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浜田商業高等学校 図書館 

 学校司書 左田野 

～新着図書案内～ まとめて紹介します ○は寄贈☆はリクエストです 

 

 

『現代用語の基礎知識 学習版２０１８』 

『大人になるためのリベラルアーツ 思考演習 12 題』 

『世界の不思議な図書館』『読書感想文がスラスラ書ける本 

小学 5・6 年生』『学校図書館の司書が選ぶ小中高生におすす

めの本 300』『国宝松江城 美しき天守』『おおなん美味し

い暮らし』『石見の民話 第 1 集』 

 

 

 

『誕生日別  性格辞典 ３６６日の性格と運命  恋と結婚 

人間関係がわかる！』 

『いつか別れる。でもそれは今日ではない』 

『１０年後、君に仕事はあるのか？ Is work still existing in 

you 10 years ahead of you?未来を生きるための「雇わ

れる力」 Is work still existing in you 10 years ahead 

of you?』 『神社の解剖図鑑 ２』 

『仏像とお寺の解剖図鑑 お寺の境内に散りばめられた仏 

の世界の読み解き方』 

『 図 解 モ チ ベ ー シ ョ ン 大 百 科  MOTIVATION  IS 

EVERYTHING MOTIVATION IS EVERYTHING』 

『宝くじで 1 億円当たった人の末路』 

 

 

 

『今がわかる時代がわかる世界地図 ２０１７年版』 

『今がわかる時代がわかる日本地図 ２０１７年版』 

『世界史「意外な結末」大全』 

 

 

 

『日本国勢図会２０１７/１８』 『あこがれ仕事百科』 

『言語聴覚士になるには』 

『生きる場所を、もう一度選ぶ 移住した２３人の選択』 

『キャリア教育に活きる！仕事ファイル センパイに聞く １～７』 

『将来の夢さがし！職業ガイド２３４種 なりたい！が見つかる』 

『わたしたちのくらしと日本国憲法 3 (平等な国をつくる

〈社会権・参政権〉)』 

『マーケット進化論 経済が解き明かす日本の歴史』 

『「働く」の教科書 15 人の先輩とやりたい仕事を見つけよう!』 

『女性の職業のすべて WORKS for WOMEN 2018 年

版 WORKS for WOMEN』 

『高校生の参加と共同による主権者教育 生徒会活動・部活

動・地域活動でシティズンシップを』 

『高校生のための主権者教育実践ハンドブック』 

『心から喜んでもらえる贈りもののマナー』 

『信じる?信じない?世界仰天ミステリー 1～５』 

 

 

 

『スウガクって、なんの役に立ちますか？ 下手な字も方向オ

ンチもなおる！数学は最強の問題解決ツール』 

『ファーブル昆虫記 完訳 第１０巻下』 

『なぜ人はドキドキするのか？ 神経伝達物質のしくみ』 

『覚えておこう応急手当 小さなけがの手当てから命を救う

ＡＥＤまで』 

『きちんと知ろう！アレルギー １～３』 

『がんになるってどんなこと？ 子どもと一緒に知る』 

『食品の栄養とカロリー事典 １個、１尾、１切れ、１杯がひ

と目でわかる』 

『香り はなぜ脳に効くのか アロマセラピーと先端医療』 

『天才たちのつくった単位の世界 普遍性と正確性を追い求

めた者たちの物語』 

『体のコリがすべて消える究極のストレッチ』 

 

 

 

『まちづくりの仕事ガイドブックまちの未来をつくる６３の働き方』 

『世界の議事堂』『街角図鑑』 

『トコトンやさしいドローンの本』 

『基礎から始める釣魚料理入門』 



『コンピューター&テクノロジー解体新書 ビジュアル版』 

『マニッシュなキルト MANNISH QUILTS : かっこよ

くてシンプルで毎日使える MANNISH QUILTS』 

『調べてみよう都道府県の特産品 調味料編、駅弁編、お菓子編』 

『ドラッグ食(フード) あなたを蝕む食依存と快楽』 

『かんたん、おいしい !スティックおにぎり  very cute 

stick onigiri! : 見て楽しい!食べて楽しい!117 レシピ』 

『ときめく和菓子図鑑』『キレイに見える食べ方図鑑』 

 

 

 

『図書館ねこベイカー＆テイラー 小さな町に奇跡を起こし

た２匹の物語』 

『世界の機内食 In-Flight Meals of the World : 上空１万メ

ートルで堪能するグルメ In-Flight Meals of the World』 

『ラジオ読本 ２０１７』『奇跡の澤井珈琲』 

『動物たちの命の灯を守れ! 夜間動物病院奮闘ドキュメント』

『里山里海 生きるための知恵と作法、循環型の暮らし』 

 

 

 

『一年契約の花嫁』 

『マンガがあるじゃないか わたしをつくったこの一冊』 

『心は天につながっている ダウン症の書家、愛と勇気の贈りもの』 

『美ら海きらめく』 

『能面の見かた 日本伝統の名品がひと目でわかる』 

『怪談日記 怖い体験をしすぎて怪談家になってしまった芸人』 

『図解箱根駅伝 HAKONE EKIDEN：The Visual Guide 

HAKONE EKIDEN：The Visual Guide』 

『浅田真央そして、その瞬間へ』 

『基礎から始めるブラックバス釣り入門』 

『宮沢賢治の食卓』『地球と月』『あるかしら書店』 

『7 本指のピアニスト』『大研究落語と講談の図鑑』 

『ダメなときほど「言葉」を磨こう』 

『賢く食べて結果を出す!スポめし』 

『初めての川釣り 身近な釣り場ですぐ楽しめる淡水魚釣り

入門』 

 

 

 

『伝わる言葉に“文章力”はいらない ベテランコピーライタ

ーの誰も教えてくれなかった文章術』 

『朝日新聞 天声人語 １０１７春』『話し方のマナーとコツ』 

 

 

 

『物件探偵』               乾 くるみ【著】 

『あずかりやさん』            大山 淳子【著】 

『ストロベリーライフ』           荻原 浩【著】 

『捨てる アンソロジー』  大崎 梢 近藤 史恵 他【著】 

『神様からひと言 長編小説』        荻原 浩【著】 

『青の数学 ２』             王城 夕紀【著】 

『５分でほろり！心にしみる不思議な物語』 

このミステリーがすごい！編集部【著】 

『じごくゆきっ』             桜庭 一樹【著】 

☆『わたしたちは銀のフォークと薬を手にして』  島本 理生【著】 

『ＧＩＶＥＲ 復讐の贈与者』         日野草【著】 

『フラダン』               古内 一絵【作】 

『神様に一番近い動物 人生を変える７つの物語』 

水野 敬也【著】 

☆『絶唱』                湊 かなえ【著】 

『女の勲章』上巻・下巻          山崎 豊子【著】 

☆『刹那に似てせつなく』          唯川 恵【著】 

『犬が来る病院 命に向き合う子どもたちが教えてくれたこ

と』                  大塚 敦子【著】 

『奇跡は準備ができた者だけに訪れる ある日突然、下半身不

随になった京大生の軌跡』      Mahiro Shu【著】 

『美女と野獣 オリジナル版』 

ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ=ｼｭｻﾞﾝﾇ･ﾄﾞ･ｳﾞｨﾙﾇｰｳﾞ【著】 

☆『世界はもっと美しくなる 奈良少年刑務所詩集』 

受刑者 詩 ; 寮美千子 編【著】

『恋愛仮免中』        奥田英朗, 窪美澄, 他【著】 

『世界から猫がきえたなら』        川村 元気【著】

『後悔病棟』               垣谷 美雨【著】

『女たちの避難所』            垣谷 美雨【著】

『私の命はあなたの命より軽い』      近藤 史恵【著】

『ぼくたちと駐在さんの７００日戦争 ２６』ママチャリ【著】

『もしも悩みがなかったら』        水野 敬也【著】

『出会いなおし』               森絵都【著】

『ぼくが発達障害だからできたこと』    市川 拓司【著】

『メアリと魔女の花 新訳』  メアリー・スチュアート【著】

『羊たちの沈黙 上巻・下巻』     トマス・ハリス【著】 


