
159 ＹＡ！あなたはあなたのままでいい 宇佐美　百合子
159 キミが、たいせつ。 ナカムラ　ミツル
159 くじけそうなときには 宇佐美　百合子
159 たった２分で、自信を手に入れる本。 千田　琢哉
159 なぜか「人に好かれる人」の共通点 斎藤　茂太
159 愛さなくてはいけないふたつのこと 松浦　弥太郎
159 願いがかなう！「夢ノート」のすすめ 中山　庸子
159 口ぐせひとつでキミは変わる 佐藤　富雄
159 自分の世界をもちなさい 仮屋崎　省吾

★ 159 社会人になる前に知っておくべき１２カ条 樋口　裕一
159 受験生の心の休ませ方 加藤　諦三
159 中学時代がハッピーになる３０のこと 中谷　彰宏
159 中学時代にしておく５０のこと 中谷　彰宏

★ 159 茂木健一郎の脳がときめく言葉の魔法 茂木　健一郎
163 神と肉 原田　信男
183 大丈夫、生きていけるよ 明川　哲也

◎ 198 マザー・テレサ愛のことば、祈りのことば マザー・テレサ
◎ 198 マザー・テレサ日々のことば マザー・テレサ

分類番号 ２類　　歴史・伝記・地理など
209 ２時間でおさらいできる世界史　上・下 祝田　秀全

★ 210 ２時間でおさらいできる日本史　上・下 石黒　拡親
210 ３０の戦いからよむ日本史　上・下 小和田　哲男
227 トロイアの真実 大村　幸弘

★ 274 アホウドリの糞でできた国 古田　靖
◎ 280 悪の引用句辞典 鹿島　茂

281 おじさんの哲学 永江　朗
289.1 夢うばわれても 蓮池　薫
289.2 素顔の孫文 横山　宏章
289.3 幻想のジャンヌ・ダルク コレット・ボーヌ
289.3 好奇心からすべて始まるアインシュタイン 茂木　健一郎

★ 290 死ぬまでに行きたい！世界の絶景 詩歩
290 地図のない場所で眠りたい 高野　秀行
291 るるぶ愛知最新版　ほか
291 高松すてきな雑貨屋さん＆カフェ Ｗｏｒｄ　ｉｎｃ．
291 絶対行きたい！日本の島旅 加藤　庸二
291 日本のふしぎ理想郷ｓｐｏｔ５０ 渋川　育由
291 日本地理データ年鑑 松田　博康

分類番号 291 富士山大事典 富士学会
7 Ｗｉｎｄｏｗｓ　８．１これ１冊で完全理解 日経ＰＣ２１ 292 西南シルクロードは密林に消える 高野　秀行
7 エクセル＆ワード＆パワーポイントがいちばん使えるようになる本 292 歩いてまわる小さなソウル 鈴木　ちひろ

◎ 7 これからはじめるＰｈｏｔｏｓｈｏｐの本 宮川　千春 ★ 293 歩いてまわる小さなパリ　日帰り旅行も！ 荻野　雅代
★ 7 サイバーセキュリティ読本 一田　和樹 293 歩いてまわる小さなパリ カイエ・ド・パリ編集部

7 デザインフリーフォント１０１２ 吉岡　豊 293 歩いてまわる小さなロンドン 江国　まゆ
15 図書館のトリセツ 福本　友美子 295 歩いてまわる小さなニューヨーク 岡野　ひろか
17 鳥取・羽合小「アロハ図書館タイム」はじめます。 北田　明美 296 ロスト・シティＺ デイヴィッド・グラン

19 ビブリオバトルを楽しもう 粕谷　亮美 分類番号

19 考える読書 全国学校図書館協議会 304 だから日本はズレている 古市　憲寿
24 本屋の雑誌 本の雑誌編集部 309 世界資本主義と共同体 渋谷　要
31 現代用語の基礎知識 316 人権で世界を変える３０の方法 ヒューマンライツ・ナウ

33 ＺＯＯＭ大図鑑 マイク・ゴールドスミス 318 ２１歳男子、過疎の山村に住むことにしました 水柿　大地
59 朝日ジュニア学習年鑑 319 核の力で平和はつくれない 市民意見広告運動

分類番号 319 戦争をしなくてすむ世界をつくる３０の方法 田中　優
100 哲学入門 戸田山　和久 320 日本をだめにする４０の悪法 斎藤　貴男

◎ 141 シャーロック・ホームズの思考術 マリア・コニコヴァ 331 『資本論』を超える資本論 鎌倉　孝夫
146 「うまくいかないあの人」とみるみる人間関係がよくなる本 青木　仁志 332 年収は「住むところ」で決まる エンリコ・モレッティ

146 魂への旅路 横湯　園子 ★ 333 世界から貧しさをなくす３０の方法 田中　優
150 こころのふしぎなぜ？どうして？ 大野　正人 334 移住者が暮らしやすい社会に変えていく３０の方法 移住労働者と連帯する全国ネットワーク

159 「できる人」という幻想 常見　陽平 ★ 337 国際理解に役立つ世界のお金図鑑　１２３ 佐藤　英人
★ 159 「やる気スイッチ」が入る！３０のヒント 松田　正男 338 おカネで世界を変える３０の方法 田中　優

159 １０代からの夢をかなえる感性の磨き方 佳川　奈未 338 ソーシャルファイナンス革命 慎　泰俊
159 １４歳からの人生哲学 中谷　彰宏 361 なぜか人気者になっちゃう！心理術 伊東　明
159 Ｇｉｒｌｓ，Ｂｅ… 松本　えつを 361 陰謀論の正体！ 田中　聡

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

１類　　哲学　宗教　心理学など

◎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。

倉敷天城中学校・高等学校

図書館発行

2014年

7月14日 ＮO. 3

図書館からお知らせ

新しい本

約400冊入荷

（6/1～6/30入荷分）

あっという間に７月がやってきました。定期考査が終わってほっと一息

…ついている間にもうすぐ夏休みですね！勉強に、部活にと毎日忙しいと

は思いますが、ちょっと頭のリフレッシュをしようかなと思ったらぜひ図

書館へ。涼みに来るだけでもいいですよ。思いがけない本との出会いが

待っているかもしれません。今月も400冊以上の新刊が入っていますので

ぷらっと様子を見に来てください。

☆図書館の利用方法のおさらい パート３☆

皆さんへのお願い

※ 図書館の本は学校の貴重な財産です。破ったりぬらしたりしないでく

ださい。

※ 本の返却期限は２週間です。返却日を過ぎてもまだ返していない人は

早く返してください。次の人が待っています。本当に待っています。

なかなか返ってこないと困っています。

※ 館内は飲食禁止です。ちょっと喉が渇いたから飲み物を…と思ったと

きには、面倒でも図書館から出て飲むようにしてください。

やる気ｲ～スイッチ、

君のはどこにある

んだろ～♪ＣＭで

聞いたことがある

のでは？やる気が

目覚め自分力を伸

ばすヒントが30掲

載されています。

スマホ・ＳＮＳの

現代、個人情報ダ

ダ漏れの自己防衛

術が書かれた一

冊！あなたの個人

情報はダダ漏れて

いませんか！？

幸運は脳が連れてくる！

脳がときめく言葉の魔法

を使うとなりたい自分に

あなたもなれる！読むだ

けで人生が変わる５０の

メッセージ。

「小論文の神様」と呼ば

れる著者が、教え子たち

に伝授する、大人社会の

ルール。つまずかない、

損しない、不適応になら

ないために必読。

憲法発布、普通選挙の開

始などなど、「覚えよ

う」と思わずに読むと、

近現代の日本史は本当に

おもしろい！感動的にわ

かりやすいらしい。

誰でも安全に絶景へ行け

る旅行ガイド付き。信じ

られない土地を旅した

人々の体験談を満載。５

６万人が選んだ絶景ラン

キング発表。

税金ゼロ。学校・病院は

タダ。食事はすべて外食。

国民は誰も働かない……。

そんな夢のような国が、

本当に存在するらしい。

その名はナウル共和国。

パリの老舗＆最新スポッ

ト、ヴェルサイユとシャ

ルトルなどなどが紹介。

有名スポットから徒歩１

５分圏内、秘密の１６６

件が案内されています。

目次より…生活から解決

していく世界の貧しさ

（フェアトレードから、

フェアが当たり前の社会

に；彼らの資源を奪わず

に暮らす、シンプルライ

フを ほか）

全３巻。各国のお金がカ

ラーで紹介されているの

でわかりやすいですよ。

人口、面積などどんな国

かも紹介されています。



★ 361 人に好かれる！ズルい言い方 樋口　裕一 491 世界一うつくしい昆虫図鑑 クリストファー・マーレー

361 全４７都道府県幸福度ランキング 寺島　実郎 491 寄生虫なき病 モイセズ・ベラスケス＝マノフ

361 伝わる！修造トーク 松岡　修造 491 人体に危ない細菌・ウイルス 小林　一寛
364 わたしたちに必要な３３のセーフティーネットのつくりかた 稲葉　剛 493 赤ちゃん学
365 これからの住まいとまち 堀田　祐三子 493 アルツハイマーはなぜアルツハイマーになったのか ダウエ・ドラーイスマ

366 おしえて、ぼくらが持ってる働く権利 清水　直子 493 郡山物語 菊池　信太郎
◎ 366 キャリアデザイン入門テキスト 中嶌　剛 ★ 493 食物アレルギーのすべてがわかる本 海老沢　元宏

366 限界にっぽん 朝日新聞経済部 495 熱中症 田中　英登
369 バリアフリーのその先へ！ 朝霧　裕 ★ 498 誰も教えてくれなかった卵子の話 杉本　公平

★ 369 家族で学ぶ地震防災はじめの一歩 大木　聖子 498 １０３歳世界最速のおじいちゃんスプリンター 宮崎　秀吉
369 自分と家族を守る防災ハンドブック アーサー・ブラッドレー 498 看護師になるには 川島　みどり
369 震災ビッグデータ 阿部　博史 498 食中毒 伊藤　武

★ 369 津波、写真、それから 高橋　宗正 ★ 498.3 脳の強化書 加藤　俊徳
◎ 370 けっこう面白い授業をつくるための本 松森　俊尚 　 分類番号

◎ 372 「つながり格差」が学力格差を生む 志水　宏吉 501 徹底討議日本のエネルギー・環境戦略 柳下　正治
374 教師のための防災教育ハンドブック 立田　慶裕 518 江戸・東京の都市史 松山　恵
375 キミが勉強する理由 藤原　和博 520 世界の建築家図鑑 ケネス・パウエル
375 運動部活動の戦後と現在 中沢　篤史 523 歩きながら考えよう 安藤　忠雄
375 戦闘機１機で学校は何校つくれるか？ 関根　一昭 538 宇宙飛行士になるには 漆原　次郎

◎ 375 中学校国語科新授業モデル 河野　庸介 ★ 539 いちから聞きたい放射線のほんとう 菊池　誠
◎ 375.8 国語科授業を活かす理論×実践 大熊　徹 539 スウェーデンは放射能汚染からどう社会を守っているのか 高見　幸子
◎ 376 学校珍百景 塩崎　義明 539 みんなで学ぶ放射線副読本 後藤　忍

376.8 医歯薬＋獣医受験案内 学研 539 安斎育郎のやさしい放射能教室 安斎　育郎
376.8 私の早慶大合格作戦 エール出版社 543 原発事故緊急対策マニュアル 日本科学者会議福岡支部核問題研究委員会

◎ 377 対話の向こうの大学像 広田　照幸 ◎ 547 Ａｐｐｌｅ　ＴＶ 松村　太郎
380 これを語りて日本人を戦慄せしめよ 山折　哲雄 ◎ 547 これからはじめるＤｒｅａｍｗｅａｖｅｒの本 山本　和泉
380 柳田国男の話 室井　光広 547 気をつけよう！ＳＮＳ　１,２,３ 小寺　信良
382 共産主婦 イスクラ ◎ 547 世界でいちばん簡単なＨＴＭＬ５＆ＣＳＳのｅ本 金城　俊哉
383 チョコレートの歴史物語 堤　理華 548 ＡＲＭマイコンではじめる電子工作 鳥海　佳孝
384 テキヤはどこからやってくるのか？ 厚　香苗 ◎ 575 図説火と人間の歴史 スティーヴン・Ｊ．パイン

385 マナーとエチケットの文化史 ベサニー・パトリック 579 ひらく、ひらく「バイオの世界」 日本生物工学会
★ 392 平和のためのハンドブック軍事問題入門Ｑ＆Ａ４０ 福好　昌治 589 ＶＯＧＵＥ　ＯＮアレキサンダー・マックイーン クロエ・フォックス

分類番号 ★ 589 マリメッコスタイリングＢＯＯＫ 井口　美穂
400 ２時間でおさらいできる中学理科 左巻　健男 589 ムーミンと暮らす北欧くつろぎ時間
400 フィンランド理科教科書 Ｍｅｒｖｉ　Ｈｏｌｏｐａｉｎｅｎ 590 アメリカの家庭と住宅の文化史 サラ・Ａ．レヴィット
400 フィンランド理科教科書 Ｓｕｖｉ　Ａｓｐｈｏｌｍ 595 自分の顔が好きですか？ かづき　れいこ
400 宇宙と人間七つのなぞ 湯川　秀樹 596 ＴＯＤＡＹ’Ｓ　ＢＲＥＡＫＦＡＳＴ 山崎　佳
402 世界の科学者図鑑 アンドルー・ロビンソン ★ 596 あんこ読本 和菓子好き委員会あんこ部

403 理科年表 国立天文台 596 ほんとの本物の発酵食品 アレックス・リューイン

404 右？左？のふしぎ Ｈｅｎｒｉ　Ｂｒｕｎｎｅｒ 596 まんがキッチンおかわり 福田　里香
★ 407 論文捏造 村松　秀 596 高座舌鼓 林家　正蔵

408 いたずら博士の科学だいすき6～１０ 板倉　聖宣 597 １分片づけ術 すはら　ひろこ
410 教科書を飛び出した数学 藤川　大祐 分類番号

410 数学×思考＝ざっくりと 竹内　薫 611 世界から飢餓を終わらせるための３０の方法 ハンガー・フリー・ワールド

414 立体面積迷路 村上　綾一 ★ 612 東日本大震災からの真の農業復興への挑戦 東京農業大学
431 図形に強くなる ★ 648 屠場 本橋　成一

★ 431 元素検定 桜井　弘 653 葉実木のかたちで調べる樹木の名前大事典 近田　文弘
★ 452 電池はどこまで軽くなる？ 電気化学会 669 「塩」の世界史　上、下 マーク・カーランスキー

453 図説滝と人間の歴史 ブライアン・Ｊ．ハドソン 673 『俺のイタリアン』を生んだ男 尾崎　弘之
453 図説火山と人間の歴史 ジェイムズ・ハミルトン ★ 673 名探偵コナンの探偵入門 青山　剛昌
454 図説地震と人間の歴史 アンドルー・ロビンソン 678 これでわかるフェアトレードハンドブック ＦＬＯ
458 図説砂漠と人間の歴史 ロズリン・Ｄ．ヘインズ 686 図説世界史を変えた５０の鉄道 ビル・ローズ
459 いい感じの石ころを拾いに 宮田　珠己
460 必携鉱物鑑定図鑑 藤原　卓
465 世界の絶滅危惧生物図鑑 ＩＵＣＮ
467 カビのはなし カビ相談センター
474 エピジェネティクス 仲野　徹

★ 475 きのこ盆栽 渋谷　卓人
480 ときめくコケ図鑑 田中　美穂
484 岩合光昭と動物園・水族館を歩く 岩合　光昭
486 タコの才能 キャサリン・ハーモン・カレッジ

486 ときめき昆虫学 メレ山　メレ子

4類　　数学・物理・化学・生物など

6類　　農業・畜産・商業など　

5類　　技術・環境問題など

日本で見かけるきのこ60

種を、盆栽という小さな

世界で再現。見て、読ん

で、つくって楽しい、異

色のきのこ標本カラー図

鑑。とにかくかわいい。

論文捏造は以前から問題

視されていた。国内外の

コンクールで受賞のＮＨ

Ｋ番組を書籍化したもの、

2006年発行。

宇宙誕生から現代生活ま

で、あらゆる元素にまつ

わるうんちくをコンパク

トにまとめた最強の元素

読本。

くらしに欠かせない“電

子とイオン”。世界中で

使われているリチウムイ

オン電池も、光触媒も、

日本の企業が実用化した

のです!!

何を頼んでも何をやらか

しても好かれてしまう！

憎らしいほど上手い言い

方が紹介されています。

試してみては？

地震のときに「まさ

か！」ではなく「いつ起

こってもだいじょうぶ」

になる知恵がつめこまれ

た、みんなの命を守るた

めの本。

３．１１の津波で流され

た家族写真を、持ち主の

手もとに返そうとした活

動の記録。人が生きてい

くのに必要な写真の力。

国防軍・集団的自衛権な

どについて、まず、事実

を正確に把握することか

らはじめようとの観点か

らわかりやすく執筆され

ている。

血液検査が陽性でも食べ

られないとは限らない。

「食べさせない」から

「できるだけ食べさせ

る」へ正しい食事管理か

ら緊急時の対応法まで。

「卵子老化って何?」「卵

子老化をくいとめるに

は?」「精子は老化しない

の?」など、10代から40代

の女性の素朴な疑問に答

えてくれます。

頭がみるみるシャープに

なる…らしい。思考、感

情、運動、聴覚、視覚、

伝達、理解、そして記憶

の８つの脳エリアが目覚

める６６のトレーニング

メニュー。

放射線のしくみから、か

らだに与える影響までが

わかりやすく解説されて

います。気になる人はぜ

ひ。

絵：おかざき真里

ファン必見！マリメッコ

を暮らしに生かすアイデ

ア満載のスタイルブック。

人気の柄やレアなデザイ

ンが続々ですよ！

和菓子好き委員会あんこ

部著。これだけであんこ

好きの人にはたまらない

のではないでしょうか…。

あんこまみれの１冊。

目次より…第１部 津

波・放射能汚染からの復

興の２年半の歩み 第２

部 東京農業大学「東日

本支援プロジェクト」の

取り組みと成果 ほか

人類は何千年もの間、塩

を渇望し、戦い、買いだ

めし、課税し、探し求め

てきた。米国でベストセ

ラーとなった壮大かつ詳

細な塩の世界史。

瞬間の奥行きと無音の広

がり。いのちと向かい合

う現場。写真集なので、

覚悟を決めて見てくださ

い。

編集担当からの情報

…2014年は、名探偵コナ

ン連載20周年のメモリー

イヤー。コナンの名前を

冠する本はたくさんあり

ますが、そのものズバリ

の「探偵入門」はほかに

ありません。



分類番号

★ 810 ワーズハウスへようこそ 篠崎　晃一
810 知ってますか？小学校で習った日本語 『知ってますか？小学校で習った日本語』制作委員会

813 美しい日本語の辞典 小学館辞典編集部

830 みちこさん英語をやりなおす 益田　ミリ
831 魔法の英語耳づくり リサ・ヴォート
837 天声人語 朝日新聞論説委員室

分類番号

901 創作の極意と掟 筒井　康隆
908 小学生までに読んでおきたい文学 松田　哲夫
910 ふかいことをおもしろく 井上　ひさし
910 空想読解なるほど、村上春樹 小山　鉄郎
910 寿屋コピーライター開高健 坪松　博之

★ 910 平安女子の楽しい！生活 川村　裕子
910.268 巨匠の眼 川端　香男里

911 未来への旅を続けよう 谷　郁雄
912 ブルーシート 飴屋　法水

★ 913 ５分で読める！怖いはなし 『このミステリーがすごい！』編集部

913 ９の扉 北村　薫
分類番号 7類　　芸術・スポーツ・音楽など ◎ 913 名探偵登場！ 筒井　康隆

★ 721 北斎漫画 葛飾　北斎 913.6 ａｔ　Ｈｏｍｅ 本多　孝好
725 ラクガキ・マスター 寄藤　文平 913.6 ＢＯＲＤＥＲ 金城　一紀
726 あの頃。 劔　樹人 913.6 ＪＲ上野駅公園口 柳　美里
726 かないくん 谷川　俊太郎 913.6 ＲＤＧ　レッドデータガール１～６ 荻原　規子
726 ふつうな私のゆるゆる作家生活 益田　ミリ 913.6 あなたへの歌 楊　逸
726 マンガの食卓 南　信長 913.6 あの夏を泳ぐ 松久　淳

★ 726 何のために生まれてきたの？ やなせ　たかし 913.6 イーヨくんの結婚生活 大山　淳子
726 切り絵作家ｇａｒｄｅｎの切り絵で作る浮世絵 ｇａｒｄｅｎ 913.6 いまのあなたへ 浅川　継太
726 切り絵作家ｇａｒｄｅｎの草花と動物の切り絵図案集 ｇａｒｄｅｎ 913.6 いろは匂へど 滝羽　麻子
726 相対性理論 アインシュタイン 913.6 エール！ 原田　マハ
726 夢追い漫画家６０年 藤子　不二雄Ａ 913.6 おしまいのデート 瀬尾　まいこ
727 雑貨イラスト素材集 ＭｄＮ編集部 913.6 カフーを待ちわびて 原田　マハ
728 九楊先生の文字学入門 石川　九楊 913.6 キネマの神様 原田　マハ
728 書の道を行こう 武田　双雲 913.6 きりこについて 西　加奈子
740 たのしい写真 ホンマ　タカシ ★ 913.6 クラスメイツ　前期・後期 森　絵都

★ 743 水辺と水中の「感動」を撮る 知来　要 913.6 コンビニ・ララバイ 池永　陽
748 絶景日本の釣り 津留崎　健 913.6 ザ・ベストミステリーズ 日本推理作家協会

754 リアル折り紙 福井　久男 913.6 さいはての彼女 原田　マハ
★ 760 至高の音楽 百田　尚樹 913.6 しっぽちゃん 群　ようこ

762 モーツァルトその音楽と生涯 吉田　秀和 913.6 スマドロ 悠木　シュン
762 小沢征爾指揮者を語る 小沢　征爾 913.6 セブン 乾　くるみ
763 初音ミクはなぜ世界を変えたのか？ 柴　那典 913.6 ナンバーナイン 原田　マハ
764 みんなとちがっていいんだよ ＲＯＬＬＹ 913.6 ハードナッツ！ 蒔田　光治
772 あきらめなかったいつだって 森　光子 913.6 まぐだら屋のマリア 原田　マハ
772 演劇ほど面白いものはない 蜷川　幸雄 913.6 マンボウ最後の名推理 北　杜夫
778 おもひでぽろぽろ スタジオジブリ 913.6 ランウェイ・ビート 原田　マハ
778 火垂るの墓 スタジオジブリ 913.6 闇の奥 辻原　登
778 宮崎駿論 杉田　俊介 913.6 遠野ものがたり 柳田　国男

◎ 778 軍師官兵衛 913.6 王朝小遊記 諸田　玲子
778 魔女の宅急便 スタジオジブリ 913.6 屋根屋 村田　喜代子
779 「好き」をつらぬこう ＢＬＡＣＫ 913.6 化鳥・三尺角 泉　鏡花
779 スクール・マジック ヒロ・サカイ 913.6 夏を喪くす 原田　マハ
783 チャレンジが道をひらく 王　貞治 913.6 果てしなき渇き 深町　秋生
783 マンガでわかるサラリーマンでも驚くほど簡単に１００が切れるゴルフ 樹本　ふみきよ 913.6 花々 原田　マハ

★ 783 ゆだねて束ねる 増島　みどり ◎ 913.6 怪人二十面相 江戸川　乱歩
783 宮本式・ワールドカップ観戦術 宮本　恒靖 ◎★ 913.6 虚ろな十字架 東野　圭吾
783 挫折と挑戦 中竹　竜二 913.6 許されざる者　上・下 辻原　登

783.1 バスケットボールシュートテクニック 関谷　悠介 913.6 君の波が聞こえる 乾　ルカ
786 ロングトレイルを歩く 加藤　則芳 913.6 月は怒らない 垣根　涼介
795 プレッシャーに負けない 梅沢　由香里 913.6 謙信の軍配者　上・下 富樫　倫太郎

★ 796 ルポ電王戦 松本　博文 913.6 五郎治殿御始末 浅田　次郎
796 才能とは続けられること 羽生　善治 913.6 御命授天纏佐左目谷行 日和　聡子
798 大人に役立つ！頭のいい小学生が解いているパズル 松永　暢史

8類　　日本語・英語・その他言語

9類　文学論・小説

倉敷天城中学校・高等学校

図書館発行

2014年

7月14日 ＮO. 4

図書館からお知らせ

新しい本

約400冊入荷

（6/1～6/30入荷分）

Ｎｏ.3に引き続き、新着情報を掲載します。裏面には最近までの図書館での貸出の様子をお知らせしてい

ます。定期考査が終わったので、しっかり本を借りに来てくださいね。今夏休みの延長貸出期間になって

います。貸出の期間は８月２５日（月）までになっています。

葛飾北斎…６歳から描き始

め様々な画風を学び、浮世

絵版画、読本挿絵、絵手本、

肉筆画など幅広くのジャン

ルに独自の画境を切り開い

た。代表作に「冨嶽三十六

景」など。

史上最弱のヒーロー大人気

の「アンパンマン」童謡

「手のひらを太陽に」の生

みの親が作品誕生の経緯と

戦争体験や下積み時代を乗

り越えくじけずやってきた

元気の理由を語る。

『永遠の０』のエピローグ

執筆時に聴いた名曲など、

圧倒的感動の２６曲を語る。

聴いて読む。読んで聴く。

百田セレクションＣＤ付で

す。

この地球上最も美しく、心

を動かされる被写体の一つ。

水辺と水中の写真のプロ

フェッショナルなとり方が

紹介されています。

ザックジャパン…………。

PK戦の末にアルゼンチン勝

利！おめでとう!!メッシの

子ども、すごくかわいかっ

たね。

開発者や棋士たちの素顔を

描きながら、戦いの全貌を

伝える迫真のルポルター

ジュ。将棋とは？知性と

は？人間とは？

今まで間違った言葉を使っていた

の！？ついつい間違った使い方をして

しまう日本語を４コマまんがで楽しく

解説されています！あせる；あたまが

あがらない；あたまごなし；あとをた

たない正しく使えていますか？

おしゃれに恋バナ、占いや進路…。平

安時代の女子たちも、私たちと同じよ

うに、楽しみ、悩みながら生きていま

した。古典を読むのに必要な、インテ

リア＆ファッション用語、恋のお作法

の基本が学べます。

だんだんと蒸し暑くなってきましたね。

そんなときには怖い話で涼しくなりま

せんか？最短３ページ、最長でも１４

ページのちょこちょこっと読める

ショートショートストーリー集！全２

７話。 文庫です。

２４人のクラスメイトたちそれぞれを

主人公にした２４のストーリー。子ど

もじゃないけど大人でもない特別な季

節、思春期の１年間を描いた連作短編

集。前期と後期にわかれています。

２０１３年に発表されたすべての短編

推理小説のなかから、日本推理作家協

会がもっともすぐれた１０作品を選出。

まぎれもない、最高の短編推理小説集。

日本推理作家協会賞候補作全作収録。

別れた妻が殺された。もし、あのとき

離婚していなければ、私はまた遺族に

なるところだった……。東野圭吾の最

新刊です！

今月の展示その①

○推理＆探偵小説コーナー

三谷幸喜脚本でシャーロッ

クホームズがテレビで放映

されるということで、集め

てみました。コナン・ドイ

ル作品だけでなく、いろん

な描かれ方をしているホー

ムズ作品を集めましたので、

興味のある人は立ち止まっ

てみてください。夏目漱石

が自分をシャーロック・

ホームズだと思い込んで…

なんていう作品もあります



◎ 933 四つの署名 コナン・ドイル
913.6 幸せのコイン 鯨　統一郎 933 若草物語 オルコット
913.6 今日もひとり、ディズニーランドで ワクサカ　ソウヘイ 933 図書室の魔法　上・下 ジョー・ウォルトン

913.6 殺人偏差値７０ 西村　京太郎 936 ロマ生きている炎 ロナルド・リー
913.6 私たちが星座を盗んだ理由 北山　猛邦 947 希望名人ゲーテと絶望名人カフカの対話 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ

◎★ 913.6 初恋は坂道の先へ 藤石　波矢 949 ＭＯＥ×ムーミンの公式ガイド ＭＯＥ編集部
913.6 書店ガール 碧野　圭 949 ムーミンを生んだ芸術家トーヴェ・ヤンソン 富原　真弓
913.6 女系の総督 藤田　宜永 949 ムーミンを読む 富原　真弓

◎ 913.6 少年シャーロックホームズ コナン・ドイル 949 ムーミン谷の名言集 トーベ・ヤンソン
◎ 913.6 硝子の探偵と銀の密室 小島　正樹 949 ヤンソンとムーミンのアトリエ 木之下　晃 中学生

913.6 城の崎にて・小僧の神様 志賀　直哉 ◎ 953 ルパン対ホームズ モーリス・ルブラン ４月 ５月 ６月 計
913.6 心の王冠 菊池　寛 953 赤い橋の殺人 バルバラ １年 A組 116 83 62 261
913.6 神秘 白石　一文 ★ E パンダ銭湯 ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ B組 108 121 35 264
913.6 人生相談。 真梨　幸子 ◎ E ぼちぼちいこか マイク＝セイラー C組 158 88 25 271
913.6 水族館ガール 木宮　条太郎 ◎ E ぼちぼちいこか（英語版） マイク・セイラー 計 382 292 122 796
913.6 星間商事株式会社社史編纂室 三浦　しをん E りんごかもしれない ヨシタケ　シンスケ

913.6 清須会議 三谷　幸喜 ４月 ５月 ６月 計
913.6 清兵衛と瓢箪・網走まで 志賀　直哉 ２年 A組 129 154 139 422
913.6 銭形平次捕物控傑作選 野村　胡堂 B組 89 96 84 269

★ 913.6 相棒　４～１１ 輿水　泰弘 C組 111 108 122 341
913.6 太陽の棘 原田　マハ 計 329 358 345 1,032
913.6 辰巳巷談・通夜物語 泉　鏡花
913.6 嘆きの美女 柚木　麻子 ４月 ５月 ６月 計

◎ 913.6 探偵部への挑戦状 東川　篤哉 ３年 A組 88 82 95 265
913.6 鉄道員（ぽっぽや） 浅田　次郎 B組 18 46 25 89
913.6 天地雷動 伊東　潤 C組 60 32 51 143
913.6 藤十郎の恋・恩讐の彼方に 菊池　寛 計 166 160 171 497
913.6 独立記念日 原田　マハ
913.6 婦（おんな）系図 泉　鏡花 高校生

◎ 913.6 本陣殺人事件 横溝　正史 ４月 ５月 ６月 計
913.6 本日は、お日柄もよく 原田　マハ １年 １組 54 16 18 88
913.6 本日は大安なり 辻村　深月 ２組 46 19 13 78
913.6 満願 米沢　穂信 ３組 81 23 24 128
913.6 未来の手紙 椰月　美智子 ４組 59 14 18 91
913.6 無花果の森 小池　真理子 ５組 26 10 5 41

◎ 913.6 名探偵！？ニャンロック・ホームズ 神楽坂　淳 R組 57 24 18 99
★ 913.6 盲目的な恋と友情 辻村　深月 計 525

913.6 臨床犯罪学者・火村英生の推理 有栖川　有栖
913.6 恋のかたち、愛のいろ 唯川　恵 ４月 ５月 ６月 計
913.6 恋の聖地 原田　マハ ２年 １組 25 9 35 69
913.6 和解 志賀　直哉 ２組 29 39 33 101
913.6 翔べ麒麟　上・下 辻原　登 ３組 18 8 9 35
914 いらつく二人 三谷　幸喜 ４組 21 21 12 54
914 かみつく二人 三谷　幸喜 ５組 10 7 9 26
914 だから、科学っておもしろい！！ 杉田　玄白 R組 34 28 18 80
914 なによりも大切なこと あさの　あつこ 計 365
914 マツ☆キヨ マツコ・デラックス

914 むかつく二人 三谷　幸喜 ４月 ５月 ６月 計
914 衣食住 志賀　直哉 ３年 １組 9 14 6 29
914 学生との対話 小林　秀雄 ２組 14 11 14 39
914 鏡花随筆集 泉　鏡花 ３組 7 9 7 23
914 今を生きやすく 銀色　夏生 ４組 13 11 23 47
914 私の方丈記 三木　卓 ５組 4 10 10 24
914 直木賞受賞エッセイ集成 文芸春秋 R組 14 26 19 59
914 発光地帯 川上　未映子 計 221
914.6 今日も怒ってしまいました 益田　ミリ
915 鏡花紀行文集 泉　鏡花
916 はじめての留学 堤　未果
929 天空の家 藤元　優子

◎ 933 シャーロック・ホームズ全集　１～５ アーサー・コナン・ドイル

933 シャーロットのおくりもの Ｅ．Ｂ．ホワイト
◎ 933 バスカヴィル家の犬 コナン・ドイル

933 ワイフ・プロジェクト グラム・シムシオン

図書館利用の様子

新年度になり、はや１／３が過ぎようと

しています。昼休みや放課後には図書館

を活用しているという人もたくさんいる

でしょう。そこで、k貸出冊数を皆さんに

お知らせします。

今年度まだ一度も図書館を利用していない

という人もいるのではないでしょうか。夏

休みに向けて本を準備していますので、ぜ

ひ図書館を活用してください。お待ちして

います!!

(データ2014/4/1～2014/6/25）

今月の展示その②
○ 熱中症・食中毒

○ 高校生に読んでほしい50冊

○ 心スッキリ本（夏休み前に変更予定）

○ 読書感想文課題図書

読書感想文の課題図書、ぜひ借りていってください!!

一冊の本が届いたある夏の日、恋人の

品子が失踪した。本の贈り主は彼女が

以前話していた「忘れられない初恋相

手」なのか？後半の仕掛けにうなるこ

と間違いなし！第１回ダ・ヴィンチ

「本の物語」大賞受賞作。

相棒ファンの人、最新刊まで揃え

ました!!杉下右京の名推理、知ら

ない人も読んでみてください。相

棒との掛け合いも面白いですよ。

辻村深月…２００４年に『冷たい

校舎の時は止まる』で第３１回メ

フィスト賞を受賞しデビュー。

『ツナグ』で第３２回吉川英治文

学新人賞を、『鍵のない夢を見

る』で第１４７回直木賞を受賞。

なんと!!パンダってそんな仕組みに

なっていたの!？パンダの秘密に、あ

なたはきっと笑劇？を受けるでしょう。

パンダが好きな人はぜひ開いて見てく

ださい!!雑誌「ダ・ヴィンチ」で紹介

されていました。


