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NEW !
書　名 著　者 出版者

 請求記号

キーワード

答えのない世界を生きる 小坂井敏晶　著 祥伝社 002-コ

マンガでわかる世の中の「ウソ」から身を守る　情報との正しい接し方 下村健一　監修 学研プラス 007-シ

できるChromebook　新しいGoogleのパソコンを使いこなす本
法林岳之,　清水理史,　できるシ

リーズ編集部　著
インプレス 007-ホ

ネット・スマホ攻略術
山崎聡一郎 監修 森井ケンシロウ

漫画 古城宏 漫画原作
講談社 007-ヤ

デジタルで読む脳×紙の本で読む脳　「深い読み」ができるバイリテラ

シー脳を育てる

メアリアン・ウルフ　著　;　大田直

子　訳

インターシフト　合同

出版　(発売)
019-ウ

伝わるデザインの基本　　よい資料を作るためのレイアウトのルール 高橋佑磨,　片山なつ　著 技術評論社 021-タ

ちょさく犬が答える!SNS時代の著作権 野田佳邦　著 三恵社 021-ノ

はじめての哲学 藤田正勝　著 岩波書店 100-フ

死について考える本
メリー＝エレン・ウィルコックス作　お

おつかのりこ訳
あかね書房 114-ウ

孤独がきみを強くする 岡本太郎　著 興陽館 159-オ

百姓たちの江戸時代 渡辺尚志　著 筑摩書房 210.5-ワ

ポプラディアプラス日本の地理　全７巻 ポプラ社 291-ホ

おとなを動かす悩み相談クエスト　こども六法NEXT
山崎聡一郎 監修 森井ケンシロウ

漫画 古城宏 漫画原作
小学館 320-ヤ

マンガでわかる高校生からのお金の教科書
小柳順治　原作　;　漫画工房

樹本村塾,　十屋つぐみ　画
河出書房新社 338-コ

桃太郎のきびだんごは経費で落ちるのか?　日本の昔話で身につく税

の基本
高橋創,　井上マサキ　著 ダイヤモンド社 345-タ

環境専門家になるには 小熊みどり　著 ぺりかん社 366-オ

自分のミライの見つけ方　いつか働くきみに伝えたい『やりたいこと探し』

より大切なこと

児美川孝一郎　著　;　道添進

編集協力
旬報社 366-コ

「ちがい」ってなんだ?　障害について知る本
井筒節,　飯山智史,　町田紘太

監修
学研プラス 369.2-イ

子どもたちの階級闘争　ブロークン・ブリテンの無料託児所から ブレイディみかこ　[著] みすず書房 369.4-フ

農学部　中高生のための学部選びガイド 佐藤成美　著 ぺりかん社 376-サ

０類　総　　記

２類　歴　史・地　理・伝　記

１類　哲　　学

３類　社会科学

モーリンモーリン



ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー２ ブレイディみかこ　[著] 新潮社 376-フ

歴史ごはん信長、秀吉、家康たちが食べた料理　つくって、味わい、歴

史を知ろう
永山久夫　監修 くもん出版 383-ナ

じつは食べられるいきもの事典　おかわり!
松原始,　伊勢優史　著　;　ぽん

とごたんだ　絵
宝島社 383-マ

深掘り!中学数学　教科書に書かれていない数学の話 坂間千秋　著 岩波書店 410-サ

ゲッチョ先生と行く沖縄自然探検 盛口満　著 岩波書店 462-モ

FLORA図鑑植物の世界 スミソニアン協会,　キュー王立植物園　監修　;　塚谷裕一　日本語版監修　スミソニアンインスティテューション　キュー植物園東京書籍 470-ス

ZOOLOGY　図鑑動物の世界 スミソニアン協会,　ロンドン自然史博物館　監修　;　遠藤秀紀　日本語版監修　;　[定木大介],　[渡邊真里]　[訳]　スミソニアンインスティテューション　大英自然史博物館東京書籍 480.3-ス

なぜからはじまる体の科学　脳と体にワクドキッ　「食べる・出す」編 鯉淵典之　監修 保育社 491.3-コ

なぜ眠るのか　現代人のための最新睡眠学入門 パトリシア・S・ダニエルズ　著　;　湊麻里　訳
日経ナショナルジオグ

ラフィック社
491.3-タ

なぜからはじまる体の科学　脳と体にワクドキッ　「見る」編 挾間章博　著 保育社 491.3-ハ

なぜからはじまる体の科学　脳と体にワクドキッ　「聞く・話す」編 挾間章博,　垣野内景　著 保育社 491.3-ハ

依存症ってなんですか? 菊池真理子　著 秋田書店 493.1-キ

新型コロナワクチンQ&A100　日米で診療にあたる医師ら10人が総力

回答!
コロワくんサポーターズ　著 日経メディカル開発 493.8-コ

子は親を救うために「心の病」になる 高橋和巳　著 筑摩書房 493.9-タ

カラダに効く!タンパク質まるわかりBOOK 藤田聡　監修 学研プラス 498.5-フ

カラーイラストで学ぶ新型コロナウイルスの感染対策 下間正隆　絵と文 金芳堂 498.6-シ

今、世界はあぶないのか?地球を守る
ルイーズ・スピルズベリー 文 ハナネ・カ

イ 絵 大山泉 訳
評論社 519-ス

調理の基本まるわかり便利帳　食品の知識・調理データ・下ごしらえ・

味つけ・調理法・栄養価計算
松本仲子　監修

女子栄養大学出版

部
596-マ

北斎原寸美術館100%　Hokusai! [葛飾北斎]　[画] 小学館 721-カ

３月のライオン16 羽海野チカ 白泉社 726-ウ

ちはやふる　46 末次由紀　著 講談社 726-ス-46

夏がとまらない　藤岡拓太郎作品集 藤岡拓太郎　著 ナナロク社 726-フ

絵がふつうに上手くなる本　はじめの一歩×上手い絵の技術×安定し

て稼ぐ秘訣
よー清水　著 SBクリエイティブ 726-ヨ

楽しい!美しい!情報を図で伝えるデザイン パイインターナショナル　編著 パイインターナショナル 727-ハ

アニメーターズサバイバルキット リチャード・ウィリアムズ著 グラフィック社 778-ウ

マンガで学ぶスポーツ倫理　わたしたちはスポーツで何をめざすのか
林芳紀,　伊吹友秀　著　;

KEITO　マンガ
化学同人 780-ハ

４類　自然科学

５類　技　　術

７類　芸　術　スポーツ



あの夏の正解 早見和真　著 新潮社 783-ハ

特別報道写真集　東京オリンピック2020 山陰中央新報社 780-サ

論理的にプレゼンする技術　聴き手の記憶に残る話し方の極意 平林純　著 SBクリエイティブ 809-ヒ

辞典語辞典　辞書にまつわる言葉をイラストと豆知識でずっしりと読み解く
見坊行徳,　稲川智樹　文　;

いのうえさきこ　絵
誠文堂新光社 813-ケ

はじめてでも、ふたたびでも、これならできる!レポート・論文のまとめ方 新田誠吾　著 すばる舎 816-ニ

覚醒するシスターフッド

サラ・カリー,　大前粟生,　柚木麻

子,　こだま,　ヘレン・オイェイェミ,

キムソンジュン,　藤野可織,　桐野

夏生,　文珍,　マーガレット・アト

ウッド　著　;　岸本佐知子,　上

田麻由子,　濱田麻矢,　斎藤真

河出書房新社 908-カ

あめつちのうた 朝倉宏景　[著] 講談社 913-ア

兇人邸の殺人 今村昌弘　著 東京創元社 913-イ

ラストラン 角野栄子　[著] KADOKAWA 913-カ

アイアムマイヒーロー! 鯨井あめ　著 講談社 913-ク

ハニーレモンソーダ　映画ノベライズ
村田真優　原作　;　吉川菜美

脚本　;　後白河安寿　著
集英社 913-コ

神在月のこども 四戸俊成,　芹沢政信　[著] 講談社 913-シ

サード・キッチン 白尾悠　著 河出書房新社 913-シ

辰巳センセイの文学教室 瀬川雅峰　著 宝島社 913-セ

硝子の塔の殺人 知念実希人　著 実業之日本社 913-チ

鬼人幻燈抄　7　明治編　君を想う 中西モトオ　著 双葉社 913-ナ-7

孤どもたちへのクロッキー 長谷川雅人 小さな今井 913-ハ

小説版この世界の楽しみ方

HoneyWorks　原案　;　香坂茉

里　著　;　LIP×LIP　Movie

Project　監修

KADOKAWA 913-ハ

透明な螺旋 東野圭吾　著 文藝春秋 913-ヒ

男の子になりたかった女の子になりたかった女の子 松田青子　著 中央公論社 913-マ

ヒトコブラクダ層ぜっと　Arabian　camel　layer　Z　上 万城目学　著 幻冬舎 913-マ-1

ヒトコブラクダ層ぜっと　Arabian　camel　layer　Z　下 万城目学　著 幻冬舎 913-マ-2

家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった 岸田奈美　著 小学館 914-キ

ミカンの味 チョ・ナムジュ著　矢島暁子訳 朝日新聞出版 929-チ

９類　文　　学

島根県立出雲農林高等学校　令和３年9月30日

８類　言　　語


