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書　名 著　者　等 出版者  請求記号

島根の大地みどころガイド　島根地質百選 島根地質百選編集委員会　編 今井印刷 094.5-シ

出雲弁で「雪女」
小泉八雲作　出雲弁で「雪女」の会

訳　;　板倉和夫　注
板倉和夫 099.3-イ

怠けてるのではなく、充電中です。 昨日も今日も無気力なあなたのための心の

充電法
ダンシングスネイル 著 ; 生田美保 訳 CCCメディアハウス 159-タ

世界・夢の映画旅行 パイインターナショナル パイインターナショナル 290-ハ

今がわかる時代がわかる世界地図　2022年版 成美堂出版編集部　編集 成美堂出版 290-セ-2022

今がわかる時代がわかる日本地図　2022年版 成美堂出版編集部　編集 成美堂出版 291-セ-2022

警察のウラガワ 倉科孝靖　監修 学研プラス 317-ク

SDGs×自治体実践ガイドブック　現場で活かせる知識と手法 高木超　著 学芸出版社 318-タ

経済ってなんだ?　世界一たのしい経済の教科書 山本御稔　著 SBクリエイティブ 330-ヤ

親を頼らないで生きるヒント　家族のことで悩んでいるあなたへ コイケジュンコ　著 岩波書店 367.3-コ

ヤングケアラーを支える　:　家族をケアする子どもたち。
Nursing　Todayブックレット編集部 編

集  日本看護協会出版会
日本看護協会出版会 367.6-ニ

みんな自分らしくいるためのはじめてのLGBT 遠藤まめた 著 筑摩書房 367.9-エ

教科書の外で出会う、ぼくらの身のまわりの理科
うえたに夫婦　著　;　ガリレオ工房

監修
河出書房新社 404-ウ

数理の窓から世界を読みとく　素数・AI・生物・宇宙をつなぐ 初田哲男,　柴藤亮介　編著 岩波書店 404-ハ

図鑑を見ても名前がわからないのはなぜか? 生きものの"同定"でつまずく理由

を考えてみる
須黒達巳 著 ベレ出版 460-ス

飼育員さんのすごいこたえ 淡路ファームパークイングランドの丘　著 ワニブックス 480-ア

SDGsな生活のヒント　あなたの物の使い方が地球を救う タラ・シャイン　著　;　武井摩利　訳 創元社 519-シ

夢の宇宙旅行完全ガイド　いよいよ始まった民間人による宇宙旅行の全貌を

解説
村沢譲　監修 宝島社 538-ム

捨てないパン屋の挑戦しあわせのレシピ SDGsノンフィクション食品ロス 井出留美 著 あかね書房 588-イ

英国学校制服コレクション 石井理恵子 著 新紀元社 589-イ

ひとり暮らしで知りたいことが全部のってる本 主婦の友社 編 主婦の友社 590-シ

LAURA　&　MARIE三つ編みHOW　TO　BOOK
ラウラ・クリスティーネ・アーネセン,　マリ

エ・モエスゴー・ヴィヴェル　著　;　大澤
文化学園文化出版局 595-ク

THE　COFFEE　BOOK　基礎知識から生産国情報、焙煎、レシピ、バリス

タテクニックまで

アネット・モルドヴァ　著　;　丸山健太

郎　監修
誠文堂新光社 596-モ
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その農地、私が買います　高橋さん家の次女の乱 高橋久美子　著 ミシマ社 610-タ

農業消滅 農政の失敗がまねく国家存亡の危機 鈴木宣弘 著 平凡社 611-ス

日本の食と農の未来 「持続可能な食卓」を考える 小口広太 著 光文社 612-オ

保護犬と暮らすということ　LIFE　WITH　A　DOG 『天然生活』別冊 扶桑社 645.6-テ

野良猫の拾い方 東京キャットガーディアン 大泉書店 645.7-ト

猫と生きる。　LA　VIE　AVEC　UN　CHAT 猫沢エミ　著 扶桑社 645.7-ネ

のぞみさんの保護猫日記 みぃみさんちへようこそ nozomioride 著 ぴあ株式会社中部支社 645.7-ノ

樹木たちの知られざる生活 森林管理官が聴いた森の声 ペーター・ヴォールレーベン 著 ; 長谷川圭 訳早川書房 653-ウ

板目・柾目・木口がわかる木の図鑑　日本の有用種101 西川栄明　著　;　小泉章夫　監修 創元社 657-ニ

素人ですが、デザインしてみました。 プロのきほんが学べる14のストーリー 京田クリエーション 作 ; 原あいみ まんが パイインターナショナル 674-キ

うまく描くの禁止 ツラくないイラスト上達法 さいとうなおき 著 パイインターナショナル 726-サ

イラストレーション　ILLUSTRATION　2022 平泉康児　編 翔泳社 726-ヒ-2022

「大家さんと僕」と僕 矢部太郎　ほか著 新潮社 726-ヤ

ぼくのお父さん 矢部太郎　著 新潮社 726-ヤ

ものがたりの家 HOUSES WITH A STORY : 吉田誠治美術設定集　 吉田誠治 著 パイインターナショナル 726-ヨ

いろいろ 上白石萌音　著 ＮＨＫ出版 778-カ

THEやんごとなき雑談 中村倫也　著 KADOKAWA 778-ナ

阿佐ケ谷姉妹ののほほんふたり暮らし 阿佐ケ谷姉妹　[著]　阿佐ヶ谷姉妹 幻冬舎 779-ア

沢村栄治 裏切られたエース 太田俊明 著 文藝春秋 783.7-オ

ゴルゴCAMP　BE-PAL×ゴルゴ13　Gが教える超A級キャンプ・サバイバル術
さいとうたかを　原作　;　深山雪男

作・画　;　佐々木正孝　コラム構成・
小学館 786-ミ

国語をめぐる冒険
渡部泰明,　平野多恵,　出口智之,

田中洋美,　仲島ひとみ　著
岩波書店 807-ワ

親愛なるあなたへ カンザキイオリ　著 河出書房新社 913-カ

運転者　未来を変える過去からの使者 喜多川泰　[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 913-キ

西の魔女が死んだ 梨木香歩作品集 梨木香歩 [著] 新潮社 913-ナ

大正浪漫　YOASOBI『大正浪漫』原作小説 NATSUMI　著 双葉社 913-ナ

夜が明ける 西加奈子　著 新潮社 913-ニ

メディコ・ペンナ　万年筆よろず相談 蓮見恭子　著 ポプラ社 913-ハ

マグダラで眠れ 支倉凍砂　[著] アスキー・メディアワークス　角川グループパブリッシング　(発売)913-ハ

丘の上の賢人　旅屋おかえり 原田マハ 著 集英社 913-ハ

千歳くんはラムネ瓶のなか　 1巻～6巻 裕夢 [著] 小学館 913-ヒ

クラスメイトの女子、全員好きでした 爪切男 著 集英社 914-ツ

ツベルクリンムーチョ 森博嗣 [著] 講談社 914-モ

つんつんブラザーズ 森博嗣 [著] 講談社 914-モ

森から来た少年 ハーラン・コーベン　著　田口俊樹　訳 小学館 933-コ

読むだけでぐっすり眠れる52の話 キャスリン・ニコライ 著 ; 桜田直美 訳 かんき出版 934-ニ
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６類　産　業

8類　言　語
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