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☆新着図書案内　～２学期に入った本　①～

007 プログラミングコンテストチャレンジブック　 秋葉／拓哉、岩田／陽一、北川／宜稔∥著マイナビ

092 稗原郷土誌 稗原郷土誌編集委員会∥編 稗原自治協会

092 島根県の合戦 藤岡／大拙∥監修 いき出版

093 山陰の暮らし・信仰・芸能　 山陰民俗学会∥編集 山陰民俗学会

093 出雲市議会史　平成大合併から１０年のあゆみ 出雲市議会史編集委員会∥編 出雲市議会史編集委員会

093 平成の島根県市町村の歩み 島根県町村会∥企画 島根県町村会

096 忠吉語録 野津／恵子∥著　森／義之∥写真 DOORS　BOOKS

097 島根写真作家協会会員作品集 小林／茂雄∥編 菅野紘

159 はい！こちら子ども記者相談室デス！ かめおか子ども新聞∥著 新潮社

159 本当の「頭のよさ」ってなんだろう？　勉強と人生に役立つ、一生使えるものの考え方斎藤／孝∥著 誠文堂新光社

175 神社のどうぶつ図鑑 茂木／貞純∥監修 二見書房

210.2 知られざる弥生ライフ　え？弥生土器なのに縄文がついたものがあるって本当ですか！？誉田／亜紀子∥著 誠文堂新光社

289 ある奴隷少女に起こった出来事 ハリエット・アン・ジェイコブズ∥〔著〕新潮文庫

290 ポプラディアプラス世界の国々　全５巻 ポプラ社

297 これからの北極 北極域研究推進プロジェクト∥著 北極域研究推進プロジェクト

297 南極ではたらく　かあちゃん、調理隊員になる 渡貫／淳子∥著 平凡社

304 文芸春秋オピニオン２０２０年の論点１００ 文春ムック

317 警察官という生き方 久保／正行∥〔著〕 イースト・プレス

319 １３歳からの日本外交　それって、関係あるの！？ 孫崎／享∥著 かもがわ出版

323 檻の中のライオン　憲法がわかる４６のおはなし 楾／大樹∥著 かもがわ出版

323 自衛隊と憲法　これからの改憲論議のために 木村／草太∥著 晶文社

327 日本の裁判がわかる本　弁護士・検察官・裁判官の仕事と役割ベリーベスト法律事務所∥監修 日本文芸社

331 高校生からわかる「資本論」 池上／彰∥著 集英社文庫

334 河合雅司の未来の透視図　目前に迫るクライシス２０４０ 河合／雅司∥著 ビジネス社

366 １８時に帰る　「世界一子どもが幸せな国」オランダの家族から学ぶ幸せになる働き方秋山／開∥著 プレジデント社

366 過労死　その仕事、命より大切ですか 牧内／昇平∥著 ポプラ社

366 義肢装具士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

366 「在宅医療」で働く人の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所∥編著 保育社

367 東大を出たあの子は幸せになったのか　「頭のいい女子」のその後を追った樋田／敦子∥著 大和書房

367 どうしたらいいかわからない君のための人生の歩きかた図鑑 石井／光太∥著 日本実業出版社

369 子ども食堂をつくろう！ 豊島子どもＷＡＫＵＷＡＫＵネットワーク∥編著明石書店

374 教師という生き方 鹿嶋／真弓∥〔著〕 イースト・プレス

376 保育士という生き方 井上／さく子∥〔著〕 イースト・プレス

377 大学ランキング 2020 朝日新聞出版

385 雑貨＆フードラッピングブック　身近な素材と色合わせで楽しむアイテム別アイデア１５０オギハラ／ナミ∥著 誠文堂新光社

392 高校生にも読んでほしい平和のための安全保障の授業 佐藤／正久∥著 ワニブックス

407 ノーベル賞受賞者が教えるノーベル賞をとる方法 バリー・マーシャル∥著 ＷＡＶＥ出版

420 世界の歴史を変えたスゴイ物理学５０ ジェームズ・リーズ∥著 ゆまに書房

481 鳥頭なんて誰が言った？　動物の「知能」にかんする大いなる誤解エマニュエル・プイドバ∥著 早川書房

489 ゴリラの森、言葉の海 山極／寿一、小川／洋子∥著 新潮社

490 戦国時代のハラノムシ　『針聞書』のゆかいな病魔たち 長野／仁、東／昇∥編 国書刊行会

491 キレる！脳科学から見た「メカニズム」「対処法」「活用術」 中野／信子∥著 小学館

491 好きになる免疫学　「私」が「私」であるしくみ 萩原／清文∥著 講談社

498 看護師という生き方 近藤／仁美∥〔著〕 イースト・プレス

498 わたしで最後にして　ナチスの障害者虐殺と優生思想 藤井／克徳∥著 合同出版

498 ひと目でわかる食べ物のしくみとはたらき図鑑 創元社

504 テクノロジー見るだけノート 山形／浩生∥監修 宝島社

519 基礎から学ぶ環境学 後藤／尚弘∥編著 朝倉書店

519 環境学 京都大学で環境学を考える研究者たち∥編朝倉書店



538 トコトンやさしい宇宙ロケットの本 的川／泰宣∥著 日刊工業新聞社

548 不可能は、可能になる　「一生、車椅子」の宣告を受けたロボット研究者の挑戦古田／貴之∥著 ＰＨＰエディターズ・グループ

596 プチガトー・レシピ　パティスリー３５店の生菓子の技術とアイデｃａｆ〓‐ｓｗｅｅｔｓ編集部∥編柴田書店

596 美しいフランス菓子の教科書 メラニー・デュピュイ∥レシピ＆解説パイインターナショナル

596 野草をおいしく食べる本 大海／淳∥著 スタンダーズ・プレス

674 グッズ製作ガイドＢＯＯＫ　納期・単価・最小ロットもすべてわかる！グラフィック社編集部∥編 グラフィック社

681 ごめんじゃすまない！自転車の事故 岡田／正樹　ほか著 芸文社

723 原田マハの印象派物語 原田／マハ∥著 新潮社

726 れもん、よむもん！ はるな／檸檬∥著 新潮文庫

726 タンタンタンゴはパパふたり ジャスティン・リチャードソン、ピーター・パーネル∥文ポット出版

726 ほしのさんちのおそうじだいさくせん 新津／春子∥原案 ポプラ社

726 王さまと王さま リンダ・ハーン、スターン・ナイランド∥絵と文ポット出版

726 レッド　あかくてあおいクレヨンのはなし マイケル・ホール∥作 子どもの未来社

726 ぼくのママはうんてんし おおとも／やすお∥さく 福音館書店

726 イラストレーション 2019 平泉／康児∥編 翔泳社

726 ＷＩＬＤ Ｄａｎ　Ｋａｉｔｈｅｎ Ｗｏｒｋｍａｎ　Ｐｕｂｌｉｓｈｉｎｇ

726 二番目の悪者 林／木林∥作 小さい書房

726 宇宙兄弟 35、36 小山／宙哉∥著 講談社

726 進撃の巨人　29 諌山／創∥著 講談社

726 ちはやふる　42 末次／由紀∥著 講談社

771 声優という生き方 中尾／隆聖∥〔著〕 イースト・プレス

780 いちばんよくわかる！スポーツマッサージ 並木／磨去光∥監修 学研パブリッシング

780 基礎から学ぶ！スポーツマッサージ 溝口／秀雪∥編著 ベースボール・マガジン社

780 スポーツ栄養学 田中／紀子　ほか編 化学同人

780 スポーツの現場ではたらく 小松／ゆたか∥〔著〕 イースト・プレス

783 全国高等学校野球選手権大会１００回史 上・下 朝日新聞社∥編著 朝日新聞出版

913.6 パラレルワールド・ラブストーリー 東野／圭吾∥〔著〕 講談社

913.6 平場の月 朝倉／かすみ∥著 光文社

913.6 トラペジウム 高山／一実∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 豆の上で眠る 湊／かなえ∥著 新潮文庫

913.6 沈黙 遠藤／周作∥著 新潮文庫

913.6 いつも彼らはどこかに 小川／洋子∥著 新潮文庫

913.6 いも殿さま 土橋／章宏∥著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ

913.6 マジカルグランマ 柚木／麻子∥著 朝日新聞出版

913.6 ノーサイド・ゲーム 池井戸／潤∥著 ダイヤモンド社

913.6 ディス・イズ・ザ・デイ 津村／記久子∥著 朝日新聞出版

913.6 美しき愚かものたちのタブロー 原田／マハ∥著 文芸春秋

913.6 夏の祈りは 須賀／しのぶ∥著 新潮文庫

913.6 ロング・ロング・アゴー 重松／清∥著 新潮文庫

913.6 さきちゃんたちの夜 よしもと／ばなな∥著 新潮文庫

913.6 マリー・アントワネットの日記 1,2 吉川／トリコ∥著 新潮文庫ｎｅｘ

913.6 希望の糸 東野／圭吾∥著 講談社

913.6 小説天気の子 新海／誠∥〔著〕 角川文庫

913.6 Ｒのつく月には気をつけよう 石持／浅海∥著 祥伝社文庫

913.6 罪人よやすらかに眠れ 石持／浅海∥〔著〕 角川文庫

913.6 ぼくらのセイキマツ 伊藤／たかみ∥著 理論社

913.6 むかしむかしあるところに、死体がありました。 青柳／碧人∥著 双葉社

913.6 渦　妹背山婦女庭訓魂結び 大島／真寿美∥著 文芸春秋

913.6 ガラスの城壁 神永／学∥著 文芸春秋

913.6 さよならの儀式 宮部／みゆき∥著 河出書房新社

913.6 むらさきのスカートの女 今村／夏子∥著 朝日新聞出版

914 となりの脳世界 村田／沙耶香∥著 朝日新聞出版

914 濃霧の中の方向感覚 鷲田／清一∥著 晶文社

933 サイド・トラック　走るのニガテなぼくのランニング日記 ダイアナ・ハーモン・アシャー∥作評論社


