
◎をつけた本は、生徒、教員のリクエストで入荷しました。★は表紙の写真を掲載しています。
裁判傍聴ハンドブック バウンド

もういちど読む山川日本史 五味　文彦 在日外国人 田中　宏
学校では教えてくれなかった！世界のなかのニッポン近現代史 菅野　祐孝 なぜゴッホは貧乏で、ピカソは金持ちだったのか？ 山口　揚平
失われた極東エルサレム「平安京」の謎 飛鳥　昭雄 スタンフォード大学で一番人気の経済学入門 ティモシー・テイラー
新選組謎とき８８話 菊地　明 高校生からの経済データ入門 吉本　佳生
世界史もわかる日本史 河合　敦 新自由主義の帰結 服部　茂幸
知れば知るほど面白い戦国の合戦 小和田　哲男 英語で読む池上彰の経済のニュースが面白いほどわかる本 池上　彰
謎解き！江戸のススメ 「謎解き！江戸のススメ」制作班 少子化論 松田　茂樹
縄文時代ガイドブック 勅使河原　彰 トヨタの片づけ ＯＪＴソリューションズ
理想だらけの戦時下日本 井上　寿一 私の見た日本人 パール・バック
世界史もわかる日本史 河合　敦 ◎★ 伝え方が９割 佐々木　圭一

◎★ 暮らしの年表／流行語１００年 講談社 長く働いてきた人の言葉 北尾　トロ
観光コースでない香港・マカオ 津田　邦宏 ◎ 同化と他者化 岸　政彦

◎ 三国志「最強武将」ベストランキング１００ 三国志武将審議委員会 未来の働き方を考えよう ちきりん
◎ 三国志と古代中国の歴史 洋泉社 女たちの韓流 山下　英愛
◎ 知れば知るほど面白い「その後」の三国志 渡辺　精一 性について語ろう 池上　千寿子
◎ 知れば知るほど面白い英雄たちで知る三国志 高橋　康浩 イラクから日本のおともだちへ 佐藤　真紀

１５のテーマで学ぶ中世ヨーロッパ史 堀越　宏一 自然災害からいのちを守る科学 川手　新一
新・ローマ帝国衰亡史 南川　高志 いじめのない教室をつくろう 小森　美登里
４７都道府県「戦国武将」事典 泉　秀樹 ◎ 英米児童文化５５のキーワード 白井　澄子
中国　詩心（うたごころ）を旅する 細川　護煕 安倍政権で教育はどう変わるか 佐藤　学
梅棹忠夫 山本　紀夫 放射能汚染と学校給食 牧下　圭貴
海のグレートジャーニーと若者たち 関野　吉晴 キャリア教育のウソ 児美川　孝一郎

◎ 写真で見る三国志英雄たちの足跡 藤井　勝彦 ◎ 板書技法と手書き文字文化 福岡教育大学板書教育プロジェクト

◎ 杜康潤のトコトコ三国志紀行 杜康　潤 勉強力がぐんとアップする合格ノート術 ＮＨＫ『テストの花道』制作チーム

口語訳遠野物語 柳田　国男
アメリカン・カルチュラル・スタディーズ ニール・キャンベル 西洋菓子　世界のあゆみ 吉田　菊次郎
はじめて出会う中国 園田　茂人 エコ・ラッピング 正林　恵理子
教えて！池上さん 池上　彰 ★ ラッピング・バイブル ラッピング協会

★ 知らないと恥をかく世界の大問題　4 池上　彰 ラッピングのきほん事典 宮田　真由美
安倍改憲政権の正体 斎藤　貴男 鳩居堂の日本のしきたり豆知識 鳩居堂
なぜ４割の得票で８割の議席なのか 上脇　博之 世界幻想動物百科 トニー・アラン
民族紛争 月村　太郎 妖怪探検図鑑　1,2巻 村上　健司
戦時下の日本人と隣組回報 渡辺　洋吉
アジア力の世紀 進藤　栄一 ★ ３０秒で学ぶ科学理論 ポール・パーソンズ
平和主義とは何か 松元　雅和 「便利」は人を不幸にする 佐倉　統
将軍の生活 石井　良助 科学技術をよく考える 伊勢田　哲治

理科のわくわく実験 理科の自由研究室
★ ジュニア数学オリンピック2008-2012 数学オリンピック財団

数学は歴史をどう変えてきたか アン・ルーニー
★ オイラーの公式がわかる 原岡　喜重

◎
◎
◎
◎
◎

美﨑　栄一郎

ＮＨＫ取材班
Jamis Jamis
Jamis Jamis
Jamis Jamis
Jamis Jamis

香山　リカひとりで暮らす求めない生き方

Ｏ型自分の説明書
Ｂ型自分の説明書

Ｃ．ピーターソン

ビブリオバトル
本のチカラ

フィリップ・ウィルキンソン世界の神話伝説図鑑

3類　　社会・経済・教育・法律など

A型自分の説明書
ＡＢ型自分の説明書
日本人は何を考えてきたのか　明治・大正・昭和編

2類　　歴史・伝記・地理など

０類　　百科事典　雑学　コンピュータ　など

谷口　忠大

4類　　数学・物理・化学・生物など

30秒で学ぶ哲学思想

知的生産の技術

書籍文化の未来

梅棹　忠夫

赤木　昭夫

バリー・ローワー

学習性無力感

1類　　哲学・宗教・心理学など

倉敷天城中学校・高等学校 
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新しい本 

約270冊入荷 

（6/1～7/4入荷分） 

『知らないと恥をかく世界の大問題 4』 池上 彰 
 

 アメリカ、ＥＵ、中東情勢、東アジア、そして安部政権が

めざす外交政策とは・・・世界の最新の情勢を「対立」を

テーマにわかりやすく解説した新書。 

 世界の新しいリーダーが出揃ったいまこそが再起動の

チャンスだと池上氏はとらえている。絶対的な覆権国・指

導者がいない「Ｇゼロ時代」を、再出発の好機ととらえ、世

界の中の日本を見る。 
 

『30秒で学ぶ科学理論』   

ポール・パーソンズ 
運動の法則、相対性理論、シュレーディンガー

の猫、統一理論、カオス理論といった重要で興

味深い50の科学理論を、その道で活躍する科

学の専門家たちが1ページ+1枚の絵で解説する。 

 

『ビブリオバトル』                   谷口 忠大 
 おすすめの本を1冊ずつ紹介しあう書評ゲームを知っていますか？京

都大学の研究室で生まれ、今、全国の書店、大学などをはじめとする学

校で開催されている注目の書評バトルです。 

 今回、本校図書委員会が東雲祭で行うことが決定しています！新しい

本との出合いを、体験してみませんか？ 

『暮らしの年表/流行語100年』       講談社 
 

 この１００年を日本人はどう暮らしてきたか物・文化・流

行・風俗など身近な出来事を豊富に盛り込んだ「暮らしの

年表」と各年の流行語・データ、コラムを組み合せた詳し

い解説書です。 

 高2年課題研究で「ことば」をテーマにしたグループに使

用されています。 

   暑い日が続きますね。図書館では冷房をきかせて皆さんの来館を待っています。 

勉強しにきたり、本を借りに来たり、授業の用事で来たり、ゆったりと休みに来たり

と、さまざまな目的で図書館を利用してください。 

図書館では今、七夕飾りをしています。笹の葉には現在50枚以上もの短冊がかけ

られ、天城生の願いが書かれています。誰かの幸せを願うもの、時間が欲しい、志

望校に合格したいといったもの・・・さまざまです。ぜひあなたの願いもつるしてみて

くださいね。 

高校図書委員では、東雲祭に向けて 

①ビブリオバトル 

②名言大賞 
の2本立てで楽しいイベントを計画しています。 

賞品なども用意しますので、ぜひ皆さんご参加くだ

さい。 

著作権保

護のためＷ

eb上では

本の画像を

削除してい

ます。 



◎★ 八重の桜　1、2巻 山本　むつみ

実験でわかる中学理科の化学 福地　孝宏 科学でひらくゴマの世界 福田　靖子 ひたすら面白い小説が読みたくて 児玉　清 美しい心臓 小手鞠　るい
宇宙をあるく 細川　博昭 ★ 奇跡のリンゴ　文庫版 石川　拓治 田辺聖子の古典まんだら 田辺　聖子 本格推理委員会 日向　まさみち

星空の大研究　1～4巻 藤井　旭 ◎ だれでもできるベランダで野菜づくり 麻生　健 おぼえておきたい季節のことば　春・夏 草間　時彦 名も無き世界のエンドロール 行成　薫
天気ハカセになろう 木村　竜治 ◎ ベランダ畑 藤田　智 おぼえておきたい季節のことば　秋・冬・新年 草間　時彦 ◎ 名探偵ＶＳ．怪人幻影師 はやみね　かおる

フタバスズキリュウ発掘物語 長谷川　善和 ものぐさガーデニングのススメ 斉藤　吉一 ◎ くじけないで 柴田　トヨ ◎ 緑の桜は知っている 藤本　ひとみ
クローズアップ自然のしくみ図鑑 ジャイルズ・スパロウ あぁ、そういうことか！漁業のしくみ 亀井　まさのり サラリーマン川柳さんのせん傑作選 やく　みつる 藁の楯 木内　一裕
岩波生物学辞典 巌佐　庸 ★ ゼロからわかる！図説百人一首 学研パブリッシング ★ 「やりがいのある仕事」という幻想 森　博嗣

◎ カビと酵母 小崎　道雄 京都の古社寺　色彩巡礼 吉岡　幸雄 今を生きるための現代詩 渡辺　十糸子 アンソロジーカレーライス！！ 阿川　佐和子
パスツールと微生物 Ａｎｎｉｃｋ　Ｐｅｒｒｏｔ 石仏・石の神を旅する 吉田　さらさ 雪明りの路 伊藤　整 下山の思想 五木　寛之

◎ 酵母のすべて 大隅　良典 ★ 死ぬまでに観ておきたい世界の絵画１００１ スティーヴン・ファージング 短歌のドア 加藤　治郎 人間はいろいろな問題についてどう考えていけば良いのか 森　博嗣
◎ 酵母のライフサイクル 菊池　韶彦 ミュシャの世界 ミュシャ 日本の恋の歌 馬場　あき子 人類滅亡を避ける道 関野　吉晴
◎ ため池の自然 浜島　繁隆 バーナムの骨 トレイシー・Ｅ．ファーン ◎ 百歳 柴田　トヨ ◎ あらすじとイラストでわかる三国志 知的発見！探検隊

これでナットク！植物の謎 日本植物生理学会 かたちのみかた 立花　文穂 百人一首百うたがたり 天野　慶 ◎ 三国志４０人の名脇役 渡辺　精一
知られざる動物の世界　甲虫のなかま 青木　淳一 世界で一番美しいレントゲン図鑑 ニック・ヴィーシー 友達・棒になった男 安部　公房 ジーキル博士とハイド氏 スティーヴンスン

知られざる動物の世界　小型肉食獣のなかま 本川　雅治 読むだけで上手くなる！ピアノ名曲解説５０ 植田　彰 ５５歳からのハローライフ 村上　竜 ジェニィ ポール・ギャリコ

◎ 潜水調査船が観た深海生物 藤倉　克則 ◎ 二十世紀の１０大バレエダンサー 村山　久美子 あの日、君と ナツイチ製作委員会 スターリンの鼻が落っこちた ユージン・イェルチン

★ 最新クラゲ図鑑 三宅　裕志 見て学ぶアメリカ文化とイギリス文化 藤枝　善之 いつか、君へ　boys ナツイチ製作委員会 語りべのドイツ児童文学 吉田　孝夫
クモの巣図鑑 新海　明 スポーツ障害 奥脇　透 いつか、君へ  girls ナツイチ製作委員会 このＴシャツは児童労働で作られました。 シモン・ストランゲル

アリの巣の生きもの図鑑 丸山　宗利 サッカーで勝つ食事！ 白鳥　早奈英 いつも彼らはどこかに 小川　洋子 女の一生 モーパッサン
医者に殺されない４７の心得 近藤　誠 野球で勝つ食事！ 白鳥　早奈英 オフカウント 筑井　千枝子 ドン・キホーテ　1～6巻 セルバンテス

◎ パラサイト式血液型診断 藤田　紘一郎 自転車ツーリングファーストガイド グラフィック社 おれたちの約束 佐川　光晴 かもめ チェーホフ
リンパの科学 加藤　征治 ◎ いけばな 笹岡　隆甫 キアズマ 近藤　史恵 ◎ 地下室の記録 ドストエフスキー

「動かない」と人は病む 大川　弥生 ◎ はな　ひと　うつわ 関　美香 くるすの残光　3巻 仁木　英之 鳥のいない空 ステラ・ミュラー‐マデイ

国循の美味しい！かるしおレシピ 国立循環器病研究センター ◎ プロ級ナンプレ ウェイン・グールド サクラ秘密基地 朱川　湊人
転倒予防　転ばぬ先の杖と知恵 武藤　芳照 ◎★ ポケット数独　11初級編 ニコリ ◎ サマータイム　文庫版 佐藤　多佳子 いるのいないの 京極　夏彦
彼女たちはなぜ万引きがやめられないのか？ 河村　重実 さよなら渓谷 吉田　修一
産みたいのに産めない ＮＨＫ取材班 ためらいがちのシーズン 唯川　恵

◎ たっぷり酵素の朝ごはん 鶴見　隆史 デュラララ！！　12巻 成田　良悟
ビタミンＣは人類を救う！！ 川口　友万 わたしたちが少女と呼ばれていた頃 石持　浅海
健康男 Ａ．Ｊ．ジェイコブズ 愛しいひとにさよならを言う 石井　睦美
食べるなら、どっち！？ 渡辺　雄二 ◎ 一つの大陸の物語　下 時雨沢　恵一
本当は危ない植物油 奥山　治美 雨の匂い 樋口　有介
薬草の科学 佐竹　元吉 遠くでずっとそばにいる 狗飼　恭子

★ 遠野物語ｒｅｍｉｘ 京極　夏彦
自治体のエネルギー戦略 大野　輝之 黄色い水着の謎 奥泉　光
近代発明家列伝 橋本　毅彦 家族写真 荻原　浩
地熱が日本を救う 真山　仁 快挙 白石　一文
魅惑のアンティーク照明 Ｉ．ウージェル 楽園の蝶 柳　広司

★ １５歳の可能性 加瀬　ヒサヲ ◎ 桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活 奥泉　光
舟をつくる 関野　吉晴 左足のポルカ 手島　織江

◎ わが家でつくるこだわり麹 永田　十蔵 ★ 昨夜のカレー、明日のパン 木皿　泉
色を着こなすファッションＢＯＯＫ 岡部　久仁子 ◎ 桜ノ雨　1、2巻 ｈａｌｙｏｓｙ
インテリアと暮らしが変わる！もの選びのルール 成美堂出版編集部 殺生伝 神永　学
ＤＩＹで作る可愛い収納家具 主婦と生活社 ◎ 三国志激戦録 三好　徹

◎★ 「自家製酵母」のパン教室　1、2 高橋　雅子 慈雨の人 江宮　隆之
おばあちゃんの知恵レシピ 主婦の友社 心 姜　尚中

◎★ みんなの朝食日記 ＳＥ編集部 真庭語 西尾　維新
もっとおいしい！はじめてのスパイスカレー 水野　仁輔 日本語スタンダードの歴史 野村　剛史 ◎ 図書館革命　文庫版 有川　浩

◎ 塩麹とことん使いこなしレシピ 主婦の友社 写真で読み解く語源大辞典 沖森　卓也 卒業するわたしたち 加藤　千恵
◎ 麹の「生きた力」を引き出す本 伏木　暢顕 〈難解〉死語辞典 別冊宝島編集部 沈黙の町で 奥田　英朗

手料理のコツ エイ出版社 生きた英語表現を楽しく学ぶ絵辞典 マイケル・バートン 天狗ノオト 田中　彩子
◎ 世界ぐるっと朝食紀行 西川　治 ★ 新・英語で日記を書いてみる 石原　真弓 島はぼくらと 辻村　深月
◎ 毎日がたのしくなる塩麹のおかず おの　みさ 天声人語　2012　冬　英文対照 朝日新聞論説委員室 如何なる星の下に 高見　順

センスがいいとほめられるインテリアのルール 成美堂出版編集部 天声人語　2013　春　英文対照 朝日新聞論説委員室

ナチュラル好きの小さなおうちリメイク 学研パブリッシング

4類　　数学・物理・化学・生物など 9類　文学論・小説6類　　農業・畜産・商業など　

Ｅ　えほん

5類　　技術・環境問題など

7類　芸術・スポーツ・音楽など

8類　日本語・英語・その他言語

『新・英語で日記を書いてみる』   

石原真弓 
ツイッターやフェイスブックなど、時流に合った

テーマの表現を多数加筆する。基本文法から構

文、表現までカバーされた、「英語日記」の入門

書として最適の一冊。 

『奇跡のリンゴ』 文庫版  石川 拓治 
農薬も肥料も使わずに、たわわにりんごを実らせる

農家、木村秋則さんの記録。今ではそのリンゴを

使ったスープを出すレストランが半年先まで予約が

いっぱいになるほどの人気。しかし無農薬リンゴを

作るまでは壮絶な闘いだった。害虫や病気の被害

で10年うまくいかなかった。もう死のうと出かけた山

の中で、木村さんは光り輝く木を見つけた・・・。映

画化され、再び話題になっています。読書感想文

等にもおすすめです。 

 

『ゼロからわかる！図説百人一首』 

学研パブリッシング 
全１００首の意味と歌人１００人の素顔が見え

る解説、歌に読まれた名所紹介、さらには人

気まんが『うた恋い。』監修者が語る百人一首

の魅力まで、記事満載！ 

『遠野物語Remix』 

京極夏彦 
山の中で高笑いする女、赤い顔の河童、ふと

見上げた天井にぴたりと張り付く人……遠野の

郷にいにしえより伝えられし怪異の数々。柳田

國男の『遠野物語』を京極夏彦が深く読み解き、

新たに新釈した遠野物語です。 
 

『昨夜のカレー、明日のパン』 

木皿泉 
悲しいのに、幸せな気持ちにもなれるのだ―。

7年前、25才という若さであっけなく亡くなって

しまった夫。遺された妻。なにげない日々の中

にちりばめられた、「コトバ」の力がじんわり心

にしみてくる。人気脚本家がはじめて綴った連

作長編小説です。  

『八重の桜1、2』 

山本むつみ 
2013年NHK大河ドラマ『八重の桜』を完全ノベ

ライズして、全4巻刊行予定。会津藩の砲術指

南の山本家に生まれた八重の幼少期は、まさ

に少年そのものであった。兄・覚馬を師と仰ぎ、

裁縫よりも鉄砲に興味を示し、会津の女として

育っていく・・・。  

『「やりがいのある仕事」という幻想』 

森博嗣 
人気小説家が、仕事をテーマに斬新な持論を

語る。人々は、仕事に比重を置き過ぎている。

もっと自由に、楽しく、自分の思うように生きて

みよう、と思える、肩の力が抜ける本。 

  


