
縁もたけなわ 松田　哲夫 中国人物伝　２ 井波　律子
編集者という病い 見城　徹 児玉源太郎 大沢　博明
この思いを聞いてほしい！ 池田　香代子 ◎ ９歳で突然父を亡くし新聞配達少年から文科大臣に 下村　博文

武器より一冊の本をください ヴィヴィアナ・マッツァ

◎ 探求の共同体 マシュー・リップマン マップス アレクサンドラ・ミジェリンスカ

◎ 論語 加地　伸行 バスに乗ってどこまでも かとう　ちあき

◎ 易経 三浦　国雄
◎ 春秋左氏伝 安本　博
◎ 老子・荘子 野村　茂夫
◎ 韓非子 西川　靖二

★◎ マンガでやさしくわかるアドラー心理学 岩井　俊憲
ビレン色彩心理学と色彩療法 フェイバー・ビレン

プライドが高くて迷惑な人 片田　珠美
人間関係の生涯発達心理学 大薮　泰
人間関係が楽になるアドラーの教え岩井　俊憲
「折れない心」をつくる言葉 植西　聡
心に火をつける言葉　２ 遠越　段

★ 自分をほめる「ほめ日記」のヒミツ 手塚　千砂子

心の力 姜　尚中
自分は自分人は人 和田　秀樹
理想と違う自分を好きになる 若松　美穂
神さまとのおしゃべり さとう　みつろう

２１世紀の宗教研究 井上　順孝
伊勢神宮 稲田　美織
花のように、生きる。 平井　正修
おもてなしのコツ 植西　聡

池上彰の現代史授業　昭和編２ 池上　彰
姓氏・家紋・花押 荻野　三七彦

古代史で読みとく桃太郎伝説の謎 関　裕二
倉敷・総社今昔写真集 太田　健一

★ 大迫力！写真と絵でわかる三国志 入沢　宣幸
「反日」中国の文明史 平野　聡

◎ 史記 福島　正
◎ 蒙求 今鷹　真

仕事。 川村　元気

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

1類　　哲学・宗教・心理学など　

2類　　歴史・伝記・地理など
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図書館からお知らせ

１１月に入り、ぐっと寒くなりましたね。紅葉の季節到来です♪

みなさん、読書の秋はいかがお過ごしでしょうか？１１月９日まで全国で読書週間、

天城では本ともっとふれあう為に、１１月は読書月間になります。

またイベントとして、１１月中に本をたくさん読んだ方はくじが引けますよ♪

１１月１０日（月）～１１月２８日（金）を特別貸出期間として、期間中の返却日のしおり

を５枚集めるとくじ引きに参加できます。本をたくさん読んで、プレゼントもゲットしちゃ

いましょう！

さまざまな人達との交流を通じて

主人公が成長する姿を描きます。

自己啓発の祖、アルフレッド・アド

ラーの理論をストーリーで体験！

×解説で納得！

「ほめ日記」のコンセプトとは、

“一日一日、私たちは古くなるので

はなく新しい自分になる”というも

の。“しあわせ長寿”の基本を、脳

と体と心に作り上げる手法です。

オールカラー６００点超、ＣＧ・

写真・絵図満載。

古代中国、最大のドラマ！

時代を彩った１６０人。



世間のカラクリ 池田　清彦 わかりやすい食品機能学 森田　英利
◎ ゆとり世代の愛国心 税所　篤快

アル・ゴア未来を語る アル・ゴア ごみ効率化 山谷　修作
政治のキホン１００ 吉田　文和 地球温暖化とのつきあいかた 杉山　大志
私を通りすぎた政治家たち 佐々　淳行 超・絶景宇宙写真 寺門　和夫
私たちは政治の暴走を許すのか 立憲デモクラシーの会 動かすな、原発。 小出　裕章
２０２０年日本から米軍はいなくなる 飯柴　智亮 図説金と銀の文化史 スーザン・ラニース

ジブリアニメから学ぶ宮崎駿の平和論 秋元　大輔 ５アンペア生活をやってみた 斎藤　健一郎

１８歳からはじめる民法 潮見　佳男 ほめられきもの宣言 裏地　桂子
刑事政策がわかる 前田　忠弘 クックパッドの大好評レシピ
国家と秘密 久保　亨 まいにち食べたい“ごはんのような”クッキーとビスケットの本 なかしま　しほ

ミクロ経済学の力 神取　道宏 常備菜 飛田　和緒
アベノミクスと暮らしのゆくえ 山家　悠紀夫 芸能界のアテンド王が教える最強の店７７軒渡部　建
教える技術　チーム編 石田　淳 なんたってドーナツ 早川　茉莉
学生のためのプレゼン上達の方法 塚本　真也
個性判定～個性を知れば良い対人関係が築ける～ 塚本真也 最新業界地図　2015年版 成美堂出版編集部

伝わっているか？ 小西　利行 儲かる農業論 金子　勝
余計な一言 斎藤　孝 飼うぞ殖やすぞミツバチ 農山漁村文化協会

使用人が見た英国の二〇世紀 ルーシー・レスブリッジ 商学の基本を学ぶ１５講 井田　泰人
◎ スマホチルドレン対応マニュアル 竹内　和雄 自転車に冷たい国、ニッポン 馬場　直子

福島原発２２キロ高野病院奮戦記 井上　能行 ★ お客さまはぬいぐるみ 東　園絵
教育委員会は不要なのか 中嶋　哲彦

◎ 体罰ゼロの学校づくり 本村　清人
「謎」の進学校麻布の教え 神田　憲行
まるまる使える入試面接合格ナビ 和田　圭史
何を準備すればいいかわからない人のためのＡＯ入試・推薦入試のオキテ５５ 鈴木　鋭智
大学生になる前に知っておきたいこと 世界思想社教学社

◎ できる人の勉強法 安河内　哲也

世界の少数民族文化図鑑 ピアーズ・ギボン

★ 英国一家、ますます日本を食べる マイケル・ブース

江戸しぐさの正体 原田　実
暮らしのならわし十二か月 白井　明大
津波と観音　十一の顔を持つ水辺の記念碑 畑中　章宏

◎ 孫子・三十六計 湯浅　邦弘

黄金比はすべてを美しくするか？ マリオ・リヴィオ

地球の変動はどこまで宇宙で解明できるか 宮原　ひろ子

プラネットフォール マイケル・ベンソン

地球 斎藤　靖二
恐竜 Ｄａｖｉｄ　Ｎｏｒｍａｎ

恐竜の骨をよむ 犬塚　則久
美しい鉱物と宝石の事典 キンバリー・テイト

ブライアン・コックス生命の不思議 ブライアン・コックス

進化を続ける構造生物学 松島　正明
菌類の生物学 日本菌学会
昆虫はすごい 丸山　宗利

★ シーラカンスの謎 安部　義孝
生権力の歴史 小松　美彦
脳死 エルコ・ウィディックス

微生物学 杉田　隆
自閉症とサヴァンな人たち 石坂　好樹
治す！うつ病、最新治療 リーダーズノート編集部

自閉症連続体の時代 立岩　真也
★ おうちでできる！はじめてのヨガレッスン フェイ

深堀真由美の基本のヨガＬＥＳＳＯＮ深堀　真由美

さよなら！農薬＆添加物 増尾　清

◎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。

3類　　社会・経済・教育・法律など

4類　　数学・物理・化学・生物など

4類　　数学・物理・化学・生物など

5類　　技術・環境問題など

6類　　農業・畜産・商業など

あなたの、そして大切なあの人

の代わりにぬいぐるみが旅をす

る。甘えん坊の息子、亡くなった

母、引きこもりの青年、病気の子

供たち・・・。勇気を与えてくれる

４つの物語！

ブース一家よ、何処へゆく。終わ

らない怒涛の“食”大冒険。ウニ、

カツオ、鮨、ＭＳＧ、しゃぶしゃぶ、

すき焼き、干し貝柱、醤油、和三

盆糖、フグ、泡盛、ウミブドウ、豆

腐よう、などなど一家で挑戦。

約４億年前から姿を変えていな

いシーラカンス。陸上動物は海

からどのように進化したのか、

そのカギを握る生きた化石の謎

に迫る！

１レッスン１０分、目的別に６つの

プログラム！初心者でもきちんと

ポーズをとれるイラスト解説付き。

体が硬い人、運動が苦手な人で

も出来る！



アートにとって価値とは何か 三潴　末雄
視覚と心象の日本美術史 古田　亮
故宮 板倉　聖哲

★ イタリア・ルネサンス美女画集 池上　英洋
れもん、よむもん！ はるな　檸檬

ビリービンとロシア絵本の黄金時代 田中　友子
うた変。　２ 杉田　圭
逢沢りく　上下巻 ほし　よりこ
さらばクセ字！初めての美文字レッスン青山　浩之
空は僕を誰とも比べない ＨＡＢＵ
月の下で 森　光伸
美しき岡山 吉井　康哲
日本の伝統色を愉しむ 長沢　陽子
ＳＩＭＯＮＤＯＬＬ 四谷　シモン

★ 学校では教えてくれない人生を変える音楽 雨宮　処凛
棒を振る人生 佐渡　裕
セロニアス・モンクのいた風景 村上　春樹
ゆめいらんかね　やしきたかじん伝 角岡　伸彦

★ タカラヅカ・ハンドブック 雨宮　まみ
なぜ時代劇は滅びるのか 春日　太一
オレは絶対性格悪くない！ 有吉　弘行
談春　古往今来 立川　談春
近くて遠いこの身体（からだ） 平尾　剛

◎ 誰でも４時間を切れる！効率的マラソンメソッド 川越　学
◎ マラソンは毎日走っても完走できない 小出　義雄

菊池涼介丸佳浩メッセージＢＯＯＫコンビスペシャル－キクマル魂－菊池　涼介
ゆるキャラのすすめ。 石井　一久
頭をやわらかくするアインシュタイン式論理脳ドリル アインシュタイン研究会

テンス バーナード・コムリー ツナグ 辻村　深月
会話のきっかけ 梶原　しげる 植物図鑑 有川　浩
コレモ日本語アルカ？ 金水　敏 東京にオリンピックを呼んだ男 高杉　良
樋口裕一の小論文トレーニング 樋口　裕一 天に星　地に花 帚木　蓬生
小論文これだけ！　法・政治・経済編　 樋口　裕一 群青のタンデム 長岡　弘樹
小論文これだけ！ 樋口　裕一 近所の犬 姫野　カオルコ

小論文これだけ！　書き方超基礎編 樋口　裕一 アポロンの嘲笑 中山　七里
小論文これだけ！　教育深掘り編 樋口　裕一 一人っ子同盟 重松　清
小論文これだけ！　法深掘り編 樋口　裕一 土漠の花 月村　了衛
小論文これだけ！　人文・情報・教育編 樋口　裕一 探偵ガリレオ 東野　圭吾
小論文これだけ！　医療・看護編 樋口　裕一 ふたつのしるし 宮下　奈都
小論文これだけ！　看護超基礎編 樋口　裕一 旅屋おかえり 原田　マハ
小論文これだけ！ 超基礎編 樋口　裕一 世界から猫が消えたなら 川村　元気
ものの言いかた西東 小林　隆 白蓮れんれん 林　真理子
知っておきたい英語の歴史 安井　稔 終物語　続 西尾　維新

魔術師の視線 本多　孝好
あんな作家こんな作家どんな作家 阿川　佐和子 優雅なのかどうか、わからない 松家　仁之
紫式部と平安の都 倉本　一宏 翼 白石　一文
楽しくわかる万葉集 中西　進 ほんとうの花を見せにきた 桜庭　一樹
冬の薔薇立ち向かうこと恐れずに 小林　凛 繁栄の昭和 筒井　康隆
雨月物語 上田　秋成 電気ホテル 吉田　篤弘
雨月物語精読 上田　秋成 瞳の犬 新堂　冬樹
雨月物語　春雨物語 上田　秋成 神様の裏の顔 藤崎　翔
鹿の王　上下巻 上橋　菜穂子 解ける螺旋 水守　恵蓮
マッサン　上 羽原　大介 ダブル・フォールト 真保　裕一
黒い雨 井伏　鱒二 １１月のジュリエット 乾　ルカ
仁術先生 渡辺　淳一 ◎ 純喫茶「一服堂」の四季 東川　篤哉
小僧の神様・城の崎にて 志賀　直哉 ◎ ホーンテッド・キャンパス　１～６ 櫛木　理宇

9類　　文学論・小説

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

8類　　日本語・英語・その他言語

9類　　文学論・小説

時には女神、時には聖母や

聖女、貞淑な令嬢、家庭婦人・・・

約１００人の美女たちによって

表された、多様で豊かな「ルネ

サンス女性像」の真相に迫る

画集！

とにかくこれ、聴いてみて。

作家、漫画家、学者、音楽家、

アイドル、芸人・・・２６名が選

んだ、自分だけの１タイトル！

中学生以上、大人まで。

まだ観ぬアナタの疑問にすべ

て答えます！ヅカヲタ２人の

最強コラボ！観れば必ずハッ

ピーになる、創立１００周年の

宝塚の魅力を徹底解説！



つれづれ、北野坂探偵舎　１・２ 河野　裕 ◎ 陶淵明 釜谷　武志
小野寺の弟・小野寺の姉 西田　征史 ◎ 詩経・楚辞 牧角　悦子
ソロモンの偽証　３・４ 宮部　みゆき ◎ 白楽天 下定　雅弘
愛しのジュエラー 和田　はつ子 ◎ 唐詩選 深沢　一幸
環八イレギュラーズ 佐伯　瑠伽 誰よりも狙われた男 ジョン・ル・カレ

◎ 蜩ノ記 葉室　麟 エンドゲーム ジェイムズ・フレイ

物語のおわり 湊　かなえ シャーロック・ホームズ神の息吹殺人事件 ガイ・アダムス

きょうのできごと、十年後 柴崎　友香 世界を回せ　上下巻 コラム・マッキャン

アイネクライネナハトムジーク 伊坂　幸太郎 アフガン、たった一人の生還 マーカス・ラトレル

にじいろガーデン 小川　糸 くるみ割り人形 エルンスト・テーオドール・アマデウス・ホフマン

フォルトゥナの瞳 百田　尚樹 ◎ 審判 カフカ
歌舞伎町ダムド 誉田　哲也 グリム童話全集 グリム兄弟
相棒　１２上 輿水　泰弘 グリム童話集 グリム
ゲームセットにはまだ早い 須賀　しのぶ ◎ 流刑地にて カフカ
かたづの！ 中島　京子 ◎ 城 カフカ
平成うろ覚え草紙 洞田　創 ムーミンキャラクター図鑑 シルケ・ハッポネン

丹生都比売 梨木　香歩 オクサ・ポロック　４ アンヌ・プリショタ

柚子の花咲く 葉室　麟 いつも手遅れ アントニオ・タブッキ

掟上今日子の備忘録 西尾　維新 六号病棟・退屈な話 チェーホフ
３時のアッコちゃん 柚木　麻子 もうひとつの街 ミハル・アイヴァス

キッド・ザ・ラビット 東山　彰良
だいじな本のみつけ方 大崎　梢
出版禁止 長江　俊和

★ ヒゲのウヰスキー誕生す 川又　一英
木暮荘物語 三浦　しをん
すべて真夜中の恋人たち 川上　未映子

峠うどん物語　上下巻 重松　清
冷たい密室と博士たち 森　博嗣
ヒトデの星 北野　勇作
キャロリング 有川　浩
惜日のアリス 坂上　秋成
解説徒然草 橋本　武
おふくろ八十六、おれ還暦 ねじめ　正一

★ 跳びはねる思考 東田　直樹
１％の力 鎌田　実
４　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｇｉｒｌｓ 山田　詠美
家と庭と犬とねこ 石井　桃子
漱石「こころ」の言葉 夏目　漱石

◎ 宮沢賢治全集　全１０巻 宮沢　賢治
◎ 李白 筧　久美子
◎ 杜甫 黒川　洋一

9類　　文学論・小説 9類　　文学論・小説

いつの日か、この日本で本物の

ウィスキーを造る－－。“日本の

ウィスキーの父”竹鶴政孝と妻

リタの夢と絆を描く。

話題の朝のドラマ『マッサン』の

物語。

人生とは。運命とは。幸せとは。

重度自閉症の著者が、「生きる」

ことの本質を、鋭、く清冽な言葉

で考えつくした、驚異のエッセイ。

何度でも読み返したくなる、珠玉

の一冊。

１０月から新ドラマが始まり、図書館でも入口付近にドラマ＆

映画の原作本を展示しています。

武井咲＆綾野剛Ｗ主演の『すべてがＦになる』の原作本は、

シリーズ全巻入荷予定です☆

ドラマと併せて読んでみてくださいね♪

図書委員さんが＜○○の秋＞というテーマ

で、色んな本を集めてくれました。

お気に入りの本を見つけて、みなさんそれ

ぞれの＜○○の秋＞を楽しんでください♪

今月の展示

リクエストや予約

は随時受け付けて

いるので、図書館

を上手に活用して

くださいね☆


