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☆新着図書案内　春休みから４月に入った本です。
分類
番号 書名 著者名 出版社

002 創造するということ 宇野／重規　ほか著 ちくまプリマー新書

002 メモの魔力 前田／裕二∥著 幻冬舎

019 座右の古典　今すぐ使える５０冊 鎌田／浩毅∥著 ちくま文庫

070 その情報、本当ですか？　ネット時代のニュースの読み解き方塚田／祐之∥著 岩波ジュニア新書

092 尼子氏の城郭と合戦 寺井／毅∥著 戎光祥出版

094 コミュニティナース　まちを元気にする“おせっかい”焼きの看護師矢田／明子∥著 木楽舎

「健康なときに会えるナースになろう」と雲南市で活躍するコミュニティナース・矢田さん。本校卒業生です。

141 声のサイエンス　あの人の声は、なぜ心を揺さぶるのか 山崎／広子∥著 ＮＨＫ出版新書

210.0有職装束大全 八条／忠基∥著 平凡社

220 ニュースがわかる図解東アジアの歴史 三城／俊一∥著 ＳＢビジュアル新書

319 いま、〈平和〉を本気で語るには ノーマ・フィールド∥著岩波ブックレット

329 国際法 大沼／保昭∥著 ちくま新書

331 生産性とは何か　日本経済の活力を問いなおす 宮川／努∥著 ちくま新書

336 世界一やさしい簿記の教科書１年生 村田／栄樹∥著 ソーテック社

351 日本で１日に起きていることを調べてみた 宇田川／勝司∥著 ベレ出版

361 １０代からの社会学図鑑 クリス・ユール、クリストファー・ソープ∥著三省堂

361 統計から読み解く４７都道府県ランキング 久保／哲朗∥著 日東書院本社

361 科学的に人間関係をよくする方法 堀田／秀吾∥〔著〕 角川新書

364 未来の再建　暮らし・仕事・社会保障のグランドデザイン 井手／英策　ほか著 ちくま新書

366 宇宙・天文で働く 本田／隆行∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

366 通訳者・通訳ガイドになるには 鑓田／浩章∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

366 漁師になるには 大浦／佳代∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

366 スポーツで働く 谷／隆一、藤江／亮介∥著なるにはＢＯＯＫＳ

366 税理士になるには 西山／恭博∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

366 医薬品業界で働く 池田／亜希子∥著 なるにはＢＯＯＫＳ

366 １８歳から考えるワークルール 道幸／哲也　ほか編 法律文化社

366 言語聴覚士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著保育社

370 震災と向き合う子どもたち　心のケアと地域づくりの記録 徳水／博志∥著 新日本出版社

371 学校に行きたくない君へ　大先輩たちが語る生き方のヒント。全国不登校新聞社∥編 ポプラ社

371 スマホ社会の落とし穴　子どもが危ない！ 清川／輝基、内海／裕美∥共著少年写真新聞社

374 給食の歴史 藤原／辰史∥著 岩波新書

374 調査報告学校の部活動と働き方改革　教師の意識と実態から考える内田／良　ほか著 岩波ブックレット

375 進路指導四十年逆転の山口の生徒に勇気を与える面談力 山口／和士∥著 悠光堂

375 アクティブラーニング型授業の基本形と生徒の身体性 溝上／慎一∥著 東信堂

378 就学時健診を考える　特別支援教育のいま 小笠／毅∥編 岩波ブックレット

378 ＬＤの子の読み書き支援がわかる本 小池／敏英∥監修 講談社

☆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 （今年度から、この時間に閉館します）

　◎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。

今年度から、ふた付きの容器に限り、図書館内で飲み物を飲んでもOKにしました。熱中症等を防ぐためで
す。ただし、ふたのない飲み物や､お菓子等の飲食は禁止です。そして、「飲み物を飲みながら」本を読ん
だり、パソコンやタブレットを使ったり、自習を行うことは厳禁です！！　飲み終わったら素早くふたをしめ、
決してこぼさないように、パソコン等を壊さないようにしましょう。よろしくお願いします。
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383 地理女子が教えるご当地グルメの地理学 尾形／希莉子、長谷川／直子∥著ベレ出版

385 日本人は先祖をどう祀ってきたか　先祖供養の原点と歴史を読み解く武光／誠∥著 河出書房新社

396 自衛官という生き方 広幡／賢一∥〔著〕 イースト新書Ｑ

407 実験でわかる科学のなぜ？　ＡＩ時代を生きぬく理系脳が育つコリン・スチュアート∥著子供の科学ＳＴＥＭ体験ブック

410 クイズ＆パズルでわかる数と図形のナゾ　ＡＩ時代を生きぬく算数のセンスが育つコリン・スチュアート∥著子供の科学ＳＴＥＭ体験ブック

430 「ロウソクの科学」が教えてくれること　炎の輝きから科学の真髄に迫る、名講演と実験を図説で〔ファラデー∥原著〕 サイエンス・アイ新書

432 はじめての基礎化学実験 山崎／友紀　ほか　共著オーム社

450 図説地球科学の事典 鳥海／光弘　ほか　編集朝倉書店

464 これだけ！生化学 稲垣／賢二∥監修 秀和システム

465 カビの科学 李／憲俊∥著 日刊工業新聞社

486 スズメバチの真実　最強のハチとの共生をめざして 中村／雅雄∥著 八坂書房

490 安楽死・尊厳死の現在　最終段階の医療と自己決定 松田／純∥著 中公新書

491 免疫力をアップする科学　腸内細菌で病気知らず！いますぐできる科学的健康法藤田／紘一郎∥著 サイエンス・アイ新書

491 免疫と「病」の科学　万病のもと「慢性炎症」とは何か 宮坂／昌之、定岡／恵∥著ブルーバックス

491 睡眠こそ最強の解決策である マシュー・ウォーカー∥著ＳＢクリエイティブ

504 ためしてわかる身のまわりのテクノロジー　ＡＩ時代を生きぬく問題解決のチカラが育つニック・アーノルド∥著子供の科学ＳＴＥＭ体験ブック

504 工作でわかるモノのしくみ　ＡＩ時代を生きぬくモノづくりの創造力が育つニック・アーノルド∥著子供の科学ＳＴＥＭ体験ブック

519 最新産廃処理の基本と仕組みがよ～くわかる本 尾上／雅典∥著 秀和システム

543 小水力発電がわかる本 全国小水力利用推進協議会∥編オーム社

579 接着の科学 菅野／照造、堀井／真∥監修日刊工業新聞社

601 地域の食をブランドにする！　食のテキストを作ろう 金丸／弘美∥著 岩波ブックレット

615 ＬＥＤ植物工場 高辻／正基、森／康裕∥著日刊工業新聞社

645 世界で一番美しい犬の図鑑 タムシン・ピッケラル∥著エクスナレッジ

645 世界で一番美しい猫の図鑑 タムシン・ピッケラル∥著エクスナレッジ

685 誰かに教えたくなる道路のはなし 浅井／建爾∥著 ＳＢビジュアル新書

727 文字のデザイン　ターゲットから発想する デザインノート編集部∥編誠文堂新光社

757 カラーユニバーサルデザインの手引き 教育出版ＣＵＤ事務局∥編著教育出版

778 アニメを仕事に！　トリガー流アニメ制作進行読本 舛本／和也∥著 星海社

778 いつかすべてが君の力になる 梶／裕貴∥著 河出書房新社

780 やっぱりいらない東京オリンピック 小笠原／博毅、山本／敦久∥著岩波ブックレット

814 〈図解〉まるわかり時事用語 ２０１９→２０２０年版 ニュース・リテラシー研究所∥編著新星出版社

816 小論文　書き方と考え方 大堀／精一∥著 講談社

911.1無名抄　現代語訳付き 鴨／長明∥〔著〕 角川学芸出版

913.6あなたが消えた夜に 中村／文則∥著 毎日新聞出版

913.6ある男 平野／啓一郎∥著 文芸春秋

913.6フーガはユーガ　ＴＷＩＮＳ　ＴＥＬＥＰＯＲＴ　ＴＡＬＥ 伊坂／幸太郎∥著 実業之日本社

913.6ひと 小野寺／史宜∥著 祥伝社

913.6ベルリンは晴れているか 深緑／野分∥著 筑摩書房

913.6ひとつむぎの手 知念／実希人∥著 新潮社

913.6火のないところに煙は 芦沢／央∥著 新潮社

913.6熱帯 森見／登美彦∥著 文芸春秋

913.6風は西から 村山／由佳∥著 幻冬舎

913.6５分後に思わず涙。　青い星の小さな出来事 桃戸／ハル∥編著 学研プラス

916 うつ時々、躁　私自身を取り戻す 海空／るり∥著 岩波ブックレット

921 図説漢詩の世界 山口／直樹∥写真・文 ふくろうの本

933 パンツ・プロジェクト キャット・クラーク∥著あすなろ書房

リヴは中学１年生。外見は女の子でも、自分は男の子だと思っている。違和感を探るうちに「トランスジェン
ダー」という言葉に行き当たったリヴは、「女子はスカートをはく」という校則と闘うことに…。

「進撃の巨人」「七つの大罪」など、多数の話題作でメインキャストを務める声優・梶裕貴が、“夢”を仕事にする方法を伝える。

母が急死し、たった１人になった２０歳の柏木聖輔。空腹に負けて吸い寄せられた商店街の惣菜屋で、聖輔は買お
うとしていた最後に残った５０円のコロッケを見知らぬお婆さんに譲った。それが運命を変えるとも知らずに…。


