
NEW !
書　名 著　者 出版者  請求記号

読書は格闘技 瀧本哲史 著 集英社 019-タ

総合百科事典ポプラディア 全１８巻 ポプラ社 ポプラ社 031-ソ

暇と退屈の倫理学 國分功一郎 著 新潮社 113-コ

13歳から分かる!7つの習慣 自分を変えるレッスン
[スティーブン・R・コヴィー] [原作] ; 「7つの習慣」編集部 監

修 ; 大西洋 イラスト　FCEパブリッシング
日本図書センター 159-コ

漫画サピエンス全史　人類の誕生編
ユヴァル・ノア・ハラリ 原案・脚本 ; ダヴィッド・ヴァンデルムーレ

ン 脚本 ; ダニエル・カザナヴ 漫画 ; 安原和見 訳
河出書房新社 209-カ

ヨーロッパ史入門　市民革命から現代へ 池上俊一　著 岩波書店 230-イ

死ぬまで、働く。 97歳・現役看護師の「仕事がある限り働き続ける」生

き方
池田きぬ 著 すばる舎 289-イ

発達障害でIT社長の僕 齋藤秀一 著 幻冬舎 289-サ

TRANSIT　No.49(2020Autumn)　美しき消えゆく世界への旅 euphoria factory TRANSIT編集部
euphoria factory TRANSIT

編集部 講談社 (発売)
290-ト

地図でスッと頭に入るヨーロッパ47カ国 ジョン・タウンゼント 監修 昭文社 293-タ

ヘルシンキ生活の練習 朴沙羅 著 筑摩書房 293-ハ

介護するからだ 細馬宏通 著 医学書院 369.2-ホ

100年無敵の勉強法 何のために学ぶのか? 鎌田浩毅 著 筑摩書房 379-カ

ドイツのごはん 銀城康子 企画・文 ; マルタン・フェノ 絵 農山漁村文化協会 383-キ

ブラジルのごはん 銀城康子 企画・文 ; 萩原亜紀子 絵 農山漁村文化協会 383-キ

おいしい昆虫記 佐伯真二郎 著 ナツメ社 383-サ

ビーカーくんがゆく!工場・博物館・実験施設 そのこだわりにはワケがある!

: 実験器具たちのふるさと探訪
うえたに夫婦 著 誠文堂新光社 407-ウ

理系脳をつくる食べられる実験図鑑 中村陽子　著　宮本一弘　監修 主婦の友社 407-ナ

数学検定3級に面白いほど合格する本 高梨由多可 著 ; 日本数学検定協会 監修KADOKAWA 410-タ

まちの植物のせかい そんなふうに生きていたのね 鈴木純 文・写真 雷鳥社 470-ス

植物たちのフシギすぎる進化 木が草になったって本当? 稲垣栄洋 著 筑摩書房 471-イ

魅惑の蘭事典 世界のオーキッドと秘密の物語
フランソワーズ・ルクフル, フィリップ・ルクフル 仏語監修 ; 江尻

宗一 日本語監修 ; Rustica Éditions 編
グラフィック社 479-ル

ネコもよう図鑑 色や柄がちがうのはニャンで? 浅羽宏 著 化学同人 489.5-ア

狼の群れと暮らした男 ショーン・エリス, ペニー・ジューノ 著 ; 小牟田康彦 訳築地書館 489.5-エ

よくわかるがんの話　1～３ 林和彦 著 保育社 491.6-ハ

きみの体は何者か なぜ思い通りにならないのか? 伊藤亜紗 著 筑摩書房 496.9-イ

毒物ずかん キュートであぶない毒キャラの世界へ くられ 文・監修 ; 姫川たけお 絵・まんが 化学同人 499-ク

正しく知って正しく使う「くすり」の大事典 くすりの適正使用協議会 監修 くもん出版 499-ク
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４類　自然科学

１類　哲学・心理学

０類　総　　記

2類　歴 史・地 理・伝 記

３類　社会科学
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CADが一番わかる CADの操作や機能から産業との関わりまで 大髙敏男, 平野利幸, 渋田雄一, 野口卓朗 著 技術評論社 501-オ

測量士補過去問280　令和4年度版 日建学院 編著 建築資料研究者 512-ニ

地図とデータで見る水の世界ハンドブック
ダヴィド・ブランション 著 ; オーレリー・ボワシエール 地図製作 ;

吉田春美 訳
原書房 517-フ

私たちのサステイナビリティ まもり、つくり、次世代につなげる 工藤尚悟 著 岩波書店 519-ク

990円のジーンズがつくられるのはなぜ? ファストファッションの工場で起

こっていること
長田華子 著 合同出版 589-ナ

地図とデータで見る農業の世界ハンドブック
ジャン=ポール・シャルヴェ 著 ; 太田佐絵子 訳 ; クレール・ル

ヴァスール 地図製作
原書房 610-シ

図解でわかる14歳から知る食べ物と人類の1万年史 インフォビジュアル研究所 著 太田出版 611.3-イ

種から種へ命つながるお野菜の一生 鈴木純 文・写真 雷鳥社 626-ス

緑のデザイン 住まいと引き立てあう設計手法 園三 著 学芸出版社 629.7-エ

ピンチさんのHAPPY HORSEMANSHIP 馬と仲良くなれる本 ドロシー・ヘンダーソン・ピンチ 文・イラスト ; 牧浦千晶 訳 恒星社厚生閣 645.2-ヘ

絵でわかる馬の本
E・ボーモン, M・R・ピモン, P・ライニッヒ 著 ; 深野聡 馬事監

修 ; かのうきよ 訳 ; 稲松三千野 翻訳監修
WAVE出版 645.2-ホ

正しく知っておきたいハムスターの健康と病気 幸せサポートBOOK 山口俊介, 山口樹美 監修 ; 中西比呂子 医療監修 メイツ出版 645.8-ヤ

森林・林業白書　令和３年度版 林野庁　編 全国林業改良普及協会652-リ

うつくしい美術解剖図 小田隆 著 玄光社 701-オ

はじめての木彫りどうぶつ手習い帖 はしもとみお 著 雷鳥社 713-ハ

FRUCTUS 益村千鶴 著 求龍堂 723-マ

言葉にする前のそのまま 三重野慶画集 三重野慶 著 芸術新聞社 723-ミ

チ。　ー地球の運動について-　１～７ 魚豊　作・画 小学館 726-ウ

Laugh and smile しあわせは、みんなの笑顔 [チャールズ・シュルツ] [作] ; 谷川俊太郎 コミック翻訳 ブルーシープ 726-シ

ぼくモグラキツネ馬 チャーリー・マッケジー 著 ; 川村元気 訳 飛鳥新社 726-マ

新装版　あさきゆめみし 源氏物語　１～１１ 大和和紀 著 講談社 726-ヤ

いつでも君のそばにいる 小さなちいさな優しい世界 :葉っぱ切り絵コレクション リト@葉っぱ切り絵 著 講談社 726-リ

僕のアルバム 植田正治 写真 ; 仲田薫子 監修 求龍堂 748-ウ

吹き抜ける風 植田正治写真集 植田正治 著 ; 金子隆一, 神保京子, 仲田薫子 編 求龍堂 748-ウ

乃木撮 乃木坂46写真集　VOL.02 乃木坂46 著 講談社 748-ノ-2

自分の声をチカラにする ウォルピスカーター 著 KADOKAWA 767-ウ

映像作家100人+100 Japanese Motion Graphic Creators ビー・エヌ・エヌ新社 778-ヒ

会話で覚える四字熟語 新稲法子 著 京都書房 814-ニ

物語を作る人のための世界観設定ノート 鳥居彩音 著 ; 榎本秋 監修 パイインターナショナル 901-ト

〈読む〉という冒険 イギリス児童文学の森へ 佐藤和哉 著 岩波書店 909-サ

変な家 雨穴 著 飛鳥新社 913-ウ

愚かな薔薇 恩田陸 著 徳間書店 913-オ

君の名前の横顔 河野裕 著 ポプラ社 913-コ

准教授・高槻彰良の推察EX(エクストラ) 澤村御影 [著] KADOKAWA 913-サ-7

虚構推理 城平京 著 講談社 913-シ-2

鬼の蔵 よろず建物因縁帳 内藤了 著 講談社 913-ナ-1

すみれ荘ファミリア 凪良ゆう 著 講談社 913-ナ

となりの脳世界 村田沙耶香 著 朝日新聞出版 914-ム

保健室のアン・ウニョン先生 チョンセラン 著 ; 斎藤真理子 訳 亜紀書房 929-チ

９類　文　学

６類　産　業

８類　言　語

島根県立出雲農林高等学校　令和4年4月22日

７類　芸術・スポーツ

５類　技　術


