
 

 

夏休み中に蔵書点検（図書館の本が紛失していないか、1冊 1冊調べる作業）

を行いました。今回、新たに発覚した不明図書は以下の３冊です。 

ロッカーの中や部室などに眠っていないか、今一度身の周りを探してみて

ください。また、単純な貸出処理ミスということも考えられますので、その場

合は通常どおり図書館に返却してください。 
 

背ラベル 書名・著者名・出版社名 or シリーズ名 

367/ﾔ/ 『「家族の幸せ」の経済学』山口慎太郎/著、光文社 

430/ｺ/13 『高校生・化学宣言 ＰＡＲＴ13』中沢浩/監修、遊タイム出版 

727/進路/ 『デザインを仕事にする。』 

フレア/著、エムディエヌコーポレーション 
 

『体育館の殺人』（青崎有吾/著、東京創元社 2015 年） 

本格的なミステリー小説です！高校が舞台なので、状況が想像

しやすくてすごくおもしろいです。登場人物がたくさん出てくる

ので、犯人が誰か考えながら読むのも楽しいです。 
 

おすすめ度 … ★★★★★ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

069『博物館のバックヤードを探検しよう！』DK 社/編、河出書房新社 

290『地球一周！世界の国ぐに大図鑑』アンドレア・ミルズ/編、河出書房新社 

316.8『人種差別をしない・させないための 20 のレッスン』 

ティファニー・ジュエル/著、DU BOOKS 

333.8『これならわかる！SDGｓのターゲット 169 徹底解説』 

稲葉茂勝/著、ポプラ社 

365『18 歳成人になる前に学ぶ契約とお金の基本ルール』 

消費者教育支援センター/監修、旬報社 

404『科学法則大全』ブライアン・クレッグ/著、化学同人 

468『生態学大図鑑』ジュリア・シュローダー/ほか著、三省堂 

798.5『ゲームアルゴリズムまるごと図鑑』廣瀬豪/著、技術評論社 

936『アウシュヴィッツを描いた少年』 

トーマス・ジーヴ/著、ハーパーコリンズ・ジャパン 

・アート・ビギナーズ・コレクションシリーズ 東京美術 

佐伯祐三、ミロ、川瀬巴水と新版画、アイヌの美術の４冊を購入。 

・世界ショートセレクションシリーズ 理論社 

世界の作家の短編を集めたシリーズ。 

・日本の詩集シリーズ 角川春樹事務所 

中島みゆきなど、６人の詩集を購入。 

・『日本文学全集』１～12 巻 池澤夏樹/個人編集、河出書房新社 

  古典の名作を角田光代や島本理生などによる新訳で読める日本文学全集。 

13 巻以降は既に購入済みです。 
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互助会の学校図書充実事業に

より、39冊の図書を購入しま

した。図書館に展示していま

すので、どんどん利用してく

ださい！ 
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【進路に関する本】 
611.7『農業者になるには』 

大浦佳代/著 ぺりかん社 

780『中高生のスポーツハローワーク』 

学研プラス 

【島根に関する本】 
✿092『ハニワの世界へようこそ』 

島根県立古代出雲歴史博物館/著 

ＧＯＥＮ出版 

【参考図書】※館内閲覧のみ 
031 『 現 代 用 語 の 基 礎 知 識 学 習 版 

2022-2023』 

現代用語検定協会/監修 自由国民社 

351『日本国勢図会 2022/23』 

矢野恒太記念会/編集 矢野恒太記念会 

【図書館】 
017『シリーズ学びの環境デザインを考

える』１～３巻        悠光堂 

【心理学】 
141.6『１２歳から始めるあがらない技

術』     鳥谷朝代/著 秀和システム 

【歴史】 
✿201『歴史学ってなんだ？』 

小田中直樹/著 ＰＨＰ研究所 

 

 

♫204『歴史思考』 

深井龍之介/著 ダイヤモンド社 

209.7『通説を覆す世界と日本の近現代

史』       藤井青銅/著 さくら舎 

✿230.6『近代ヨーロッパ史』 

福井憲彦/著 筑摩書房 

【社会】 
316.8『14歳から考えたいレイシズム』 

アリ・ラッタンシ/著 すばる舎 

367.1『女の子はどう生きるか』 

上野千鶴子/著 岩波書店 

368.2『14 歳から考えたい貧困』 

フィリップ・Ｎ.ジェファーソン/著 

すばる舎 

【教育】 
376.8『東大大全』 

東大カルペ・ディエム/著 幻冬舎 

★現役東大生集団が、英語・国語・数学・理

科・社会の究極の勉強法を徹底的に解説。受

験生活におけるモチベーションの保ち方も紹

介しています。 

【科学】 
404『空想科学読本 １』 

柳田理科雄/著 KADOKAWA 

★ 今までの研究をまとめた新シリーズ始動! 

407『なぜ科学者は平気でウソをつくの

か』    小谷太郎/著 フォレスト出版 

【医療】 
491.3『ひと目でわかる脳のしくみとは

たらき図鑑』黒木俊秀/日本語監修 創元社 

498.2『１４歳から考えたい優生学』 

フィリッパ・レヴィン/著 すばる舎 

【技術】 
502.1『世界が驚く日本のすごい科学と

技術』     左巻健男/編著 笠間書院 

【マンガ】 
♫726.1『映像研には手を出すな！』 

１～６巻      大童澄瞳/著 小学館 

 

♫726.1『ニセコイ』１～３巻 

      古味直志/著 集英社 

【スポーツ・パズル】 
783.7『大谷翔平から学ぶ成功メソッド』 

児玉光雄/著 河出書房新社 

798『すこしずるいパズル』 

たつなみ/著 アリス館 

【日本の小説】 
913.6『ラブカは静かに弓を持つ』 

安壇美緒/著 集英社 

913.6『青く滲んだ月の行方』 

青羽悠/著 講談社 

913.6『茜さす日に嘘を隠して』 

真下みこと/著 講談社 

913.6『ナゾトキ・ジパング』 

青柳碧人/著 小学館 

♫913.6『外科室』 

泉鏡花/著 立東舎 

★泉鏡花の小説と、ホノジロトヲジのイラス

トのコラボレーション。小説としても画集と

しても楽しめるシリーズの１冊です。 

♫913.6『その午後、巨匠たちは、』 

藤原無雨/著 河出書房新社   

♫913.6『ただいま神様当番』 

青山美智子/著 宝島社 

913.6『ななみの海』 

朝比奈あすか/著 双葉社 

913.6『レンタルフレンド』 

青木祐子/著 集英社 

♫913.6『鎌倉うずまき案内所』 

青山美智子/著 宝島社 

913.6『夏休みの空欄探し』 

似鳥鶏/著 ポプラ社 

【外国の文学】 

929『夢を売る百貨店』 

イ・ミイェ/著 文響社 

★「彼」は歌手になるのが夢だった。芽が出

ないまま 29歳を迎え、ひらめきを求めて夢 

 

百貨店を訪れる…。数々の夢を取り揃える不

思議な<ドルグート夢百貨店>の 9つの物語。 

929『ミカンの味』 

チョ・ナムジュ/著 朝日新聞出版 
 

 

☆シリーズ続編入りました☆ 
 

430『亜澄錬太郎の事件簿 ８』 

齋藤勝裕/著 シーアンドアール研究所 

726.1『Dr.STONE 26』 

稲垣理一郎/原作 集英社 

★シリーズ完結。 

726.1『リエゾン ９』 

ヨンチャン/原作・漫画 講談社 

726.1『スキップとローファー ７』 

高松美咲/著 講談社 

913.6『みつばの郵便屋さん 7』 

小野寺史宜/著 ポプラ社 

913.6『ようこそ実力至上主義の教室

へ ２年生編７』 

衣笠彰梧/著 KAODKAWA 

913.6『遺跡発掘師は笑わない 15』 

桑原水菜/著 KADOKAWA 

913.6『鬼人幻燈抄 10』 

中西モトオ/著 双葉社 

913.6『Re:ゼロから始める異世界生活 

30』    長月達平/著 KADOKAWA 

913.6『オーバーロード 16』 

丸山くがね/著 KADOKAWA 

913.6『異人館画廊 ７』 

谷瑞恵/著 集英社 

★シリーズ第一部完結。 

913.6『黒猫の小夜曲(セレナーデ)』 

知念実希人/著 光文社 

★『優しい死に神の飼い方』の続編。 

913.6『薬屋のひとりごと 12』 

日向夏/著 主婦の友インフォス 

913.6『水族館ガール ９』 

木宮条太郎/著 実業之日本社 
 

 

数字…本の背ラベルにある分類番号 

♫…リクエストされた本 

✿…寄贈していただいた本 


