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☆新着図書案内　春休みから４月に入った本です。文学賞受賞作、寄贈の本などが入りました。

007 サイバー攻撃　ネット世界の裏側で起きていること 中島／明日香∥著 ブルーバックス

031 総合百科事典ポプラディア　１～１２ ポプラ社

041 分断された時代を生きる 東京大学教養学部∥編 白水社

094 宍道湖・中海水系の藻類 宍道湖・中海の藻類研究会 宍道湖・中海の藻類研究会

141 アイデアの科学　この１冊で、ひらめきや発想から企画書、説得まで「論理的に」解決ポーポー・ポロダクション∥著サイエンス・アイ新書

312 図解世界史で学べ！地政学　世界で多発する紛争の原因がひと目でわかる茂木／誠∥編著 祥伝社

351 データでみる県勢　２０１８ 矢野恒太記念会∥編集 矢野恒太記念会

369 考える障害者 ホーキング青山∥著 新潮新書

377 大学の約束　２０１７－２０１８　国公立・私立全国４７校徹底取材スタディサプリ∥〔編〕 リクルートホールディングス

382 多文化理解のためのアメリカ文化入門 ウェルズ恵子、リサ・ギャバート∥著丸善出版

383 和食を伝え継ぐとはどういうことか　地域がそだてた食のしくみと技に学ぶ木村／信夫∥著 農山漁村文化協会

383 「和の食」全史　縄文から現代まで長寿国・日本の恵み 永山／久夫∥著 河出書房新社

386 世界の国々と祝日　その国は何を祝っているのか 本村／凌二∥監修 理論社

404 科学の最前線を歩く 東京大学教養学部∥編 白水社

457 バージェス頁岩化石図譜 Ｄｅｒｅｋ　Ｅ．Ｇ．Ｂｒｉｇｇｓ　ほか∥著朝倉書店

460 絵をみてできる生物実験 岩波／洋造、森脇／美武∥著 講談社

465 微生物の驚異　マイクロバイオームから多剤耐性菌まで 中西／真人∥編 日経サイエンス

468 有機スズ汚染と水生生物影響 里見／至弘、清水／誠∥編 恒星社厚生閣

468 水産環境における内分泌撹乱物質 川合／真一郎、小山／次朗∥編恒星社厚生閣

468 生物モニタリングの考え方　指標生物学 森下／郁子∥著 山海堂

468 生物による水質調査法 津田／松苗、森下／郁子∥著 山海堂

469 我々はなぜ我々だけなのか　アジアから消えた多様な「人類」たち川端／裕人∥著　海部／陽介∥監修ブルーバックス

469 人類への道　知と社会性の進化 篠田／謙一∥編 日経サイエンス

483 海産無脊椎動物の発生実験 石川／優、沼宮内隆晴∥共編 培風館

486 フライフィッシャーのための水生昆虫小宇宙　１，２ 刈田／敏∥著 つり人社

486 日本産水生昆虫検索図説 川合／禎次∥編 東海大学出版会

491 組織学 伊藤／隆∥著 南山堂

491 寄生虫学新書 吉村／裕之∥編 文光堂

491 人体の不思議 日経サイエンス編集部∥編 日経サイエンス

491 最新科学が解き明かす脳と心 日経サイエンス編集部∥編 日経サイエンス

535 時計の科学　人と時間の５０００年の歴史 織田／一朗∥著 ブルーバックス

548 プログラミングは、ロボットから始めよう！　スマホやタブレットですぐにできる加藤エルテス／聡志∥著 小学館

588 日本の伝統　発酵の科学　微生物が生み出す「旨さ」の秘密 中島／春紫∥著 ブルーバックス

596 間違いだらけの食材保存＆調理術 徳江／千代子∥監修 宝島社

673 奇跡のスーパーマーケット ダニエル・コーシャン、グラント・ウェルカー∥著集英社インターナショナル

726 ちはやふる　３７ 末次／由紀∥著 講談社

732 川瀬巴水決定版　日本の面影を旅する 清水／久男∥監修 平凡社

780 目でみる筋力トレーニングの解剖学　ひと目でわかる強化部位と筋名フレデリック・ドラヴィエ∥著大修館書店

796 天才棋士加藤一二三挑み続ける人生 加藤／一二三∥著 日本実業出版社

798 なぞなぞ学　起源から世界のなぞなぞ・なぞかけのつくり方まで 稲葉／茂勝∥著 今人舎

☆出雲高校図書館へようこそ！
出雲高校図書館では、みなさんの「知りたい！」「読みたい！」といった知的好奇心に応えます。約４万冊の資
料の中にはあなたの求めにぴったりのものがあるはず。本を読むとき、課題を調べるとき、興味のあることを知
りたいとき、学校生活の中でいつでもあなたのお手伝いをします。気軽に利用してください！
　
　◎開館時間：８時～１７時３０分くらい　　　　　◎貸出冊数：１０冊　　貸出期間：２週間
　◎予約・リクエストもいつもでも受け付けています。

新版。調べものをする時、まずはこれ。『ポプラディア』は小中学生向けに説明してあり、わかりやすい辞典です。渡辺奨学会の図書購入費で入れました。
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798 けん玉学　起源から技の種類・世界のけん玉まで 窪田／保∥著 今人舎

798 じゃんけん学　起源から勝ち方・世界のじゃんけんまで 稲葉／茂勝∥著 今人舎

813 日本語シソーラス　類語検索辞典 山口／翼∥編 大修館書店

813 大漢和辞典 １～１３ 諸橋／轍次∥著 大修館書店

913.6 百貨の魔法 村山／早紀∥著 ポプラ社

913.6 崩れる脳を抱きしめて 知念／実希人∥著 実業之日本社

913.6 たゆたえども沈まず 原田／マハ∥著 幻冬舎

913.6 星の子 今村／夏子∥著 朝日新聞出版

913.6 おらおらでひとりいぐも 若竹／千佐子∥著 河出書房新社

913.6 百年泥 石井／遊佳∥著 新潮社

913.6 さよなら、田中さん 鈴木／るりか∥著 小学館

913.6 盤上の向日葵 柚月／裕子∥著 中央公論新社

913.6 ふたご 藤崎／彩織∥著 文芸春秋

913.6 不能犯　映画ノベライズ 宮月／新、神崎／裕也∥原作　　希多／美咲∥著集英社

913.6 沙門空海唐の国にて鬼と宴す　１～４ 夢枕／獏∥著 徳間書店

913.6 掟上今日子の色見本 西尾／維新∥著 講談社

913.6 屍人荘の殺人 今村／昌弘∥著 東京創元社

913.6 騙し絵の牙 塩田／武士∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

233 イギリスの歴史を知るための５０章 川成／洋∥編著 明石書店
234 ドイツの歴史を知るための５０章 森井／裕一∥編著 明石書店
236 スペインの歴史を知るための５０章 立石／博高、内村／俊太∥編著明石書店
238 ロシアの歴史を知るための５０章 下斗米／伸夫∥編著 明石書店
253 これならわかるアメリカの歴史Ｑ＆Ａ 石出／法太、石出／みどり∥著大月書店
295 カナダを旅する３７章 飯野／正子、竹中／豊∥編著 明石書店
302 パレスチナを知るための６０章 臼杵／陽、鈴木／啓之∥編著 明石書店
302 バルカンを知るための６６章 柴／宜弘∥編著 明石書店
302 現代スペインを知るための６０章 坂東／省次∥編著 明石書店
302 イタリアを知るための６２章 村上／義和∥編著 明石書店
302 新時代アメリカ社会を知るための６０章 明石／紀雄∥監修 明石書店
302 東南アジアを知るための５０章 今井／昭夫∥編集代表 明石書店
302 現代アラブを知るための５６章 松本／弘∥編著 明石書店
302 ミクロネシアを知るための６０章 印東／道子∥編著 明石書店
302 スイスを知るための６０章 スイス文学研究会∥編 明石書店
302 現代モンゴルを知るための５０章 小長谷／有紀、前川／愛∥編著明石書店
302 台湾を知るための６０章 赤松／美和子、若松／大祐∥編著明石書店
302 現代韓国を知るための６０章 石坂／浩一、福島／みのり∥編著明石書店
302 イギリスを知るための６５章 近藤／久雄　ほか著 明石書店
302 ブラジルを知るための５６章 アンジェロ・イシ∥著 明石書店
302 シリア・レバノンを知るための６４章 黒木／英充∥編著 明石書店
302 ラトヴィアを知るための４７章 志摩／園子∥編著 明石書店
302 ミャンマーを知るための６０章 田村／克己、松田／正彦∥編著明石書店
302 フィリピンを知るための６４章 大野／拓司　ほか編著 明石書店
302 現代中国を知るための４４章 藤野／彰、曽根／康雄∥編著 明石書店
302 香港を知るための６０章 吉川／雅之、倉田／徹∥編著 明石書店
319 ＡＳＥＡＮを知るための５０章 黒柳／米司　ほか編著 明石書店
382 アメリカ先住民を知るための６２章 阿部／珠理∥編著 明石書店

384 フィンランド　雪と森の国のカオリ 松岡／一哲∥写真・文 偕成社
384 ブラジル　陽気なカリオカ　ミゲル 永武／ひかる∥写真・文 偕成社
384 中国　ニーハオ！わたしはチューチン 片野田／斉∥写真・文 偕成社
384 韓国　ソウルの下町っ子ピョンジュン 〓／昭∥写真・文 偕成社
384 ブータン　リクソルと伝統のくらし 斎藤／亮一∥写真・文 偕成社
384 モンゴル　草原でくらすバタナー 清水／哲朗∥写真・文 偕成社
384 アメリカ　西海岸の太陽とコリン 鈴木／智子∥写真・文 偕成社
384 ルーマニア　アナ・マリアの手づくり生活 長倉／洋海∥写真・文 偕成社
384 ネパール　祈りの街のアヌスカ 公文／健太郎∥写真・文 偕成社
384 ケニア　大地をかけるアティエノ 桜木／奈央子∥写真・文 偕成社
384 バングラデシュ　わんぱくアシフと青い自転車 石川／直樹∥写真・文 偕成社
384 フィリピン　棚田の村のネリ 石川／直樹∥写真・文 偕成社

エリア・スタディーズ　シリーズ （明石書店）

世界のともだち　シリーズ


