
出雲高校図書館　2017.3.23 No.10

☆新着図書案内
092 百八十神坐す出雲　古代社会を支えた神祭り 島根県立古代出雲歴史博物館

092 中国地方ローカル線の旅ガイドブック　愛しの三江線 ザメディアジョンプレス

094
安心して生活できる“ゆたかな地域社会”を目指して
   県民の皆さんとともに歩む島根県立中央病院

島根県立中央病院∥編著 バリューメディカル

096 三江線写真集　三江線の日常が見えてくる 今井印刷

096 一畑電車写真集 今井印刷

097 琉球王国　東アジア交流の盛華 島根県立古代出雲歴史博物館∥編集島根県立古代出雲歴史博物館

099 出雲の俳人　原石鼎　日置風水 山崎／隆司∥著 山陰中央新報社

099
「幻の東京オリンピック」の夢にかけた男
    日本近代スポーツの父・岸清一物語

古城／庸夫∥著 春風社

104
子どもの頃から哲学者
　世界一おもしろい、哲学を使った「絶望からの脱出」！

苫野／一徳∥著 大和書房

141 世界最速「超」記憶法 津川／博義∥〔著〕 講談社＋α文庫

141
医師のつくった「頭のよさ」テスト
  認知特性から見た６つのパターン

本田／真美∥著 光文社新書

148 星をさがす 石井／ゆかり∥著 ＷＡＶＥ出版

150 高校倫理が好きだ！ 現代を生きるヒント 坂口／克彦 ほか編 清水書院

159
やり抜く力
  人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける

アンジェラ・ダックワース∥著 ダイヤモンド社

159 賢者の書 喜多川／泰∥〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン

167 となりのイスラム世界の３人に１人がイスラム教徒になる時代 内藤／正典∥著 ミシマ社

210.0 日本史の謎は「地形」で解ける 竹村／公太郎∥著 ＰＨＰ研究所

210.2 ときめく縄文図鑑 誉田／亜紀子∥文 山と渓谷社

210.3 神と死者の考古学　古代のまつりと信仰 笹生／衛∥著 吉川弘文館

210.3 国際交易の古代列島 田中／史生∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

210.3 六国史　日本書紀に始まる古代の「正史」 遠藤／慶太∥著 中公新書

210.3 平城京のごみ図鑑　見るだけで楽しめる！ 奈良文化財研究所∥監修 河出書房新社

210.3 平安時代大全 山中／裕∥著 ロングセラーズ

210.4 知識ゼロからのＣＧで読む戦国合戦 小和田／哲男∥監修 幻冬舎

210.5 グローバリゼーションの中の江戸 田中／優子∥著 岩波ジュニア新書

290 世界の路地 ＰＩＥ　ＢＯＯＫＳ∥編著 パイインターナショナル

290 人間の営みがわかる地理学入門 水野／一晴∥著 ベレ出版

297 北極大異変 エドワード・シュトルジック∥著 集英社インターナショナル

319 イギリスとヨーロッパ 孤立と統合の二百年 細谷／雄一∥編 勁草書房

319 集団的自衛権の思想史 憲法九条と日米安保 篠田／英朗∥著 風行社

323 日本国憲法の地方自治 この「多重危機」のなかで考える 杉原／泰雄∥著 自治体研究社

333
僕らはソマリアギャングと夢を語る
  「テロリストではない未来」をつくる挑戦

永井／陽右∥著 英治出版

366 歯科衛生士・歯科技工士になるには 宇田川／広美∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

366 パイロットになるには 阿施／光南∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

366 動物園飼育員・水族館飼育員になるには 高岡／昌江∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

366 保育士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

369 徹底調査子供の貧困が日本を滅ぼす社会的損失４０兆円の衝撃 日本財団子どもの貧困対策チーム∥著文春新書

370 これならわかる教育改革 ＮＨＫ「教育フォーカス」制作班∥編ＫＴＣ中央出版

374 悲鳴をあげる学校 親の“イチャモン”から“結びあい”へ 小野田／正利∥著 旬報社

374 〈教育力〉をみがく 家本／芳郎∥著 寺子屋新書

374 残念な教員 学校教育の失敗学 林／純次∥著 光文社新書

375 「アクティブ・ラーニング」を考える 教育課程研究会∥編著 東洋館出版社

375 こんな時どう言い返すユーモアあふれる担任の言葉 池田／修∥著 学事出版

375
アクティブ・ラーナーを育てる高校
  アクティブ・ラーニングの実態と最新実践事例

中原／淳　ほか編著 学事出版

377 アクティブラーニングのデザイン 東京大学の新しい教養教育 永田／敬　ほか編 東京大学出版会

377 集団面接・集団討論完全対策マニュアル 中谷／充宏∥著 秀和システム

383 箸はすごい エドワード・ワン∥著 柏書房

383 平成の家族と食 品田／知美∥編 晶文社

404 科学を文化に サイエンスアゴラ・シンポジウムの記録 金沢／一郎∥〔ほか述〕 日本学術協力財団

407 科学英語のセンスを磨く オリジナルペーパーに見られる表現 鈴木／英次∥著 化学同人

407 科学英語の基礎 これならわかる英文読解術 平田／光男∥著 化学同人

435 水の科学 神崎／ヤスシ∥著 日刊工業新聞社

  　春休み中、図書館は閉館します。
　　本を借りられるのは24日まで！
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450 自然のしくみがわかる地理学入門 水野／一晴∥著 ベレ出版

451 天気と海の関係についてわかっていることいないこと 筆保／弘徳　ほか編 ベレ出版

490 １４歳からわかる生命倫理 雨宮／処凛∥著 河出書房新社

491
欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」
  科学的事実が教える正しいがん・生活習慣病予防

奥田／昌子∥著 講談社

498
消費者と「食」にかかわる人のための
　　　　　　　　　新しい食品表示がわかる本

森田／満樹∥著 女子栄養大学出版部

536 ロープウエイ探訪 昭和の希望を運んだ夢の乗り物！ 松本／晋一∥著 グラフィック社

588
チョコレート語辞典
  チョコレートにまつわることばをイラストと豆知識で甘～く読み

Ｄｏｌｃｅｒｉｃａ　香川理馨子∥著誠文堂新光社

589
メンズファッションの解剖図鑑
  理論と図解でよくわかるおしゃれのルールと方程式

ＭＢ∥著 エクスナレッジ

596 おはしのおはなし 自分の箸と出会うため 高橋／隆太∥著 ＷＡＶＥ出版

597 片づけと整理のグッドアイディア集 柑成／美緒∥著 ＷＡＶＥ出版

616 コメの歴史 レニー・マートン∥著 原書房

661 魚と日本人 食と職の経済学 浜田／武士∥著 岩波新書

702
ニセモノ図鑑 見るだけで楽しめる！
   贋造と模倣からみた文化史

西谷／大∥編著 河出書房新社

718 ほとけを造った人びと 止利仏師から運慶・快慶まで 根立／研介∥著 吉川弘文館

726 昭和元禄落語心中　１－１０ 雲田／はるこ∥著 講談社

726 宇宙兄弟　３０ 小山／宙哉∥著 モーニングＫＣ

756 世界の刀剣歴史図鑑 ハービー・Ｊ．Ｓ．ウィザーズ∥著原書房

770 ジャニーズと日本 矢野／利裕∥著 講談社現代新書

772 声優語  アニメに命を吹き込むプロフェッショナル 藤津／亮太∥著 一迅社

775 みんなのパントマイム シスターひろみ∥著 芸術新聞社

780 これならわかるオリンピックの歴史Ｑ＆Ａ 石出／法太、石出／みどり∥著 大月書店

782
〈１０秒００の壁〉を破れ！
   陸上男子１００ｍ若きアスリートたちの挑戦

高野／祐太∥著 講談社

783 橋を架ける者たち 在日サッカー選手の群像 木村／元彦∥著 集英社新書

783 参謀の甲子園 横浜高校常勝の「虎ノ巻」 小倉／清一郎∥著 講談社

783 ノバク・ジョコビッチ伝 クリス・バウワース∥著 実業之日本社

783 ロジャー・フェデラー伝 クリス・バウワース∥著 実業之日本社

801 日米ボディートーク 身ぶり・表情・しぐさの辞典 東山／安子、ローラ・フォード　編著三省堂

816 文章添削の教科書 渡辺／知明∥著 芸術新聞社

837 ロックの英詞を読む 世界を変える歌 ピーター・バラカン∥著 集英社インターナショナル

901 だれでも書けるシナリオ教室 岸川／真∥著 芸術新聞社

913.6 雪煙チェイス 東野／圭吾∥著 実業之日本社

913.6 しんせかい 山下／澄人∥著 新潮社

913.6 結物語 西尾／維新∥著 講談社

913.6 僕が愛したすべての君へ 乙野／四方字∥著 早川書房

913.6 都会（まち）のトム＆ソーヤ 12,13,14上 はやみね／かおる∥〔著〕 講談社

913.6 珈琲店タレーランの事件簿　５ 岡崎／琢磨∥著 宝島社

913.6 アルカトラズ幻想　上・下 島田／荘司∥著 文芸春秋

913.6 あの空の下で 吉田／修一∥著 集英社

913.6 罪の声 塩田／武士∥著 講談社

913.6 まく子 西／加奈子∥著 福音館書店

913.6 犯罪小説集 吉田／修一∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 土の記　上・下 高村／薫∥著 新潮社

913.6 人魚姫の椅子 森／晶麿∥著 早川書房

913.6 魔法使いと副店長 越谷／オサム∥著 徳間書店

913.6 掟上今日子の旅行記 西尾／維新∥著 講談社

913.6 よるのばけもの 住野／よる∥著 双葉社

913.6 ｉ 西／加奈子∥著 ポプラ社

913.6 夜行 森見／登美彦∥著 小学館

913.6 白バイガール　１ 佐藤／青南∥著 実業之日本社

913.6 騎士団長殺し 第１部 顕れるイデア編/第２部 遷ろうメタファー編 村上／春樹∥著 新潮社

913.6 株式会社タイムカプセル社 十年前からやってきた使者 喜多川／泰∥〔著〕 ディスカヴァー・トゥエンティワン

913.6 きみは知らないほうがいい 岩瀬／成子∥作　長谷川／集平∥絵文研出版

914
スターバックスで普通のコーヒーを頼む人を尊敬する件
 ｓｙｕｎｋｏｎ日記

山本／ゆり∥著 扶桑社

914 見てる、知ってる、考えてる 中島／芭旺∥著 サンマーク出版

914 夏目漱石、現代を語る 漱石社会評論集 夏目／漱石∥著　小森／陽一∥編著角川新書

929 菜食主義者 ハン／ガン∥著 クオン


