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死んだらどうなるのか？ 伊佐敷　隆弘／著 亜紀書房 2019.10 114.2 ｲｻｼ 青少

２１．５世紀僕たちはどう生きるか？ 高島　雄哉／著 講談社 2019.10 304 ﾀｶｼ 青少

世界中の子どもの権利をまもる
３０の方法

国際子ども権利セン
ター／編

合同出版 2019.10 316.1 ｾｶｲ 青少

警察官になる本
２０２
０－２
０２２

イカロス出版 2019.11 317.7 ｹｲｻ 青少

高校生からのビジネスマナー 実教出版編修部／編 実教出版 2019 336.4 ｺｳｺ 青少

「空気」を読んでも従わない 鴻上　尚史／著 岩波書店 2019.4 361.4 ｺｳｶ 青少

ＴＨＥ　社会人
２０１
９年度
版（令

鳥取県労働者福祉協議
会／編

鳥取県労働者福祉協
議会

2019.10 366.3 ｻｼﾔ 青少

働きはじめるあなたへ
２０１
９年度
（令和

鳥取県労働者福祉協
議会

2019.10 366.3 ﾊﾀﾗ 青少

１２歳からはじめよう学びのカタチ 佐藤　優／文 ＮＨＫ出版 2019.10 375 ｻﾄｳ 青少

海外・帰国生のための
スクールガイドＢｉｂｌｏｓ

２０２
０年度
版

ＪＯＢＡビブロス編集
部／編纂

東京学参 2019.7 376.8 ｶｲｶ 青少

不登校・中退生のための進路相談室
２０２
０

学びリンク 2019.8 376.8 ﾌﾄｳ 青少

大学生のためのセーフティーネット
全国大学生活協同組合
連合会教職員委員会／
編

大学教育出版 2019.6 377.9 ﾀｲｶ 青少

東大Ｎｏ．１頭脳が教える
頭を鍛える５つの習慣

水上　颯／著 三笠書房 2019.9 379.7 ﾐｽｶ 青少

魔法使いの教科書
オーブリー・シャーマ
ン／著

原書房 2019.10 387 ｼﾔﾏ 青少

超ひも理論 ニュートンプレス 2019.11 429.6 ﾁﾖｳ 青少

空がおしえてくれること 蓬莱　大介／著 幻冬舎 2019.10 451 ﾎｳﾗ 青少

図解身近にあふれる「危険な生物」
が
３時間でわかる本

西海　太介／著 明日香出版社 2019.7 460 ﾆｼｳ 青少

世界一やさしい！細胞図鑑 鈴川　茂／監修 新星出版社 2019.11 463 ｾｶｲ 青少

どうぶつ友情辞典 あべ　弘士／〔著〕 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.9 480.4 ｱﾍ 青少

ナマケモノでいいんだよ ルーシー・クック／著 光文社 2019.10 489.4 ｸﾂｸ 青少

世界一かわいいエゾモモンガ 進　啓士郎／写真
パイインターナショ
ナル

2019.10 489.4 ｼﾝ 青少
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お客に言えない食べ物の裏話大全 マル秘情報取材班／編 青春出版社 2019.11 498.5 ｵｷﾔ 青少

ダイエット幻想 磯野　真穂／著 筑摩書房 2019.10 595 ｲｿﾉ 青少

タネの未来 小林　宙／著 家の光協会 2019.9 615.2 ｺﾊﾔ 青少

ききりんご紀行 谷村　志穂／著 集英社 2019.9 625.2 ﾀﾆﾑ 青少

部活でスキルアップ！
放送活躍のポイント５０

さらだ　たまこ／監修 メイツ出版 2019.8 699 ﾌｶﾂ 青少

バウハウスってなあに？
インゴルフ・ケルン／
文

白水社 2019.10 707.7 ｹﾙﾝ 青少

怪獣生物学入門 倉谷　滋／著
集英社インターナ
ショナル

2019.10 778.2 ｸﾗﾀ 青少

ＢＯＯＫＭＡＲＫ 金原　瑞人／編
ＣＣＣメディアハウ
ス

2019.10 904 ﾌﾂｸ 青少

文豪どうかしてる逸話集 進士　素丸／著 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2019.10 910.2 ｼﾝｼ 青少

短歌の詰め合わせ 東　直子／文 アリス館 2019.10 911.1 ﾋｶｼ 青少

白銀（しろがね）の墟玄（くろ）の月 第１巻 小野　不由美／著 新潮社 2019.10 913.6 ｵﾉ-9-1 青少

白銀（しろがね）の墟玄（くろ）の月 第２巻 小野　不由美／著 新潮社 2019.10 913.6 ｵﾉ-9-2 青少

５分後に意外な結末
ベスト・セレクション

桃戸　ハル／編・著 講談社 2019.10 913.6 ﾓﾓﾄ 青少

アメリカ怪談集 荒俣　宏／編 河出書房新社 2019.10 933 ｱﾒﾘ 青少
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