
◎をつけた本は、生徒、教員のリクエストで入荷しました。★は内容の紹介をしています。
◎ しごとば 鈴木　のりたけ

すらすら読める論語 加地　伸行 ◎ エンタテインメント・ゲーム・アニメ・マンガ・声優の仕事につくには さんぽう
パワーストーン 草野　巧 ◎ ペット・アニマルの仕事につくには さんぽう
メンタリズム ＤａｉＧｏ ◎ 語学を活かしてホテル・ブライダル・トラベル・エアライン・国際関係の仕事につくには さんぽう

◎ 人を動かす Ｄ・カーネギー 震災離婚 三浦　天紗子
◎ 道は開ける Ｄ・カーネギー 強いられる死 斎藤　貴男

金持ちになる男、貧乏になる男 スティーブ・シーボルド 大震災と子どもの貧困白書 「なくそう！子どもの貧困」全国ネットワーク

君たちはどう生きるか 吉野　源三郎 ボランティアまるごとガイド 安藤　雄太
きっと勇気がわいてくる魔法の言葉　1～3 中井　俊已 精神科病院を出て、町へ 伊藤　順一郎
お母さんは命がけであなたを産みました 内田　美智子 １４歳からわかる生活保護 雨宮　処凛
すらすら読める歎異抄 ひろ　さちや 介護施設で働く人たち 松田　尚之
すらすら読める正法眼蔵 ひろ　さちや 「平穏死」という選択 石飛　幸三

◎ キリスト教とは何か。Ⅰ、Ⅱ ペン編集部 ＴＳＵＮＡＭＩ　３・１１ 第三書館編集部
◎ なんでもわかるキリスト教大事典 八木谷　涼子 ◎ こども・福祉・癒しの仕事につくには さんぽう

『いじめ』は２学期からひどくなる！ 佳川　奈未
読むだけですっきりわかる世界史　1～4 後藤　武士 震える学校 山脇　由貴子
サムライ サムライ研究会 夜回り先生いじめを断つ 水谷　修
図解江戸の暮らし事典 河合　敦 いじめられている君へ　いじめている君へ　いじめを見ている君へ 朝日新聞社
道具と人類史 戸沢　充則 ◎ 学校で働く人たち 松井　大助
戦国時代のすべてがわかる本 二木　謙一 初心者から指導者まで使えるダンスの教科書 坂本　秀子
秀吉の朝鮮侵略と民衆 北島　万次 現場で使える教室英語 石渡　一秀
ビジュアル幕末維新 歴史群像編集部 なるほど！赤ちゃん学 玉川大学赤ちゃんラボ

戦争責任とは何か 清水　正義 保育園・幼稚園で働く人たち 木村　明子
◎ 三国志のすべてがわかる本 渡邉　義浩 日本の伝統文化・芸能事典 日本文化いろは事典プロジェクトスタッフ

世界の国旗 メトロポリタンプレス 図解装飾品 池上　良太
★ 山中伸弥先生に、人生とｉＰＳ細胞について聞いてみた 山中　伸弥 ★ 秘密基地の作り方 尾方　孝弘

もういちど読む山川地理 田邉　裕 図解日本全国おもしろ妖怪列伝 山下　昌也
僕が旅に出る理由 日本ドリームプロジェクト 日本全国妖怪スポット　1～4 村上　健司
都道府県を語呂あわせでおぼえよう1～3 ながた　みかこ 災害派遣と「軍隊」の狭間で 布施　祐仁
富士山 ＪＴＢパブリッシング
なるほど韓国おもしろＢＯＯＫ 康　煕奉

世界のニュースがわかる本 岩本　裕
日本一心を揺るがす新聞の社説 水谷　もりひと
「世論」の逆がおおむね正しい 西部　邁
社会人の生き方 暉峻　淑子
若者よ、マルクスを読もう 内田　樹

★ 池上彰の政治の学校 池上　彰
マイナンバーは監視の番号 やぶれっ！住基ネット市民行動

消防署・警察署で働く人たち 山下　久猛
マイナンバーがやってくる 市民が主役の地域情報化推進協議会番号制度研究会

ノーベル平和賞で世の中がわかる 池上　彰
教科書が教えてくれない日本の領土の歴史 晋遊舎ムック

◎ 増田悦佐の経済教室 増田　悦佐
経営学を楽しく学ぶ 斉藤　毅憲
金融危機は再びやってくる 伊藤　正直
図表でみる世界の主要統計 経済協力開発機構
交渉力 毛利　元貞

◎ ９つの性格でわかるあなたの天職 エリザベス・ウェイゲル

◎ おしごと制服図鑑 講談社
美術館・博物館で働く人たち
岡山の夏目金之助〈漱石〉

1類　　哲学・宗教

2類　　歴史

3類　　社会科学

桑田　てるみ

爆笑テストの珍解答５００連発！！

古典力
ちょっと待って、そのコピペ！著作権侵害の罪と罰
爆笑！学力テストおバカ回答！

鍛えよう！読むチカラ
斎藤　孝
林　幸助

日本博識研究所

神田　千里
鈴木　一彦
鉄人社

赤井　克己
吉備野工房ちみち

さんぽう
０類　　総記　コンピュータ　図書館学

ＩＴ・コンピュータ・エンジニアの仕事につくには
いにしえ吉備の自転車古墳さんぽ
おかやま雑学ノート

倉敷天城中学校・高等学校 
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図書館からお知らせ 
 

 ＜図書館めだま    イベント予告＞ 
 

   開催期間・・・12月17日（月）～21日（金） 

   ★無料でもらえる古本雑誌市を開催します！ 

   ★雑誌のふろくがあたります！ 
 

 読書の秋ですね！図書館には巷で話題の本をできるだけスピーディ

に揃えています。借りるのはとっても簡単、カウンターで年組出席番

号を言うか、生徒証明書を出すだけです。 

 保護者の皆さまが、お子様を通じて借りてくださることが増えてい

ます。学校図書館は、公共図書館よりも、早く話題の新刊を借りられ

ることが多いです、ぜひご利用ください。 

 図書館にあるのは、小説だけではありません。新聞、雑誌、毎月入

荷する年間3000冊の新刊（全蔵書約5万冊）には、これからを生き

抜く上で大変重要な情報がつまっています。皆さん、勉強や部活で忙

しい中だとは思いますが、ぜひ、本を借りてみてください。探してい

るものが見つからない時は遠慮なく司書に声をかけてください。 

  

 皆さまからの本のリクエスト、予約、いつでも受け付けています。 

新しい本 

約420冊入荷 

（10/23～11/22入荷

分） 

← 

『山中伸弥先生に、人

生とｉＰＳ細胞について

聞いてみた』 

ノーベル賞を受賞した

山中教授にも、ジャマ

ナカと呼ばれ挫折した

時期がありました。医

学に興味がある人はぜ

ひ！ 

         ↑ 

『秘密基地の作り方』 

秘密基地と聞いたら、

わくわくしませんか？こ

の本を読めば、場所決

めから、基地での遊び

方まで詳細にわかりま

す。 

          

『池上彰の政治

の学校』→ 

総選挙が近づい

てきました。人気

著者の池上彰さ

んが政治家と国

民のかけひきを

分かりやすく解説

しています。 



いちばんよくわかるかぎ針あみの編み目記号１１８と模様編み１２３ 日本ヴォーグ社 ぐんぐんうまくなる！バスケットボール練習メニュー 陸川　章
時代を変えた科学者の名言 藤嶋　昭 ◎ ビューティ・ファッション・フードの仕事につくには さんぽう 部活で大活躍できる！弓道最強のポイント５０ 高柳　憲昭 すらすら読める伊勢物語ほかシリーズ12冊 高橋　睦郎
ＮＨＫ大科学実験　1～5 ＮＨＫエデュケーショナル 大人気料理家５０人のニッポンのおかずＢｅｓｔ５００ 主婦の友社 羽生善治のはじめて詰め将棋 羽生　善治 クレプスリー伝説　4 Ｄａｒｒｅｎ　Ｓｈａｎ

ジュニア数学オリンピック 数学オリンピック財団 おやつの時間にようこそ 有元　葉子 シェイクスピア全集　1～23 シェイクスピア

複素数とはなにか 示野　信一 世界の楽しいインテリア グレース・ボニー 世界で一番難しいクロスワード・パズル サライ編集部 無罪 スコット・トゥロー

面白くて眠れなくなる物理 左巻　健男 遅刻をメールで伝えるバカ 梶原　しげる ニンジャスレイヤー ブラッドレー・ボンド

面白くて眠れなくなる化学 左巻　健男 青空市場で会いましょう 永島　敏行 橋本式国語勉強法 橋本　武 ぞうさん・くまさん まど　みちお

身のまわりの化学 大場　好弘 日本のリアル 養老　孟司 根本式語呂あわせでおぼえる難読漢字1～3 根本　浩 魔法の泉への道 リンダ・スー・パーク

ＣＯ２のＱ＆Ａ５０ 笠原　三紀夫 熱帯雨林のコレクション 横塚　真己人 大きな活字の新明解現代漢和辞典 影山　輝国 悪ノ叙事詩 悪ノＰ
月と暮らす。 藤井　旭 散歩で見かける街路樹・公園樹・庭木図鑑 葛西　愛 ことばのゆらい図鑑1～2 ヒサ　クニヒコ チルドレン 伊坂　幸太郎

海と環境の図鑑 ジョン・ファーンドン うなぎ 虫明　敬一 小論文時事テーマとキーワード　社会科学編 相沢　理 くるくるコンパス 越谷　オサム

自然景観の謎 ロバート・ヤーハム ◎ レストランで働く人たち 戸田　恭子 小論文時事テーマとキーワード　医歯薬獣編 相沢　理 空色メモリ 越谷　オサム

やさしい日本の淡水プランクトン図解ハンドブック 一瀬　諭 世界が絶賛する「メイド・バイ・ジャパン」 川口　盛之助 小論文時事テーマとキーワード　教育・教員養成編 吉岡　友治 督促ＯＬ修行日記 榎本　まみ
人類の進化大図鑑 アリス・ロバーツ 駅で働く人たち 浅野　恵子 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 人生で大切なことはすべてヘッセが教えてくれた 岡田　朝雄
サツマハオリムシってどんな生きもの？ 三浦　知之 ◎ 空の上で本当にあった心温まる物語1～2 三枝　理枝子 とっさの方言 小路　幸也 愛しの座敷わらし（文庫版） 荻原　浩
カツオ・マグロのスーパーパワー 阿部　宏喜 ◎ 放送局で働く人たち 山中　伊知郎 ＴＯＥＩＣ　Ｂｒｉｄｇｅ公式ワークブック Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 夜のピクニック（文庫版） 恩田　陸
サンゴ礁を彩るブダイ 桑村　哲生 社会の今を見つめて 大脇　三千代 ＴＯＥＩＣテスト新公式問題集 Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｓｔｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 求めない 加島　祥造
ウイルス 阿部　純子 高校３年間の英語を１４時間でやり直す本 小池　直己 頼れない国でどう生きようか 加藤　嘉一
極彩からだ図鑑 左　明 こんにちは美術　1～3 福永　信 一生モノの英文法 沢井　康佑 いま考えなければならないこと 加藤　周一
食欲の科学 桜井　武 世界遺産まるわかりブック カルチャーランド あとは泣くだけ 加藤　千恵
挑戦する脳 茂木　健一郎 すぐわかる絵巻の見かた 榊原　悟 希望〈仮〉 花村　万月
夢の再生医療を実現するｉＰＳ細胞 ニュートンプレス ちひろの昭和 いわさき　ちひろ 方丈記 鴨　長明
看護の力 川嶋　みどり ケイト・グリーナウェイ 川端　有子 言葉の力人間の力 舘野　泉
脳からみた認知症 伊古田　俊夫 ポーズ資料集顔・頭 パイインターナショナル 少年 丸山　薫
放射線医が語る被ばくと発がんの真実 中川　恵一 ポーズ資料集手・腕 パイインターナショナル 心晴日和 喜多川　泰
なにをどれだけ食べたらいいの？ 香川　芳子 ポーズ資料集動き パイインターナショナル ソロモンの偽証　Ⅰ～Ⅲ 宮部　みゆき

図解毛筆書き方字典 阿保　直彦 晴天の迷いクジラ 窪　美澄
◎ いますぐ考えよう！未来につなぐ資源・環境・エネルギー　1～3 田中　優 ★ 写真、撮られ術。 永田　昌徳 旅屋おかえり 原田　マハ
◎ 太陽エネルギーがひらく未来 東京理科大学出版センター 海中散歩 鍵井　靖章 うたにあわせてあいうえお 工藤　直子
◎ 地球の未来と「水」1～3 岸上　祐子 かんたん手づくりポップアップカードわくわく動物園 シマダ　チカコ 黄色い目の魚（文庫版） 佐藤　多佳子

上下水道が一番わかる 長沢　靖之 幸せになる世界のハッピー・モビール 太田　拓美 古事記不思議な１３００年史 斎藤　英喜
◎ 手にとるように環境問題がわかる本 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング環境・エネルギー部 エコ＊おしゃれ 平田　美咲 夕日がせなかをおしてくる 阪田　寛夫
◎ バイオレメディエーションで地球の水を甦らせる 森下　日出旗 エコ＊ラッピング 平田　美咲 無花果とムーン 桜庭　一樹
◎ はじめての環境学 増田　啓子 よくわかる作詞の教科書 上田　起士 どこかへ行きたい 三越　左千夫

◎ 日本人の知らない環境問題 大賀　敏子 ◎ 音楽・芸能業界の仕事につくには さんぽう 今さら聞けない短歌のツボ１００ 三枝　昂之
◎ 酸性雨から越境大気汚染へ 藤田　慎一 よくわかる作曲の教科書 秋山　公良 おうい雲よ 山村　暮鳥
◎ 環境が１冊でわかる用語・法律・データ集 日経エコロジー編集部 早引き音楽記号・用語事典 斎藤　純一郎 坂の上の雲　1～8（文庫版） 司馬　遼太郎

◎ 自治体環境行政法 北村　喜宣 ベートーヴェンの真実 ラッセル・マーティン キノの旅　16 時雨沢　恵一

地震に負けない木造住宅 羽切　道雄 初心者のクラリネット基礎教本 河原塚　ユウジ 生きものはかなしかるらん 室生　犀星
のりもの進化論 松浦　晋也 楽器の歴史 佐伯　茂樹 この世で一番大切な日 十川　ゆかり

◎ 自動車・航空・鉄道・船舶の仕事につくには さんぽう 楽器から見るオーケストラの世界 佐伯　茂樹 その日のまえに 重松　清
原発崩壊 樋口　健二 ブラバンキッズ・ラプソディー 石川　高子 空より高く 重松　清
はじめての最新Ｆａｃｅｂｏｏｋ活用 原　久鷹 一音入魂！全日本吹奏楽コンクール名曲・名演５０　1～2 富樫　鉄火 カマラとアマラの丘 初野　晴
絶対解決Ｔｗｉｔｔｅｒ　＆　Ｆａｃｅｂｏｏｋで困った！ 富士ソフト ヴェルディ全オペラ解説 高崎　保男 つむじダブル 小路　幸也
基本から活用テクニックまで！Ｆａｃｅｂｏｏｋが使いこなせる本 宝島社 つくろう！コマ撮りアニメ 竹内　泰人 中学生までに読んでおきたい哲学1～6 松田　哲夫
プロが教えるパソコンのすべてがわかる本 平沢　茂一 奇術学 テンプラー社 黒革の手帖　上下（文庫版） 松本　清張
図解古代兵器 水野　大樹 間抜けの構造 ビートたけし 点と線 松本　清張
旭化成の研究 日刊工業新聞特別取材班 数学でわかるオリンピック１００の謎 ジョン・Ｄ．バロウ わしの眼は十年先が見える 城山　三郎
卒論執筆のためのＷｏｒｄ活用術 田中　幸夫 生きる力が湧いてくる！感動の言葉 中山　和義 地球よ 新川　和江
繊維の種類と加工が一番わかる 日本繊維技術士センター みんなで楽しい！レクリエーションゲーム集 日本レクリエーション協会 花をうかべて 新美　南吉
発酵食品の科学 坂本　卓 ＤＶＤで記録を伸ばす！陸上スプリント必勝のコツ５０ 豊田　裕浩 ◎ 仏像に恋して　1～2 真船　きょうこ ツナグ（文庫版） 辻村　深月
食品保存の科学 食品保存と生活研究会 サッカーの戦術＆トレーニング 神川　明彦 バガボンド　34 井上　雄彦 ノエル 道尾　秀介
女優に学ぶオシャレの秘密 ｓｗｅｅｔ編集部 上昇思考 長友　佑都 マンガ古事記　1～2 原　秀三郎 空へのぼる 八束　澄子
中原淳一子供服の絵本 中原　淳一 白球の約束 本郷　陽一 ◎ 猫なんかよんでもこない。 杉作 左京区恋月橋渡ル 滝羽　麻子

禁断の魔術 東野　圭吾

9類　　文学

6類　　産業

5類　　技術

コミック

※ここに掲載した新刊は一部です。カウンター向かって左の新着本コーナーに新刊を並べてあります。

4類　　自然科学

7類　　芸術・スポーツ

8類　　言語

『写真、撮られ術。』 

ヒザの上に大きな白い

布を敷いたり、太ももで

座ったり、撮影前に楽し

い妄想をしてみたり・・・ 
 

写真うつりを左右する、

すぐに役立つ小技が

いっぱい載っています。 

『もっと！仏像に恋して』 
 

今度の舞台は京都、奈

良、東京、大分、そして

仏教発祥の地インド、

震災直後の会津。さま

ざまな仏像の形や由来

を、かわいいイラストと

ともに紹介しています。 


