
◎をつけた本は、生徒、教員のリクエストで入荷しました。 No.1
るるぶテルマエ・ロマエ ＪＴＢパブリッシング

入門者のＥｘｃｅｌ　ＶＢＡ 立山　秀利 るるぶ京都 ＪＴＢパブリッシング
学校司書と先生のためのすぐできるブックトーク 渡辺　暢惠 るるぶ京都のきほん ＪＴＢパブリッシング
脳を創る読書 酒井　邦嘉 るるぶ九州 ＪＴＢパブリッシング
街場の読書論 内田　樹 るるぶ香川高松琴平直島小豆島 ＪＴＢパブリッシング
電子書籍の時代は本当に来るのか 歌田　明弘 るるぶ高知四万十 ＪＴＢパブリッシング
わたしの小さな古本屋 田中　美穂 るるぶ石垣宮古西表島 ＪＴＢパブリッシング
アレ何？大事典 佐々木　正孝 るるぶ鳥取大山 ＪＴＢパブリッシング
子どもの「なんで？」にキッパリ答える本 小泉　十三 るるぶ東京 ＪＴＢパブリッシング
北海道ルール 都会生活研究プロジェクト〈北海道チーム〉 るるぶ東北 ＪＴＢパブリッシング
新聞・テレビはなぜ平気で「ウソ」をつくのか 上杉　隆 ◎ るるぶ富良野旭山動物園札幌 ＪＴＢパブリッシング
絵図で歩く倉敷のまち 倉地　克直 ◎ るるぶ北海道 ＪＴＢパブリッシング

◎ ＴＲＡＶＥＬ〓ＳＴＹＬＥ北海道 ＪＴＢパブリッシング
１００の思考実験 ジュリアン・バジーニ ◎ 沖縄の宮古島１００の素顔 沖縄の宮古島１００の素顔編集委員会

ソウルダスト ニコラス・ハンフリー ◎ 沖縄の歩き方
トニー・ブザン頭がよくなる本 トニー・ブザン
色神さまと色のひみつ ポーポー・ポロダクション 知らないと恥をかく世界の大問題 池上　彰
勉強が楽しくなるノート術 トニー・ブザン 二千年紀の社会と思想 見田　宗介
小さな悩みを消すレッスン 香山　リカ リアル公務員 町田　智弥

◎ 沖縄パワースポットの歩き方 知名　藤枝 リーン・スタートアップ エリック・リース
運命を開く魔法の杖プチ 鏡　リュウジ ◎ 究極の判断力を身につけるインバスケット 鳥原　隆志

◎ 誕生日大全 サッフィ・クロフォード 論理的にプレゼンする技術 平林　純
◎ 恋に効く魔法の杖プチ 鏡　リュウジ 庶民は知らないデフレの真実 森永　卓郎

「友だちいない」は“恥ずかしい”のか 武長　脩行 １５歳からのファイナンス理論入門 慎　泰俊
あとからくる君たちへ伝えたいこと 鍵山　秀三郎
一生折れない自信のつくり方 青木　仁志

◎ 坂の上の坂 藤原　和博
仕事は９９％気配り 川田　修
就職する前にしておきたい１７のこと 本田　健
集中力を確実にアップする技術 ライフ・エキスパート
人生を豊かにする英語の名言 森山　進
図解一生折れない自信のつくり方 青木　仁志
イスラームとは何か 小杉　泰
日本の神様入門
幸せのタネをまくと、幸せの花が咲く 岡本　一志
置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子

人類の歴史を変えた８つのできごと 真　淳平
◎ 世界史 上・下 ウィリアム・Ｈ．マクニール

ジョージ・ポットマンの平成史 ジョージ・ポットマン
現代語古事記 竹田　恒泰
戦国合戦史事典 小和田　泰経
北朝鮮現代史 和田　春樹
ヨーロッパ謎と不思議の歴史事典 桐生　操
マヤ文明 青山　和夫
世界史悪女のミステリー 桐生　操
全国五つ星の手みやげ 岸　朝子
スティーブ・ジョブズの生き方 カレン・ブルーメンタール

３類　　社会科学

０類　　総記　コンピュータ　図書館学

1類　　哲学　宗教　心理学

２類　　歴史

日本語教師による

大爆笑のエッセイ。

外国人から日本語

をみると・・・？

倉敷天城中学校・高等

学校

図書館発行

２０１２年

5月31日 ＮO. 2

高校図書委員でイベントをします

いま、図書館で人気の本は・・・

倉敷天城中学校・高等学校の図書館は貸出冊数1万冊を超える

人気の図書館ですが、まだまだ利用したことがない人もいるよう

です。

たくさんの人に利用してもらうために、高校各クラスの図書委員

が中心になって、図書館を盛り上げるイベントを計画しています

（案内はのちほど！）ので、ぜひ皆さん足を運んで下さい。

＜読書会の予定＞

高校1年読書会・・・6月18日（月）、25日（月）

高校3年読書会・・・6月25日（月）

図書館には書店で人気の本がすぐに入荷しています。

新着本の棚には毎日新しい本が入っています。

＜貸出ランキング 集計期間12.4.1～12.5.28＞

１．『日本人の知らない日本語3』 蛇蔵 著

２．『悪の娘1』 悪のP 著

３．『都会のトム＆ソーヤ9、10』 はやみねかおる 著

４．『心霊探偵八雲9』 神永学 著

５．『ぼくらの秘島探検隊』 宗田理 著

新しい本

約300冊入荷

（4/28～5/28入荷

修学旅行の本を中心に、

旅行ガイドブックの最新版が入荷しています！

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/imgdata/large/4533085245.jpg


素顔の伊達政宗 佐藤　憲一
地球を遊ぼう！ Ａ－Ｗｏｒｋｓ





◎ 国家は破綻する カーメン・Ｍ．ラインハート プロセスでわかる天体望遠鏡の使い方 大野　裕明 No.2
◎ ソーシャルデザイン グリーンズ 宇宙特選画像 田村　元秀
◎ ささいなことで傷つかない人の人間関係 加藤　諦三 １３７億光年の宇宙論 藤田　貢崇

影響力の武器 ロバート・Ｂ．チャルディーニ これから見られる日食と月食データブック 片山　真人
日本の路地を旅する 上原　善広 マーカス・チャウンの太陽系図鑑 マーカス・チャウン

◎ １０年後に食える仕事食えない仕事 渡邉　正裕 深海と深海生物 海洋研究開発機構

ルポ賃金差別 竹信　三恵子 結晶とはなにか 平山　令明
資格図鑑！ オバタ　カズユキ カタツムリのごちそうはブロック塀！？ 稲垣　栄洋

◎ 家族という意志 芹沢　俊介 巨大津波は生態系をどう変えたか 永幡　嘉之
◎ 自殺論 デュルケーム キノコの教え 小川　真

３・１１後を生きるきみたちへ たくき　よしみつ 日本のきのこ 今関　六也
ＡＭＤＡ被災地へ！ 菅波　茂 シダの扉 盛口　満
ふたつの震災 西岡　研介 ヒトの見ている世界蝶の見ている世界 野島　智司
特別授業３．１１君たちはどう生きるか あさの　あつこ 魚は痛みを感じるか？ ヴィクトリア・ブレイスウェイト

なぜ、人は平気で「いじめ」をするのか？ 加野　芳正 カピバラ大好き 渡辺　克仁
◎ 不登校児再生の島 奥野　修司 シマリス 竹田津　実

ルポ良心と義務 田中　伸尚 なぜヤギは、車好きなのか？ 小林　朋道
子どもの教育費これだけかかります。 日労研編集部 生きる力を磨く６６の処方箋 鎌田　実
文化祭企画・アイディア事典 彩図社編集部 大往生したけりゃ医療とかかわるな 中村　仁一
新採教師の死が遺したもの 久富　善之 ◎ ビタミンＣの事典 石神　昭人
プロの教師のすごいほめ方・叱り方 佐藤　幸司 科学でわかる男と女の心と脳 麻生　一枝

◎ 教師の悩みに答える部活指導のヒント 高畑　好秀 家庭と学校ですぐに役立つ感情を爆発させる子どもへの接し方 パット・ハーヴェイ

高校英語授業を変える！ 金谷　憲 ◎ 低線量被曝のモラル 一ノ瀬　正樹

大学ランキング ステータス症候群 マイケル・マーモット

高機能自閉症・アスペルガー症候群への思春期・青年期支援 井上　雅彦 よくわかる栄養学の基本としくみ 中屋　豊
発達障害児の感情コントロール力を育てる授業づくりとキャリア教育 新井　英靖 日本の医療この人を見よ 海堂　尊
みんなに愛される子が育つ！「魔法のレッスン」 篠崎　光正 境界をこえる 安藤　忠雄
一生役立つ「お金のしつけ」 たけや　きみこ 仕事をつくる 安藤　忠雄
塾長が教える塾に行かなくていい勉強法 井上　哲夫 知っておきたい放射能の基礎知識 斎藤　勝裕
図解東大生が選んだ勉強法 東大家庭教師友の会

学校制服の文化史 難波　知子 中国原発大国への道 郭　四志
◎ 「江戸しぐさ」完全理解 越川　礼子 電力改革 橘川　武郎
◎ 図説暮らしとしきたりが見えてくる江戸しぐさ 越川　礼子 原発は不良債権である 金子　勝
◎ 「超」入門　失敗の本質 鈴木　博毅 騙されたあなたにも責任がある 小出　裕章

中国スパイ秘録 デイヴィッド・ワイズ 電話はなぜつながるのか 米田　正明
ロボットはなぜ生き物に似てしまうのか 鈴森　康一

◎ 世界でもっとも美しい１０の科学実験 ロバート・Ｐ．クリース うまい酒の科学 酒類総合研究所

◎ 科学と人間の不協和音 池内　了 ネイリストになるには 津留　有希
銀の空想科学読本 柳田　理科雄 １９時から作るごはん 行正　り香
空想科学読本 柳田　理科雄 健康と調理のサイエンス 大越　ひろ
一冊でわかる理系なら知っておきたい数学の基本ノート 佐々木　隆宏 調理がわかる物理・化学の基礎知識 香西　みどり

語りかける中学数学 高橋　一雄 心は、強くなる 長友　りえ
高校生のための数学入門 西森　晃
マンガでわかる微分積分 石山　たいら チョコレートの真実 キャロル・オフ

多面体と宇宙の謎に迫った幾何学者 シュボーン・ロバーツ ２０１４年日本再浮上 若林　栄四
微積で楽しく高校物理がわかる本 田原　真人 ９０分解説ＴＰＰ入門 日本経済新聞社

ヒラメキ公認ガイドブックようこそ宇宙へ キャロル・ストット ◎ メディアの大罪 三橋　貴明
マンガでわかる宇宙のしくみと謎 中川　人司 ◎ よくわかるＴＰＰ　４８のまちがい 鈴木　宣弘
宇宙１００の謎 福井　康雄 世界一わかりやすい「ＴＰＰ」の授業 小泉　祐一郎

4類　　自然科学

5類　　技術

6類　　産業

リアル公務員

タテ割り・人事

異動・ゆるキャ

ラ・住民参加・

天下り・たらい

回し…現役公務

員が描いた「お

役所の今」がわ

かるコミック＆

エッセイ。

知っているよう

で知らない「お

かしさ」「哀し

さ」そして「醍

科学でわかる男と女の心と脳

男はなぜ若い子を好む

のでしょうか？

女はなぜ金持ちを好む

のでしょうか？

本書は、ふだん聞けな

い性の科学を明らかに

しました。

性の裏側を、進化論と

いう視点で解説。

空想科学読本 11

とある科学の超電磁

砲』御坂美琴の

「レールガン」の仕

組み！『デュララ

ラ！！』平和島静雄

の「道路標識引っこ

抜き」は可能か！？

など、科学の目で真

剣に考えれば、それ

ぞれの世界はますま

す面白くなる。人気

シリーズ最新刊です。

不登校児再生の島

沖縄本島南部に浮か

ぶ久高島に、全国各

地からやってくるの

は、不登校、引きこ

もり、いじめなどで

家にも学校にも居場

所がなくなった問題

児ばかり。

島のゆったりとした

時間の中で、だんだ

んと心を立ち直らせ

ていく感動ノンフィ

クション。

読みたい本のリクエストはいつでも受け付けています

図解 東大生が選んだ勉強法

ノートの表紙にヒン

トを書いて記憶する、

勉強時間は目的に合

わせて設定する、1

冊の参考書を徹底的

に攻略する、など、

目からウロコのテク

ニックがもりだくさ

ん。やっている人は

やっている。



宇宙の謎と不思議を楽しむ本 藤井　旭
デジタルカメラによる星座写真の写し方 沼沢　茂美

◎ ヨーロッパホラー＆ファンタジー・ガイド 荒俣　宏 No.3
近代日本思想の肖像 大沢　真幸 運命を生きる 浅野　史郎
渋沢竜彦との日々 渋沢　竜子 無菌病棟より愛をこめて 加納　朋子
渋沢竜彦ドラコニア・ワールド 渋沢　竜彦 文芸くらしき
小説的思考のススメ 阿部　公彦 アーネスト・ヘミングウェイ 日本ヘミングウェイ協会

プリミティブアートってなぁに？ マリー・セリエ 渋沢竜彦との旅 渋沢　竜子 インクリングズ ハンフリー・カーペンター

◎ わたしが芸術について語るなら 千住　博 万葉集歌の力 七王国の玉座 ジョージ・Ｒ．Ｒ．マーティン

◎ まなざしのレッスン 三浦　篤 伊勢物語総索引 大野　晋 花言葉をさがして ヴァネッサ・ディフェンバー

風しもの村 貝原　浩 ◎ ＤＤＤ　1 奈須　きのこ 居心地の悪い部屋 ブライアン・エヴンソン

日本の「かわいい」図鑑 中村　圭子 あのころの、 窪　美澄 ダーク・スター・サファリ ポール・セロー

とにかくやさしいギター教本 たしま　みちを かすてぃら さだ　まさし “Ｉｔ（それ）”と呼ばれた子　上・中・下 デイヴ・ペルザー

初心者のエレキ・ギター基礎教本 自由現代社編集部 サクラ咲く 辻村　深月 ぼくはお金を使わずに生きることにした マーク・ボイル

バレエをはじめましょう ダーシー・バッセル サファイア 湊　かなえ ◎ 奪われた人生 ジェイシー・デュガード

「数学女子学園」ＰＨＯＴＯ　ＢＯＯＫ ドＳ刑事（デカ） 七尾　与史 ◎ ゲーテとの対話　上・中・下 エッカーマン
現代落語論 立川　談志 トーキョー・クロスロード 浜野　京子 大人の残酷おとぎ話初版『グリム童話』 由良　弥生
スポーツの百科事典 田口　貞善 トネイロ会の非殺人事件 小川　一水 ◎ 本当は恐ろしいグリム童話 桐生　操
よくわかるスポーツ心理学 中込　四郎 ◎ ネコソギラジカル 西尾　維新 旅人は死なない リシャール・コラス

究極の身体（からだ） 高岡　英夫 ブラッド・スクーパ 森　博嗣 出会い ミラン・クンデラ

写真記録〈体育とスポーツ〉の世界史 写真記録刊行会 花のようする 藤谷　治 無慈悲な昼食 エベリオ・ロセーロ

上達の技術 児玉　光雄 楽園のカンヴァス 原田　マハ 新生 ダンテ
すべてのマラソンランナーに伝えたいこと 瀬古　利彦 感染遊戯 誉田　哲也
マラソン 白鳥　早奈英 鋼の魂 仁木　英之
部活で大活躍できる！陸上最強のポイント５０ 福間　博樹 降霊会の夜 浅田　次郎
Ｍｕｌｔｉ　Ｖｉｓｉｏｎバッティング 高橋　善正 桜舞う あさの　あつこ

◎ イチローイズム 石田　雄太 ◎ 少年名探偵虹北恭助の冒険 はやみね　かおる

イチロー式集中力 児玉　光雄 心霊探偵八雲 神永　学
◎ なでしこ力 佐々木　則夫 新月譚 貫井　徳郎
◎ ハンドボールパーフェクトマスター 宮崎　大輔 ◎ 赤い夢の迷宮 勇嶺　薫
◎ ハンドボールをはじめよう 高村　忠範 雪と珊瑚と 梨木　香歩
◎ 試合で大活躍できる！ハンドボール上達のコツ５０ 松井　幸嗣 卒業 はやみね　かおる

◎ 部活で大活躍できる！水泳最強のポイント５０ 中村　真衣 太陽は動かない 吉田　修一
今日からはじめる山歩き 地をはう風のように 高橋　秀雄
はじめてでも釣れる！かんたん釣り入門 ダイワ精工株式会社 ◎ 巴之丞鹿の子 近藤　史恵
マンガ・武道のすすめ 田代　しんたろう 判決はＣＭのあとで 青柳　碧人

◎ 現代弓道講座　1-7巻 宇野　要三郎 悲鳴伝 西尾　維新
勝ち続ける意志力 梅原　大吾 百鬼夜行の少年 天堂　里砂

氷山の南 池沢　夏樹
困ったときのベタ辞典 アコナイトレコード 福音の少年 あさの　あつこ

論理的に話す技術 山本　昭生 返信 野島　伸司
発音の基礎から学ぶ中国語 相原　茂 ◎ 僕等がいた 小畑　友紀
ゼロからスタート韓国語 鶴見　ユミ 野いばら 梶村　啓二
イギリスの小学校教科書で始める親子で英語絵本リーディング 古川　昭夫 ◎ 輪（まわ）るピングドラム 幾原　邦彦
英語で手帳をつけてみる 石原　真弓 恋するエクソシスト 梨沙
新ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴリスニング完全攻略 宮野　智靖 恋より或いは美しいもの 沢木　まひろ

世界一わかりやすい英語の勉強法 関　正生 異性 角田　光代
早慶高に塾ナシで合格するための英語 富沢　利之 人生なんてくそくらえ 丸山　健二
英語の発音がよくなる本 巽　一朗 仙台ぐらし 伊坂　幸太郎

8類　言語

7類　芸術・スポーツ

9類　文学

読みたい本のリクエストはいつでも受け付けています。

図書館新着本案内 ２枚目！

日本の「かわいい」図鑑

竹久夢二、松本

かつぢからはじ

まり、サンリオ

のグッズが流通

するようになっ

た頃から、日本

国中がカワイイ

ものにうめつく

されるように

なった！世界の

ｋａｗａｉｉと

なった、ファン

少年名探偵虹北恭助の冒険

困ったときのベタ辞典

とにかく今すぐ使え

るベタ語、これなら

一度は言ってみたい

ベタ語、教科書には

のっていなかったベ

タ語など、おもしろ

いベタな表現がたく

さん載っています。

図書館で人気の本で

す。

輪（まわ）るピングドラム

新
着
案
内
に
紹
介
し
た
本
は

す
べ
て
図
書
館
入
っ
て
す
ぐ
の
新
着

本
コ
ー
ナ
ー
に
並
べ
て
あ
り
ま
す
。

古本屋の店番を

しながら本を読

んで生活するヘ

ンな小学生・虹

北恭助。

幼なじみの野村

響子といっしょ

に、虹北商店街

でおこるさまざ

まな事件にいど

「少女革命ウテナ」

「美少女戦士セー

ラームーン」シリー

ズの幾原邦彦監督、

１２年ぶりのオリジ

ナルＴＶアニメ原作

小説。

上・中・下巻があり

ます。リクエストで

入荷しました。



日本人は英語のここが聞き取れない 松岡　昇 日本の文脈 内田　樹
はじめて英語で日記を書いてみる 石原　真弓 日本語の冒険 阿刀田　高
英語で聴く世界を変えた感動の名スピーチ 平野　次郎 山行記 南木　佳士

まな事件にいど

む！リクエスト

で入荷です。
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