
本を読む人だけが手にするもの 藤原　和博
★ 頭がよくなる大人のなぞなぞ 篠原　菊紀
ちんしもっこうなぞなぞこびとづかん 上田　るみ子

発掘なぞなぞ大事典 本間　正夫
？が！に変わるとき 小国　綾子

哲学はなぜ役に立つのか？ 萱野　稔人
◎ 「小学」を読む 朱　熹
１４歳からの哲学入門 飲茶

◎ 大衆の反逆 オルテガ
嫉妬をとめられない人 片田　珠美
読むだけで記憶力がグングン高まる！ 樺　旦純
執着　生きづらさの正体 香山　リカ
ファーストステップ心理的援助 李　敏子
自信をはぐくむ グレン・Ｒ．シラルディ

とっさのしぐさで本音を見抜く トルステン・ハーフェナー

来世でも読みたい恋愛論 ジョン・キム
屈折万歳！ 小島　慶子
もしも人生が一度きりだとしたら。もしもそれが、「もしも」じゃないとしたら。 さとう　みつろう

★ 毎日が幸せだったら、毎日は幸せと言えるだろうか？ さとう　みつろう

◎ 成功の実現 中村　天風
人生はもっとニャンとかなる！ 水野　敬也
人生って、早く夢中になった者勝ちなんだ！千田　琢哉
「世界の神々」がよくわかる本 東　ゆみこ
コーランには本当は何が書かれていたか？ カーラ・パワー

神社・お寺のふしぎ１００ 田中　ひろみ

◎ 世界の辺境とハードボイルド室町時代 高野　秀行
天気が変えた世界の歴史 宮崎　正勝 ワイドアトラス世界地図帳 平凡社
「物づくり」に見る日本人の歴史　１～３ 西ケ谷　恭弘 るるぶ東京ベスト　’１６

★ 恋する武士闘う貴族 関　幸彦 東京ベストスポット　２０１５
万次郎 岡崎　ひでたか 京都、街歩きガイド。
どがんね 佐保　圭 詳細地図で歩きたい町東京　２０１６

早稲田出ててもバカはバカ 円山　嚆矢 フィンランドのおじさんになる方法。 森下　圭子

０類　　百科事典・雑学・コンピュータなど

2類　　歴史・伝記・地理など

１類　　哲学・宗教・心理学など

2類　　歴史・伝記・地理など

図書館からのお知らせ

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行

2015年11月2日
No.6

新しい本

約210冊入荷

（10/1～10/23入荷分）

11月になり、ぐっと寒くなりましたね。紅葉も見頃が近付いてきま

した。

11月9日（月）まで全国で読書週間、天城では本ともっとふれあうた

めに、11月は読書月間になります。『アマコウ秋冬の本まつり』と

題して、本をたくさん読むとくじが引けます♪11月2日（月）～11

月27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1回くじ引きに参加できます。ぜひチャレンジしてみてくだ

さいね！

12月には古本雑誌市を開催します♪くじ引きも古本雑誌市と同時開

催なので、みなさんの来館をお待ちしています！！

「不満を探せば、見つかります。

幸せを探せば、見つかります。

どちらを探すかは選べます。マ

ジ、テンション上がらない？」

など、「悩み」で悩めなくなる、

１１２の希望メッセージ。

脳科学分野で活躍する篠原菊紀

監修のもと、やさしい問題から

超難問まで、あくまで“やわら

かアタマ”にしてくれる「なぞ

なぞ」を厳選収録。楽しみなが

ら脳が鍛えられる一冊。

「恋は貴族、闘いは武士」と考え

るのが一般的だが、人は誰でも抵

抗もすれば恋もする。いつの世も

時代を超えて、人びとは切ない想

いとともに苦悩する。これまで正

史ではあまり語られることのな

かった史実から新たな中世を描く

話題作。



これだ！《里山資本主義》で生き抜こう！ 船瀬　俊介 里海資本論 井上　恭介
民主主義をあきらめない 浜　矩子 世界の美しい色の町、愛らしい家
ぼくらの祖国 青山　繁晴 「ネジザウルス」の逆襲 高崎　充弘
奇妙なナショナリズムの時代 山崎　望 よくわかる電気のしくみ 伊藤　尚未
リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください 井上　達夫 プロが教える電気のすべてがわかる本 谷腰　欣司
司法権力の内幕 森　炎 電気の基本としくみがよくわかる本 福田　務
絶望の裁判所 瀬木　比呂志 よくわかる電気のしくみ 電気技術研究会

★ ニッポンの裁判 瀬木　比呂志 電波とアンテナが一番わかる 小暮　裕明
日本人から見た裁判員制度 松村　良之 天野先生の「青色ＬＥＤの世界」 天野　浩
さらば、裁判員制度 西野　喜一 インテル マイケル・マローン

裁判官の品格 池添　徳明 金属加工が一番わかる 井上　忠信
◎ 人工市場 和泉　潔 図説世界の木工具事典 世界の木工具研究会

◎ 人工市場で学ぶマーケットメカニズム　Ｕ－Ｍａｒｔ経済学編 塩沢　由典 「飾る、しまう、つくる」家族が心地よい部屋づくり 佐藤　朝子
◎ 人工市場で学ぶマーケットメカニズム　Ｕ－Ｍａｒｔ工学編 喜多　一 超画期的木工テクニック集 杉田　豊久

図表でみる世界の主要統計　２０１４年版 経済協力開発機構 ＤＩＹ道具上達テクニック百科
◎ 他人の給与明細がこっそりわかる本 遊々舎 一日がしあわせになる朝ごはん 小田　真規子

スクールカーストの正体 堀　裕嗣
講座現代学校教育の高度化　１９ 小島　弘道

★ １８きっぷ 朝日新聞社
よくわかる青年心理学 白井　利明
多様性の学級づくり 大阪多様性教育ネットワーク

ピア・サポート力がつくコミュニケーションワークブック 岡田　倫代
看護・医療系の願書・面接 石関　直子
近畿大学大解剖
子どものソーシャルスキルとピアサポート レイチェル・ジャネイ

日本語の絶対語感 外山　滋比古

◎ 黒髪と美女の日本史 平松　隆円
◎ 人はなぜ化粧をしてきたのか 岡田富雄

トップ・サイエンティスト世界の２４人

数学パズルチャレンジ超問１２０ 小谷　善行
★ ドクター・ハルの折り紙数学教室 トーマス・ハル

無と有の物理学
光と色のサイエンス
Ｎｅｗｔｏｎ編集長の実験と工作 水谷　仁
静電気を科学する 高橋　雄造
トコトンやさしい静電気の本 高柳　真
気象の図鑑 筆保　弘徳
身につく気象の原理 横川　淳
日本の天気 小倉　義光
天気と気象のしくみパーフェクト事典 平井　信行
なるほど！気象学 宮島　輝夫
Ｑ＆Ａ火山噴火１２７の疑問 日本火山学会

これならわかる！科学の基礎のキソ　生物 渡辺　政隆
◎ 夢に出そうなミクロ生物 ミクロ生物選定委員会

★ 動物翻訳家 片野　ゆか
なぜ蝶は美しいのか フィリップ・ハウス

医者になりたい 島田　和子
先生、医者代減らすと寿命が延びるって本当ですか？ 近藤　誠
学生相談室からみた「こころの構造」 広沢　正孝
内気・不安 マーティン・Ｍ．アントニー

抗がん剤１０の「やめどき」 長尾　和宏
食品を科学する 食品の安全を守る賢人会議

ひとさじのはちみつ 前田　京子
コンビニの「買ってはいけない」「買ってもいい」食品 渡辺　雄二

これならわかる！科学の基礎のキソ　環境 保坂　直紀

4類　　数学・物理・化学・生物など

3類　　社会・経済・教育・法律など

5類　　技術・環境問題など

◎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。
5類　　技術・環境問題など

裁判の「表裏」を知り抜いた元エ

リート裁判官による、前代身前代未

聞の判例解説。冤罪連発の刑事訴訟、

人権無視の国策捜査、政治家や権力

におもねる名誉棄損訴訟、すべては

予定調和の原発訴訟、住民や国民の

権利など一顧だにしない住民訴訟、、

嗚呼！日本の裁判所はかくも凄まじ

く劣化していた…。

迷い、いらだち、そして期待―。

未来行きの切符を持って18歳た

ちは旅立った。書籍化にあたり、

直木賞作家の朝井リョウによる

書き下ろしロングエッセイ「18

歳の選択」を掲載。朝日新聞名

古屋本社版に約1年間連載され、

中部写真協会の2014年度「企

画部門賞」を受賞。

折り紙を使った数学の講義で高

校生・大学生を魅了してきたハ

ル博士が、その授業内容を惜し

みなく公開！折り紙数学の入門

書。折り紙と数学のさまざまな

関係を知りたい方に。作品の作

り方も多数収録！

動物たちが暮らしやすい魅力的な

環境をつくるためには、彼らの行

動を理解し、“心の声”に耳を傾

けることが重要。それは飼育員に

よる大胆にして緻密な翻訳作業な

のだ。飼育員の、知られざる苦悩

と奮闘―動物の幸せってなに？そ

の答えがここにある！渾身の動物

園ノンフィクション！！



亡国の農協改革 三橋　貴明
世界の土・日本の土は今 日本土壌肥料学会

　 木材の実際知識 上村　武
木がわかる 佐道　健
１行バカ売れ 川上　徹也

★ 仁義なき宅配 横田　増生
ディズニーハピネスの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋

図工のきほん大図鑑 辻　政博
おかやまの文化財 臼井　洋輔
いろは判じ絵 岩崎　均史
合葬 杉浦　日向子

ものづくり道具のつかい方事典 峰尾　幸仁
伝統工芸ってなに？ 日本工芸会東日本支部

変わり兜×刀装具 大阪歴史博物館

スタジオジブリ絵コンテ全集　１３ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

★ スタジオジブリ絵コンテ全集　１４ 宮崎　駿
スポーツ年鑑　２０１５
武田建のコーチングの心理学 武田　建
野球ノートに書いた甲子園　２ 高校野球ドットコム編集部

勝つ！ハンドボール上達のコツ５０ 萩原　正芳
羽生結弦語録 羽生　結弦

★ 全力で生きる技術 棚橋　弘至
ウォーリーをさがせ！トラベルコレクション マーティン・ハンドフォード

けん玉学 窪田　保

世界の文字事典 庄司　博史
★ 日本人ですが、ただいま日本語見習い中です！ ふじい　まさこ

大学受験小論文・面接の時事ネタ本　医・歯・薬・福祉系編 森　崇子
大学受験小論文・面接の時事ネタ本　看護・医療・介護系編 森　崇子
英語にない日本語　日本語にない英語 ノーアム・カッツ

天声人語　２０１５夏 朝日新聞論説委員室

ディズニーの英語　１０・１１ 石原　真弓

うずら大名 畠中　恵
人生逆戻りツアー 泉　ウタマロ
神様２０１１ 川上　弘美
天空の約束 川端　裕人
東京芸大物語 茂木　健一郎

そして、何も残らない 森　晶麿
確率捜査官御子柴岳人　２ 神永　学
ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス 滝口　悠生

★ 惑星カロン 初野　晴
Ｍａｓａｔｏ 岩城　けい
秋葉原先留交番ゆうれい付き 西条　奈加
死神うどんカフェ１号店　２～５ 石川　宏千花

消滅 恩田　陸
一億分の一の小説 中村　哲平
裏切りの日日 逢坂　剛
ギリギリ 原田　ひ香

★ 海に降る 朱野　帰子
俺物語！！ アルコ
エピローグ 円城　塔
プラージュ 誉田　哲也
花窗玻璃　天使たちの殺意 深水　黎一郎

霧（ウラル） 桜木　紫乃
きのうの影踏み 辻村　深月

◆『図書館戦争』の映画ポスターを抽選で１名にプレゼント！11/13（金）までに図書室で応募してね！！

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

6類　　農業・畜産・商業など

宮崎駿監督の手書き絵コンテを

全て収録し、映画の設計段階を

知ることができる。

人気の『ハウルの動く城』の絵

コンテ集。同時に『千と千尋の

神隠し』の絵コンテ集も入荷。

自信がないから頑張れる。失敗す

るから成功できる。新日本プロレ

スをＶ字回復に導いた「１００年

に一人の逸材」が、挫折だらけの

キャリアから編み出した方法論を

公開！

アマゾン、ユニクロに潜入した

次の標的は、ベールに包まれた

「宅配ビジネス」だった。“企

業にもっとも嫌われる”ジャー

ナリストが書く、衝撃の潜入労

働ルポ！「送料無料」の暗部に

迫る！

蔵書検索についての案内

https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/ISLL/
上のアドレスにアクセスして、ＩＤとパスワー

ドを入力すると、岡山県立図書館と天城中学・

高校図書館の蔵書が自宅からでも検索すること

が出来ます。ぜひ活用してくださいね♪

「了解しました」は、上司に使っ

てはいけない？「おられます

か？」は、敬語になっていない？

「辛党」は、“辛いもの好き”の

意味ではない？そのほか辞典編集

部のあるあるネタも満載。

コンクールと文化祭を経て、

ちょっぴり成長した清水南高吹奏

楽部。更なる練習に励む中、チカ

は「呪いのフルート」に出会い

…！？楽器に秘められた謎、音楽

暗号解読、旧校舎の怪事件。“ハ

ルチカ”シリーズ第５弾！２０１

６年ＴＶアニメ放送予定。



インドクリスタル 篠田　節子 職業としての小説家 村上　春樹
◎ いとしい 川上　弘美 にょにょにょっ記 穂村　弘
鍵の掛かった男 有栖川　有栖 損したくないニッポン人 高橋　秀実
琥珀のまたたき 小川　洋子 ひとりではじめたアフリカボランティア 栗山　さやか

オールド・テロリスト 村上　竜 日本文学全集　２４ 池沢　夏樹
闘う君の唄を 中山　七里 リフカの旅 カレン・ヘス
我が家のヒミツ 奥田　英朗 モンスターズ Ｂ．Ｊ．ホラーズ

エアー２．０ 榎本　憲男 ジャングル・ブック ラドヤード・キプリング

空に牡丹 大島　真寿美 ドコカ行き難民ボート。 シモン・ストランゲル

羊と鋼の森 宮下　奈都 ◎ タラ・ダンカン　１２上下 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン

あさが来た　上 古川　智映子 ★ さかさまさかさ（絵本） ピーター・ニューエル

★ 陽気なギャングは三つ数えろ 伊坂　幸太郎 水の森（絵本） 高田　裕子
百両の秘本 七瀬　晶 かえりみち（絵本） 森　洋子
相棒　ｓｅａｓｏｎ１３上 輿水　泰弘
命売ります 三島　由紀夫

◎ 中野のお父さん 北村　薫
杉原千畝 大石　直紀

★ カフェ、はじめます 岸本　葉子
海辺の週刊大衆 せきしろ

◎ 霧のむこうのふしぎな町 柏葉　幸子
掟上今日子の遺言書 西尾　維新
愚物語 西尾　維新
風かおる 葉室　麟
スーツケースの半分は 近藤　史恵

★ テルアビブの犬 小手鞠　るい

花咲小路二丁目の花乃子さん 小路　幸也

１０月の貸出冊数

9類　　文学論・小説9類　　文学論・小説
☆予約＆リクエストは随時受付中☆

今月の展示

陽気なギャング一味の天才スリ久

遠は、消えたアイドルを追う火尻

を、暴漢から救う。だが彼は、事

件被害者のプライバシーをもネタ

にするハイエナ記者だった。正体

に気付かれたギャングたちの身辺

で、トラブルが頻発。やがて絶体

絶命のカウントダウンが！人気シ

リーズ、９年ぶりの最新作。

上下をさかさにして読むと、あれ

あれあれ？冠かぶった王様も、鼻

の長いゾウさんも、別の姿に早変

わり！１９世紀アメリカの「イラ

ストレーション黄金時代」を支え

た不世出の天才ピーター・ニュー

エルで贈る、３１のさかさま話が

初邦訳！

祝２０１５年ノーベル賞

日本人受賞者２人！

何があっても、あなたを愛します。

なぜなら私は「あなたの犬」だか

ら。戦後、貧困と逆境のなかで生

きる少年と、犬との間に生まれた

強い絆。『フランダースの犬』へ

のオマージュとして書かれた、大

人のための動物文学。

岡山出身の作家。

イケてない４０代シングル女子が、

かわいい古民家にひと目惚れ。お

むすびカフェ開業を目指して一念

発起！大家の風変わりな老女と娘、

不動産業者との駆け引き、頼りな

い行政書士や助っ人の旧友をも巻

き込みドタバタ騒動。

深海には美しい雪が降るんだ―。

幼い頃に別れた父の言葉に導かれ、

潜水調査船のパイロットを目指す

深雪。ところが閉所恐怖症になり、

叶いかけた夢は遠のいてしまう。

失意に沈む深雪の前に現れたのは、

謎の深海生物を追う男・高峯だっ

た。反発しあう二人だが…。

書名しりとり、イケメン作家

選手権、楽しんでいただきあ

りがとうございました！！

１年生 ２年生 ３年生
Ａ組 78 10 120
Ｂ組 60 48 67
Ｃ組 60 73 42
１組 30 18 36
２組 30 6 8
３組 7 16 6
４組 86 22 10
５組 29 1 11
Ｒ組 59 7 11

中学生

高校生


