
◎をつけた本は、生徒、教員のリクエストで入荷しました。
蔦屋重三郎 鈴木　俊幸

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ手習い帖 ＭｄＮ編集部 絶対に行けない！世界の秘境１０１ アフロ ◎
心をもつロボット 武野　純一 食べる。 中村　安希
すべては今日から 児玉　清 子どもと楽しむ岡山あそび場スポット ワード
東大教師が新入生にすすめる本 東京大学出版会『ＵＰ』編集部 ネイチャーツアー西表島 安間　繁樹
わたしが救われたたった一言 日本の聖地ベスト１００ 植島　啓司
岡山・倉敷すてきな雑貨屋さん らいむす 平家かくれ里写真紀行 清永　安雄
倉敷物語～はちまん～ 三城　誠子 インパラの朝 中村　安希

アフリカ日和 早川　千晶
論理学 グレアム・プリースト
感性の限界 高橋　昌一郎 ありえないことが現実になるとき ジャン＝ピエール・デュピュイ

論語入門 井波　律子 政治哲学 デイヴィッド・ミラー
哲メン図鑑 高橋　信雅 デモクラシー バーナード・クリック
プラトン ジュリア・アナス 〈生政治〉の哲学 金森　修
マルティン・ハイデガー ティモシー・クラーク 政治学への道案内 高畠　通敏
フリードリヒ・ニーチェ リー・スピンクス 特高警察 荻野　富士夫
ジル・ドゥルーズ クレア・コールブルック 法哲学 レイモンド・ワックス
ミシェル・フーコー サラ・ミルズ 別海から来た女 佐野　真一
ジャック・デリダ ニコラス・ロイル それをお金で買いますか マイケル・サンデル
スラヴォイ・ジジェク トニー・マイヤーズ 移住・移民の世界地図 Ｒｕｓｓｅｌｌ　Ｋｉｎｇ
意識 スーザン・ブラックモア 日本国勢図会 矢野恒太記念会
感情 ディラン・エヴァンズ スチュアート・ホール ジェームス・プロクター
「判断力」を強くする 藤沢　晃治 ジャン・ボードリヤール リチャード・Ｊ．レイン
青春の言葉 いのちの言葉編集部 差別原論 好井　裕明
手紙屋　蛍雪編 喜多川　泰
手紙屋 喜多川　泰
君たちは何のために学ぶのか 榊原　英資
おとなの進路教室。 山田　ズーニー
武士マニュアル 氏家　幹人
「有名人になる」ということ 勝間　和代

◎ ブッタとシッタカブッタ1 小泉　吉宏
◎ ブッタとシッタカブッタ2 小泉　吉宏
◎ ブッタとシッタカブッタ3 小泉　吉宏
◎ 愛のシッタカブッタ 小泉　吉宏
親から子へ語り継ぎたい日本の神話 伊東　利和
心をそだてる松谷みよ子の日本の神話 松谷　みよ子

開催！世界史サミット 浅野　典夫
人類の歴史を変えた８つのできごと 真　淳平
１０分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語1 河合　敦
１０分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語2 河合　敦
１０分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語3 河合　敦
ライバルで読む日本史 小和田　哲男
古代蝦夷 工藤　雅樹
一日古代ローマ人 金森　誠也
マリー・アントワネット運命の２４時間 中野　京子
異形の日本人 上原　善広
ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク スティーヴン・モートン
ボクが医者になるなんて 川淵　圭一
池田光政 倉地　克直

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

倉敷天城中学校・高等学校 

図書館発行 

２０１２年 

7月4日  ＮO. 3 

 

 

図書館の予定 

    七夕の展示をしています 

 

＜７月、８月の休館日＞ 
 

   7月6日（金） 

   8月1日（水）～15日（水） 

 

※上記の日程は図書館を閉館させていただきますので、 

 ご注意ください。 

 
 

 

 

中学校図書委員さんが、図書館玄関前におすすめ本展示と、図書

館内に七夕の展示を行いました。天城の中学生、高校生の願いが、

短冊にたくさん書かれていますので、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

新しい本 

約300冊入荷 

（5/29～7/2入荷分） 

新聞やテレビで特集された話題の本が、 

入りました！ 

返却期限切れの本は、7月6日（金）までに返しましょう。 

図書館が閉まっている時は、返却ボックスに入れましょう。 

 



ブラック・カルチャー観察日記 高山　マミ 日本の固有植物 加藤　雅啓 ランニング・スタート・バイブル 渡辺　康幸
どん底 高山　文彦 世界で一番美しい種子図鑑 ロブ・ケスラー いじめられっ子のチャンピオンベルト 内藤　大助 文学理論 ジョナサン・カラー

日本でいちばん幸せな県民 坂本　光司 生きもののヘンな顔 小宮　輝之 コミック グリフィンとお茶を 荻原　規子
だれのための仕事 鷲田　清一 身近な動物を使った実験 鈴木　範男 坊っちゃん 夏目　漱石 恋する文豪 真山　知幸
ルポゴミ屋敷に棲む人々 岸　恵美子 面白図解はじめての「解剖学」 高橋　優三 三四郎 夏目　漱石 “文学少女”のグルメな図書ガイド
ひきこもりのライフプラン 斎藤　環 ホーダー ランディ・Ｏ．フロスト 杜子春・羅生門 芥川　竜之介 芥川竜之介の「羅生門」「河童」ほか６編 角川書店
避難する権利、それぞれの選択 河崎　健一郎 狂気 ロイ・ポーター 地獄変・奉教人の死 芥川　竜之介 文学館を考える 中村　稔
さわっておどろく！ 広瀬　浩二郎 パーソナリティ障害 岡田　尊司 恩讐の彼方に 菊池　寛 名歌名句大事典 久保田　淳
ルポ子どもの貧困連鎖 保坂　渉 統合失調症 岡田　尊司 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 引き算の美学 黛　まどか
「学び」という希望 尾木　直樹 愛着障害 岡田　尊司 怪談 小泉　八雲 読み出したら止まらない古事記 島崎　晋
いじめ予防と対応Ｑ＆Ａ７３ 菅野　純 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド 黒沢　礼子 山椒大夫・高瀬舟 森　鴎外 さとこ先生のホームルーム おにつか　るみ

ネットいじめはなぜ「痛い」のか 原　清治 第二の認知症 小阪　憲司 伊豆の踊り子 川端　康成 あの日、君と ナツイチ製作委員会

文化祭企画・アイディア事典 彩図社編集部 色弱が世界を変える 伊賀　公一 高野聖 泉　鏡花 ◎ 夜の国のクーパー 伊坂　幸太郎

中学・高校で使える人間関係スキルアップ・ワークシート 嶋田　洋徳 走れメロス・富岳百景 太宰　治 読んでおきたいベスト集！芥川竜之介 芥川　竜之介

ホームルーム活動 玉井　美知子 分散型エネルギー入門 伊藤　義康 山月記・李陵 中島　敦 地獄変 芥川　竜之介
小学校・中学校・高等学校における新しい障がい理解教育の創造 富永　光昭 新幹線とリニア半世紀の挑戦 村串　栄一 二十四の瞳 壷井　栄 口紅のとき 角田　光代
先生のためのアイディアブック ジョージ・ジェイコブズ グリーン経済最前線 井田　徹治 人生を変える！マンガ名言１０００日本博識研究所 海岸通りポストカードカフェ 吉野　万理子

イラストでわかるおもしろい化学の世界 山口　晃弘 建築 アンドリュー・バランタイン たけくらべ 樋口　一葉 週末は家族 桂　望実
ＡＯ入試を受ける前に知っておいて欲しいこと 斎木　陽平 日本人はどう住まうべきか？ 養老　孟司 友情 武者小路　実篤 起終点駅（ターミナル） 桜木　紫乃
大学受験のトリセツ 柴田　竜之介 テレビは原発事故をどう伝えたのか 伊藤　守 マンガで覚える図解オセロの基本 滝沢　雅樹 レディ・マドンナ 小路　幸也
情報戦略で大学に受かる！ 日本学力振興会 おしえて！もんじゅ君 もんじゅ君 黒猫の接吻あるいは最終講義 森　晶麿
日本の保育はどうなる 普光院　亜紀 Ｆｌａｓｈモーションタイポグラフィ Ａ．ｅ．Ｓｕｃｋ 集英社国語辞典 森岡　健二 ＳＰＥＣ１～3 西荻　弓絵
君はどの大学を選ぶべきか 理系のためのクラウド知的生産術 堀　正岳 試験にでる小論文「１０大テーマ」の受かる書き方 樋口　裕一 ゆみに町ガイドブック 西崎　憲
東大医学部 安川　佳美 衣料と繊維がわかる 佐藤　銀平 何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ５５ 鈴木　鋭智 サイコロジカル 西尾　維新
発達障害と向き合う 竹内　吉和 はじめてでも安心コスプレ入門 たかそう 音読したい英語名言３００選 英語名言研究会 ディーセント・ワーク・ガーディアン 沢村　凛

地上の飯 中村　和恵 京大・東田式英語力向上パズル 東田　大志 最後の恋 朝井　リョウ

科学哲学 サミール・オカーシャ 五輪書 宮本　武蔵 切れた鎖 田中　慎弥
熊楠の森－神島 後藤　伸 そうだ、葉っぱを売ろう！ 横石　知二 文法からマスター！はじめてのドイツ語 小野寺　賢一 実験 田中　慎弥
キクタンサイエンス1　理系英単語 近藤　哲男 農家が教えるイネつくりコツのコツ 農文協 願かけネコの日 那須田　淳
キクタンサイエンス2　理系英単語 佐藤　洋一 ワン和辞典 小暮　規夫 ◎ ドグラ・マグラ 夢野　久作
キクタンサイエンス3　理系英単語 斎藤　恭一 「物流」で働く 広田　民郎 別冊図書館戦争 有川　浩
キクタンサイエンス4　理系英単語 平井　通宏 鉄道会社はややこしい 所沢　秀樹 図書館戦争1,2 有川　浩
数学者の哲学＋哲学者の数学 砂田　利一 あなたが愛した記憶 誉田　哲也
哲学的な何か、あと数学とか 飲茶 モナ・リザはなぜルーヴルにあるのか 佐藤　幸三 人間の基本 曽野　綾子
連分数のふしぎ 木村　俊一 大原美術館の誕生 上田　恭嗣 桜の樹の下には瓦礫が埋まっている。 村上　竜
現代素粒子物語 中嶋　彰 北斎 大久保　純一 命はそんなにやわじゃない 杉浦　貴之
解いて基本を理解する化学 松下　至 池大雅 池　大雅 それでも三月は、また 谷川　俊太郎

ゼロからはじめる化学 立屋敷　哲 歌川国芳×伊藤文人あそび絵くらべ 伊藤　文人
地球外生命９の論点 立花　隆 服のシワの描き方マスターブック ハードデラックス

星の文化史事典 出雲　晶子 地球の夜 シュテファン・ザイプ

宇宙はなぜこんなにうまくできているのか 村山　斉 Ｍｉｃｈｉｏ’ｓ　ｎｏｒｔｈｅｒｎ　ｄｒｅａｍｓ　1 星野　道夫
小石、地球の来歴を語る ヤン・ザラシーヴィッチ Ｍｉｃｈｉｏ’ｓ　ｎｏｒｔｈｅｒｎ　ｄｒｅａｍｓ　2 星野　道夫
雪の結晶図鑑 菊地　勝弘 希望の大地 桃井　和馬
お天気ニュースの読み方・使い方 饒村　曜 韓国のやきもの 姜　敬淑
理系のアナタが知っておきたいラボ生活の中身 野地　澄晴 エコ＊文房具 平田　美咲
ＨＳＰと分子シャペロン 水島　徹 描きたくなる！ボールペンイラスト見本帳 三原　等
好きになる生化学 田中　越郎 ◎ 篆刻入門実例５００ 遠藤　彊
進化 カール・ジンマー 最新音楽の科学がよくわかる本 岩宮　真一郎

利己的遺伝子から見た人間 小林　朋道 読むだけで、声と歌が見違えるほどよくなる本 福島　英
人類大移動 印東　道子 錯覚のスポーツ身体学 木寺　英史
アナザー人類興亡史 金子　隆一 大会で勝つ！陸上長距離・駅伝記録を伸ばすポイント５０ 川嶋　伸次

9類　　文学

6類　　産業

7類　芸術・スポーツ

8類　　言語

4類　　自然科学

5類　　技術

読みたい本のリクエストはいつでも受け付けています。 


