 寺地はるな　[著] ポプラ社 913-テ

スーパーカブ　1 トネ・コーケン　著 KADOKAWA 913-ト-1

★ 京都西陣なごみ植物店　「紫式部の白いバラ」の謎 仲町六絵　著 PHP研究所 913-ナ

★ 護られなかった者たちへ 中山七里　著 NHK出版 913-ナ

★ そこにいるのに　13の恐怖の物語 似鳥鶏　著 河出書房新社 913-ニ

★
掟上今日子の鑑札票　13 西尾維新　著 講談社 913-ニ-13

HELLO　WORLD 野﨑まど　著 集英社 913-ノ

★ マカン・マラン　　二十三時の夜食カフェ　 古内一絵　著 中央公論新社 913-フ

★ 時給三〇〇円の死神 藤まる　著 双葉社 913-フ

女王さまの夜食カフェ　マカン・マランふたたび 古内一絵　著 中央公論新社 913-フ

さよならの夜食カフェ　マカン・マランおしまい 古内一絵　著 中央公論新社 913-フ

きまぐれな夜食カフェ　マカン・マランみたび 古内一絵　著 中央公論新社 913-フ

★ 竜とそばかすの姫 細田守　[著] KADOKAWA 913-ホ

デフ・ヴォイス　法廷の手話通訳士 丸山正樹　著 文藝春秋 913-マ

校閲ガール 宮木あや子　[著] KADOKAWA 913-ミ

遠くの声に耳を澄ませて 宮下奈都　著 新潮社 913-ミ

東京奇譚集 村上／春樹∥著 新潮社 913-ム

★ 5分後に意外な結末ベスト・セレクション 桃戸ハル　編・著 講談社 913-モ

★ 会社の裏に同僚埋めてくるけど何か質問ある? 夕鷺かのう　著 集英社 913-ユ

★ 一行怪談 吉田悠軌　著 PHP研究所 913-ヨ

★ 一行怪談　2 吉田悠軌　著 PHP研究所 913-ヨ-2

★ サロメ ワイルド　作　;　福田恆存　訳 岩波書店 932-ワ

★ ロボット・イン・ザ・ファミリー
デボラ・インストール　著　;　松原

葉子　訳
小学館 933-イ-4

島根県立出雲農林高等学校　令和３年7月19日


