
分類番号
★ 140 シャーロック・ホームズはなぜ外見だけで人を見抜けるのか？斉藤　勇

146 嫌われる勇気 岸見　一郎
159 ポジティブの教科書 武田　双雲
160 宗教家になるには 島田　裕巳

○ 164 北欧神話と伝説 Ｖ．グレンベック
分類番号

204 仕事に効く教養としての「世界史」 出口　治明
210 唐物の文化史 河添　房江

★ 290 ５日間の休みで行けちゃう！美しい街・絶景の街への旅 Ａ－Ｗｏｒｋｓ
分類番号

304 ２１世紀はどんな世界になるのか 真　淳平
312 中東から世界が見える 酒井　啓子
318 私がくまモンの上司です 蒲島　郁夫
319 犯韓論 黄　文雄
323 憲法読本 杉原　泰雄
331 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 沖本　竜義

○ 331 経済学は何をすべきか 岩井　克人
○ 331 資本主義から市民主義へ 岩井　克人
○ 331 池上彰のやさしい経済学 池上　彰
○ 331 池上彰のやさしい経済学 池上　彰

332 里山資本主義 藻谷　浩介
336 「ついていきたい」と思われるリーダーになる５１の考え方 岩田　松雄
338 銀行員になるには 泉　美智子

★ 345 ちゃんとわかる消費税 斎藤　貴男
367.2 女のからだ 荻野　美穂
367.7 〈老いがい〉の時代 天野　正子

○ 371 努力する人間になってはいけない 芦田　宏直
393 国家安全保障基本法批判 青井　未帆

分類番号
★○ 410 チューリングと超（メタ）パズル 田中　一之

410 算数的思考法 坪田　耕三
421 量子的世界像１０１の新知識 ケネス・フォード
425 現代光科学 大津　元一
425 光科学への招待 大津　元一
440 宇宙最大の爆発天体ガンマ線バースト 村上　敏夫
443 完全独習現代の宇宙論 福江　純

○ 460 生命とは何だろう？ 長沼　毅
○ 468 ホタルの光は、なぞだらけ 大場　裕一

471 テイツ／ザイガー植物生理学 Ｌ．テイツ
★ 488 ヤンバルクイナ 江口　欣照

493 放射能と人体 落合　栄一郎
495 産後ケア 福島　富士子
498 食品の裏側 安部　司

★ 498 正しい塩分の摂り方 五明　紀春

分類番号

7
19
33

★70 記者たちは海に向かった 門田　隆将

◎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。

4類　　数学・物理・化学・生物など

1類　　哲学・宗教・心理学など

０類　　百科事典　雑学　コンピュータ　など

3類　　社会・経済・教育・法律など

２類　　歴史・伝記・地理など

藤原　実
ひと目でわかるブックトーク
世界一素朴な質問、宇宙一美しい答え

まいにち見るのに意外と知らないＩＴ企業が儲かるしくみ
「この本読んで！」編集部
ジェンマ・エルウィン・ハリス

倉敷天城中学校・高等学校 

図書館発行 

２０１4年 
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図書館からお知らせ 
 

   
      

 

   
 

新しい本 

約140冊入荷 

（4/1～4/30入荷分） 

 

 図書館には今月もたくさんのあたらしい本が入荷しています。今話題の

本をすぐに借りることができますので、ぜひ足を運んでください。 

  

☆図書館の利用方法のおさらい☆ 

開館時間…月・水・金→８：３０～１７：４５ 

              火・木→８：３０～１７：００ 

     ※都合により変更となる場合もあります。 

      図書館入り口の開館時間表示を見てください。 

貸出期間…２週間 

     ※２週間で読めなかった場合はカウンターで延長の手続きをし 

      てください。 

貸出冊数…無制限 

     ※ただし読める程度に借りてください。 

貸出方法…借りたい本をカウンターに持って来てください。 

     学年・組・番号を伝えると借りることができます。 

     学生証を提示して借りることもできます。 

返却方法…返却カウンターに置いてください。それだけです。 

     図書館が閉まっているときには入り口横の返却ボックスに 

     入れてください。 

図書館の本をさがしています。 
 

      「デュラララ×１３」成田良二 
 

※本を持っている人は至急返却してください。 

 本を借りるときは、必ずカウンターで手続きしてください。 

※返却期限が過ぎている本を持っている人は早急に返却してください。 

 次の人が待っています。 

  

授業で紹介された本。問い合

わせが数件あったので図書館

でも購入してみました。

チューリングの作品をモチー

フに，多種多様なパズルの世

界を，たくさんのイラストと

ともに楽しく描かれています。 

とにかくため息のでる絶景が盛

りだくさんです。パラパラ見て

いるだけでも行った気になれる

（？）ので、パラパラしてみて

ください。 

世界で沖縄のやんばるの

森にしか生息しないヤン

バルクイナ。今、絶滅の

危機にさらされている…。

飛べない鳥、ヤンバルク

イナがどんな生活をして

いるのかがわかります。 

 

日本食文化の代表である

「味噌」はいま、健康維持

や生活習慣病への効果が期

待されはじめているそうで

す。和食が世界文化遺産に

登録されたいまこそ、あら

ためて見直してみません

か？ 

第60回青少年読書感想文全国コンクール課題図書が準備で

きています。 

今年は早めに取りかかろうと思っている人、図書館に来てくだ

さい。 

課題図書は以下の本になりました。 
 

     中学校                 高校 

シャーロック・ホームズは心理

学の達人だった！？ 

なぜいま増税するのか、

消費税のしくみや問題点

などがわかりやすく紹介

されています。 



分類番号

分類番号 ○ 908 あらいぐまラスカル　愛の若草物語ほか
509 町工場の底力 ○ 908 フランダースの犬　小公女セーラほか
518 デザインマンホール１００選 池上　修 ○ 908 赤毛のアン　トム・ソーヤーの冒険ほか

○ 538 宇宙に挑むＪＡＸＡの仕事術 宇宙航空研究開発機構 ○ 908 母をたずねて三千里　私のあしながおじさんほか

538 日の丸ロケット進化論 大塚　実 ○ 910 『赤毛のアン』と花子 村岡　恵理
538 日本の宇宙探検 宇宙航空研究開発機構有人宇宙ミッション検討のミエル化チーム 910 ザ・中島らも 鈴木　創士
538 夢をあきらめなければ宇宙にだって行ける 星出　彰彦 ○ 910 花子とアンへの道 村岡　恵理
589 海洋堂創世記 樫原　辰郎 寄贈 910 倉敷市蔵薄田泣菫宛書簡集 倉敷市
596 ３６５日たまごかけごはんの本 Ｔ．Ｋ．Ｇ．プロジェクト ○★ 910 村岡花子 村岡　恵理

★ 596 おにぎりレシピ１０１ 山田　玲子 911 大人も読みたいこども歳時記 長谷川　櫂
○★ 596 赤毛のアンレシピ・ノート イレーン・クロフォード ★ 913 ほっこりミステリー 伊坂　幸太郎

597 わたしのウチには、なんにもない。１ ゆるり　まい 913.6 ＴＶピープル 村上　春樹
597 わたしのウチには、なんにもない。２ ゆるり　まい ○ 913.6 アヴェ・マリアのヴァイオリン 香川　宜子
597 中高生のための「かたづけ」の本 杉田　明子 913.6 カノン 中原　清一郎

分類番号 913.6 サイレント・ヴォイス 佐藤　青南
683 船長・機関長になるには 穴沢　修平 ○ 913.6 ストライク・ザ・ブラッド 三雲　岳斗
686 世界の鉄道 フランコ・タネル 913.6 スプートニクの恋人 村上　春樹
689 ＵＳＪのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか？森岡　毅 ★ 913.6 スペードの３ 朝井　リョウ

分類番号 913.6 ただいまが、聞こえない 坂井　希久子
★ 726 それでも僕は夢を見る 水野　敬也 913.6 ダンス・ダンス・ダンス上 村上　春樹

726 マンガミュージアムへ行こう 伊藤　遊 913.6 ダンス・ダンス・ダンス下 村上　春樹
726 モリミテ 中野　シズカ 913.6 つむじ風食堂の夜 吉田　篤弘
726 猫ピッチャー そにし　けんじ 913.6 ノルウェイの森上 村上　春樹
746 プロに学ぶデジタルカメラ「ネイチャー」写真術 水口　博也 913.6 ノルウェイの森下 村上　春樹

○★ 778 花子とアン 村岡　恵理 913.6 ブラック・コール 佐藤　青南
779 一流の人はなぜ落語を聞くのか 立川　談四楼 913.6 よるのふくらみ 窪　美澄
780 異議あり！新国立競技場 森　まゆみ 913.6 ライヴ 山田　悠介

○★ 780 長友佑都体幹トレーニング２０ 長友　佑都 913.6 金の月のマヤ 田森　庸介
○ 781 もっとスゴイ！大人のラジオ体操 中村　格子 913.6 軍師官兵衛一 前川　洋一

分類番号 913.6 軍師官兵衛二 前川　洋一
801 伝える極意 長井　鞠子 913.6 荒地の恋 ねじめ　正一
810 「サバを読む」の「サバ」の正体 ＮＨＫアナウンス室 913.6 三匹のおっさん 有川　浩
813 辞書になった男 佐々木　健一 913.6 小さな異邦人 連城　三紀彦

○ 837 赤毛のアン Ｌ．Ｍ．モンゴメリ 913.6 新釈走れメロス 森見　登美彦
913.6 神様のカルテ１ 夏川　草介
913.6 神様のカルテ２ 夏川　草介
913.6 神様のカルテ３ 夏川　草介

★ 913.6 豆の上で眠る 湊　かなえ
913.6 波形の声 長岡　弘樹
913.6 美雪晴れ 高田　郁

○ 913.6 浜村渚の計算ノート 青柳　碧人
★ 913.6 夢違 恩田　陸

914 私は私、これでよし 遠藤　周作
914.6 大人の流儀 伊集院　静
920 杜甫のユーモアずっこけ孔子 興膳　宏
929 世界の果て、彼女 キム　ヨンス

○★ 933 「赤毛のアン」が教えてくれた大切なこと 茂木　健一郎
933 思い出のマーニー上 ジョーン・ロビンソン

933 思い出のマーニー下 ジョーン・ロビンソン

○ 933 図説赤毛のアン 奥田　実紀
○ 933 赤毛のアン モンゴメリ
○★ 933 赤毛のアンの世界へ
○ 933 赤毛のアンの島へ 吉村　和敏

933 遁走状態 ブライアン・エヴンソン

○ 933 路上のストライカー マイケル・ウィリアムズ

○ 933.7 赤毛のアン Ｌ．Ｍ．モンゴメリ

943.7 帰ってきたヒトラー上 ティムール・ヴェルメシュ

943.7 帰ってきたヒトラー下 ティムール・ヴェルメシュ

★ E きょうはマラカスのひ 樋勝　朋巳
○ E 赤毛のアン Ｌ・Ｍ・モンゴメリー

岩波世界人名大辞典 岩波書店辞典編集部

岩波世界人名大辞典 岩波書店辞典編集部

9類　文学論・小説◎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。

8類　　日本語・英語・その他言語

5類　　技術・環境問題など

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

6類　　農業・畜産・商業など　

今月の予約ランキング 
１．『村上海賊の娘』 和田竜 

２．『銀の匙』 荒川弘 

３．『あさきゆめみし』 大和和紀 

３．『終物語』 西尾維新 

３．『君を守るために僕は夢を見る』 白倉由美 

                          ほか 

  予約はいつでも受け付けています！ 

 リクエストもお待ちしています！！ 

赤毛のアンコーナーを設置しています。 

ＮＨＫ連続テレビ小説「花子とアン」が現在放送され

ています。朝登校前に見て来ている人もいるのではな

いでしょうか。そこで、図書館では現在、村岡花子が

翻訳した「赤毛のアン」に関連した本をおすすめの

コーナーに設置しています。名作ですので、まだ読ん

だことのない人はぜひ一読してみてください！ 

フルーツケーキやチェリーパ

イなどのお菓子から祝祭日の

豪華なディナーまで、おいし

い料理がいっぱい紹介されて

います。1900年代初頭のシン

プルなカナダ料理をおうちで

再現してみては。  

村岡花子を総特集。山田詠美や

柴崎友香によるエッセイ、徳川

夢声・平林たい子らとの対談な

どが収録されています。  

プリンス・エドワード島の美しい

景色や当時の暮らし、アンに関わ

る様々なことがわかる一冊！  

脳科学者：茂木健一郎が 

赤毛のアンを通して伝える 

「生きる力」と「幸せになる力」 

 

「夢」はずっと僕のそ

ばにいた。けれど、い

つまでも「夢」を追う

のが辛くなった僕は、

ある日彼を捨てた―。 

ほろりとしますよ。 

 文：水野敬也 

 絵：鉄拳 

自分の顔ほどの大きさもある

おにぎりにかぶりつく女の子

のかわいさに、食欲をそそら

れますね～。101のレシピが英

訳付きでご紹介されています。 

日本のソウルフード、作って

みませんか？ 

全て長友佑都

が実践＆解説

しています！

ＤＶＤ付きな

ので、長友と

一緒に体幹ト

レーニングが

できますよ！ 

 クネクネさんはマラカスが大好き。今日はおとも

だちのパーマさんとフワフワさんをよんでマラカス

の発表会です―。何とも言えないクネクネさんの表

情がたまらない絵本です。 

多くの新聞の書評などにも取り上

げられている一冊。東日本大震災

で存続の危機に立った福島民友新

聞の記者たちの真実の姿と心情が

描かれています。 

小学生の時の姉失踪事件。今も妹

の心には違和感が――お姉ちゃん、

あなたは本物なの？ 

湊かなえの長編ミステリーです。 

『桐島、部活やめるってよ』

で第二回小説すばる新人賞を

受賞し、２０１３年『何者』

で、戦後最年少で第一四八回

直木賞を受賞した朝井リョウ

の最新作。 

会社員しながらの執筆活動…

すごいですよね。 

夢の映像を記録した「夢札」、

それを解析する「夢判断」を職

業とする浩章のもとに、奇妙な

依頼が舞い込む―。 

『悪夢ちゃん』の原案小説です。 

      （文庫） 

伊坂幸太郎や中山七里などが描くミ

ステリー小説。ミステリーなのに、

心がじんわりほっこり温まる不思議

な小説ってどんなの？気になった人

は是非読んでみてください。 

     （文庫） 


