
学びの技 後藤　芳文
◎ プログラミングコンテストチャレンジブック 秋葉　拓哉

発信する学校図書館ディスプレイ 吉岡　裕子
１日が２７時間になる！速読ドリル 角田　和将

★ 探検家の日々本本 角幡　唯介
現代用語の基礎知識　２０１６ 自由国民社

パラレルな知性 鷲田　清一
孤独病 片田　珠美
きょうだいコンプレックス 岡田　尊司

◎ ３日後「引き寄せ」日記 Ｈａｐｐｙ
◎ 引き寄せの法則 エスター・ヒックス

レンアイ、基本のキ 打越　さく良
ブラック彼氏 堀井　亜生

★ ニューヨークで学んだ「私を動かす」４７の言葉 エリカ
逆境力のコツ 植西　聡
英雄の書 黒川　伊保子

偉人たちの最高の名言に田辺画伯が絵を描いた。 水野　敬也
★ 笑うとなぜいいか？ 斎藤　茂太

学校にはない教科書 岩波　邦明
アラン先生と不幸な８人 五百田　達成

◎ ３週間続ければ一生が変わる　１・２ ロビン・シャーマ

未来は変えられる！ 高橋　佳子
◎ 禅が教えてくれる美しい人をつくる「所作」の基本 枡野　俊明
◎ 禅が教えてくれる美しい時間をつくる「所作」の智慧 枡野　俊明

図書館からのお知らせ

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

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行

2015年12月10日
No.7

新しい本

約200冊入荷

（10/26～11/30入荷分）

定期考査が終了し、いよいよ今年も残り１ヶ月を切りました。寒さが

厳しくなってきたので、体調には十分気を付けてくださいね。

さて、本日１２月１０日（木）から１２月１４日（月）の３日間、年

に一度の古本雑誌市を放課後に開催します！！図書館の古本や、雑誌

のバックナンバーを皆さんにお譲りします。人気の雑誌は無くなるの

が早いかも・・・！？

また同時開催として、１１月中にふろくくじ用の返却しおりを５枚集

めた人は、この３日間にふろくくじも引けるので、ぜひ図書館に来て

くださいね♪はずれ無しですよ☆

出会う言葉で人生は変わる！ど

んな時も勇気づけ励まし続けて

くれる言葉は、自分を変える特

効薬。

『ニューヨークの女性の「強く

美しく」生きる方法』も図書室

にあります。

古今東西の文芸作品から国内外

の骨太ノンフィクションまで、

様々な書物を通して探検家はひ

たすら考える、「なぜ、探検を

するのか―」。数多のノンフィ

クション賞を受賞した探検家の、

爆笑にして深遠なエッセイ。

人は「笑った数」だけ元気になる。

昔の人はいいことを言った。「笑

う門には福来たる」だ。脳が元気

になる。免疫力が高まる。

冬休みの特別貸出
１２月１０日（木）以降に

借りた本は

返却期限１月７日（木）までです。

返却期限を過ぎても

本を返していない人は、

すぐに返却してください。

すっきりした気持ちで

冬休みに入りましょう。



にっぽん全国土偶手帖 誉田　亜紀子 最速でおしゃれに見せる方法 ＭＢ
★ 達人たちの夢の叶えかた 神木　隆之介 何を着るかで人生は変わる しぎはら　ひろ子

大村智 馬場　錬成 「まるでお店！」なほめられ〓レシピ 稲垣　飛鳥
◎ 基本地図帳　２０１５－２０１６ 二宮書店編集部 ★ Ｍｕｇ　Ｃａｋｅｓ ミマ・シンクレア

岡山の魅力再発見 柳生　尚志 はじめてのコーヒー 庄野　雄治
かわいいドイツに、会いに行く 久保田　由希 ぱんぱかパン図鑑 金子　健一

バナナの正しい彫り方 赤井　稲妻
デンマーク人が世界で一番幸せな１０の理由 マレーヌ・ライダル ◎ お皿の上の生物学 小倉　明彦
淳と隆のなんだかおかしいニュースの裏側 田村　淳 覚えておきたい！収納・片づけの基本１０８

◎ ニュース検定公式テキスト＆問題集時事力基礎編３・４級　２０１５ 日本ニュース時事能力検定協会

日経大予測　２０１６ 日本経済新聞社

社会という荒野を生きる。 宮台　真司
政治って何だ！？ 佐藤　優
プーチンの実像 朝日新聞国際報道部

イーロン・マスク アシュリー・バンス

★ ワーク・ルールズ！ ラズロ・ボック
〈図解〉「仕事が速い人」と「仕事が遅い人」の習慣 山本　憲明
男性の非暴力宣言 多賀　太
マンガでわかるオトコの子の「性」 村瀬　幸浩
すぐそばにある「貧困」 大西　連
防災かあさん みんなの防災部

アクセシブルデザインの発想 星川　安之
ブラック化する教育 大内　裕和

◎ 中学生・高校生・大学生のための自己理解ワーク 丹治　光浩
先生、日本ってすごいね 服部　剛
子どもをひとり暮らしさせる！親の本 主婦の友社
物語る「棚田のむら」 久保　昭男
ペルシア王は「天ぷら」がお好き？ ダン・ジュラフスキー

自衛隊はみんなを愛してる！ 井筒　高雄

★ 全人類で一斉にジャンプしたら、地球は凹む？ 荒舩　良孝
◎ 数学オリンピック　２０１１～２０１５ 数学オリンピック財団

◎ 獲得金メダル！国際数学オリンピック 小林　一章
数学ミステリー　Ｘ教授を殺したのはだれだ！ トドリス・アンドリオプロス

数学ロングトレイル「大学への数学」に挑戦　ベクトル編 山下　光雄
ニュートリノで探る宇宙と素粒子 梶田　隆章

◎ 完全攻略化学オリンピック 渡辺　正
宇宙遺産 渡部　潤一

◎ 進化する地球惑星システム 東京大学地球惑星システム科学講座

◎ 地学は何ができるか 日本地質学会

プラントハンター西畠清順 ＮＨＫ取材班

★ 動物の骨 ロブ・コルソン

頭の骨 カミラ　デラ　ベドイエール

芸術脳の科学 塚田　稔
君がここにいるということ 緒方　高司
私は「認知症」を死語にしたい 西崎　知之
口臭の９５％は思いすごし 渡辺　豊
国際協力トイレ修行学 神馬　征峰
まんがで鍛える脳の強化書 加藤　俊徳
驚くほど眠りの質がよくなる睡眠メソッド１００ 三橋　美穂

◎ 脳を鍛えるには運動しかない！ ジョン　Ｊ．レイティ

食品添加物キャラクター図鑑 左巻　健男

門田先生の３Ｄプリンタ入門 門田　和雄
世界で生きぬく理系のための英文メール術 吉形　一樹
世界の航空機大図鑑 フィリップ・ホワイトマン

灯台の光はなぜ遠くまで届くのか テレサ・レヴィット

4類　　数学・物理・化学・生物など

◎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2類　　歴史・伝記・地理など

3類　　社会・経済・教育・法律など

5類　　技術・環境問題など

君は、最強企業が欲しがる人材な

のか？未来の新しい働き方のすべ

て、ベストチームを作るアドバイ

ス―世界最高の職場を設計した男、

グーグルの人事トップが、採用、

育成、評価のすべてを書いた。

人気のサイエンスライターがわ

かりやすく教える、「もしも」

の化学実験本！北極の氷でかき

氷は何人分作れる？など、「そ

の発想はなかった…」と言いた

くなるような奇想天外な疑問を

ひもとけば、地球の意外な秘密

が見えてくる！

迫力満点に描かれた美しい骨の

数々が、あなたを動物たちの奥

深くに連れて行く！骨格が語る、

動物の暮らしや特徴、そこから

生きるもののすべてが透けて見

えてくる！

超カンタン！マグカップ＆電子レ

ンジであっという間に作れちゃう

ケーキのレシピブック。イギリス

で大人気、１１ヶ国で刊行され、

これまで累計１５万部。フォーク

でぐるぐる混ぜるだけで、ふわっ

もちっ＆オシャレな本格ケーキが

できます。

２０歳から２２歳にかけて、各分野

の第一線で活躍する達人たちを訪ね、

さまざまなことを学んでいった俳

優・神木隆之介。好奇心を全開にし

て臨んだ対話一つ一つに心に響く

メッセージがあり、それぞれの道を

切り拓くヒントや、達人たちの思考

や覚悟まで見えてくる。



★ 世界でいちばんかなしい花 滝　晴巳
広告コピーってこう書くんだ！読本 谷山　雅計

　 新幹線を走らせた男 高橋　団吉
鉄道員になるには 土屋　武之

世界美術家大全 ロバート・カミング

人生に美を添えて 大村　智
井原石造物歴史散策 大島　千鶴
ＳＵＰＥＲ　ＦＬＡＳＨ　ＧＩＲＬＳ 趙　燁
説経小栗判官 近藤　ようこ
良い♡コミックデザイン ＫＴ．
福田利之作品集 福田　利之

★ デザインあ解散！ 岡崎　智弘
ＡＫＢ４８、被災地へ行く 石原　真
働く男 星野　源
娘になった妻、のぶ代へ 砂川　啓介
どっちのスター・ウォーズ 立田　敦子
Ｔｈｅ　ａｒｔ　ｏｆ　Ｈｏｗｌ’ｓ　ｍｏｖｉｎｇｃａｓｔｌｅ スタジオジブリ

いい訳しない生き方。 ヒロミ
野村の真髄「本当の才能」の引き出し方 野村　克也
重心移動だけでサッカーは１０倍上手くなる 鬼木　祐輔

◎ 福岡ソフトバンクホークスあるある＋ 原田　たかし

★ 不動の魂 五郎丸　歩
がんでもプレーを続ける元フットサル日本代表久光重貴 久光　重貴
新しいキャンプの教科書 ＳＴＥＰ　ＣＡＭＰ

人生、山あり時々谷あり 田部井　淳子

羽生善治の将棋入門 羽生　善治
アリスのお茶会パズル 伴田　良輔

古文を楽しく読むために 福田　孝
★ 「英語を話せる人」と「挫折する人」の習慣 西　真理子

はじめて受けるＴＯＥＦＬテストパーフェクト英単語 萓　忠義
僕が無料の英語マンガで楽にＴＯＥＩＣ９００点を取って、映画の英語を字幕なしでリスニングできるワケ 中村　一也

真夜中の図書館 谷山　浩子
清少納言と紫式部 丸山　裕美子

★ あたしとあなた 谷川　俊太郎

舵を弾く 三角　みづ紀

付喪神 町田　康
Ａｒｋｎｏａｈ　１・２ 乙一
ふなふな船橋 吉本　ばなな

象の草子 堀江 敏幸
校長、お電話です！ 佐川　光晴
ネンレイズム／開かれた食器棚 山崎　ナオコーラ

★ 水鏡推理 松岡　圭祐
虚栄 久坂部　羊
「いじめ」をめぐる物語 荻原　浩
颶風の王 河崎　秋子
はるなつふゆと七福神 賽助
あこがれ 川上　未映子

花咲小路一丁目の刑事 小路　幸也
チームＦについて あさの　あつこ

感情８号線 畑野　智美
世界中の青空をあつめて 中村　航
花燃ゆ　４ 小松　江里子

だれもが知ってる小さな国 有川　浩
天と地の方程式　１・２ 富安　陽子

◆図書館にクリスマスツリーを飾っています。ぜひオーナメントを飾り付けしてくださいね♪

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

２０１２年グッドデザイン賞も受賞

した、ＮＨＫ Ｅテレの人気番組

『デザインあ』。こどもたちの未来

をハッピーにする「デザイン的思

考」を育むテレビ番組です。「解

散！」は『デザインあ』の人気コー

ナー。身の回りの様々なモノが分解

され、その構造が見えるユニークな

コマ撮りアニメ。

揺るがない、急がない、動じない、

山のような男。道を切り開き、味

方を助け、守る、城のような男。

そんな五郎丸歩という魅力あふれ

る人間と、彼が精魂傾けてきたラ

グビーというスポーツの魅力が

ぎっしりと詰まった一冊。

“そんなのおかしいよ”立ち上がっ

た彼女たちのプロジェクトは「いの

ちの花」。青森県の高校に通う彼女

たちは、殺処分されゴミとして捨て

られていく犬や猫たちの骨を目の当

たりにし、殺処分の現状を知る。

「かわいそうで終わってはいけな

い」。プロジェクトを通して、彼女

たちが伝えたかったこととは何か。

留学なし＆英会話スクールを２回

でやめたのに、バイリンガルとし

て外資系で働いた著者の独学法を

伝授。ネイティブに習っても無理

だった、流行の語学書を試しても

話せない、留学しても話せない方

に、日本でできるメソッドをわか

りやすく説く。

世界中の無数のあたしと、世界中

の無数のあなたは、どこにもいな

い。３７の書き下ろし詩。

装丁にもこだわり、本書の制作は

「この本のためだけの特別な紙」

を作ることからスタート。日本の

職人技から生まれた贅沢な一冊。

舞台は霞が関、殺人のない推理劇

が開幕。美貌のヒラ公務員が権力

者の不正捏造を暴く下克上エンタ

テインメント！

松岡圭佑『探偵の探偵』に続く新

作！面白くてためになる「殺人の

ないミステリ」。



ギブ・ミー・ア・チャンス 荻原　浩 日本文学全集　１１ 池沢　夏樹
★ ゴージャスなナポリタン 丸山　浮草 ◎ 三国志演義　全４巻 羅　貫中

ホーンテッド・キャンパス　８ 櫛木　理宇 キャッツ Ｔ．Ｓ．エリオット

厭世マニュアル 阿川　せんり ◎ オー・ヘンリー傑作選 オー・ヘンリー

◎ 史記　全７巻 北方　謙三 ２５年目の「ただいま」 サルー・ブライアリー

相棒　season13中 輿水　泰弘 天国でまた会おう　上下巻 ピエール・ルメートル

◎ 握る男 原　宏一 悲しみのイレーヌ ピエール・ルメートル

◎ 田園発港行き自転車　上下巻 宮本　輝 ルミッキ　２ サラ・シムッカ

◎ 下町ロケット　２ 池井戸　潤 ★ 銀河鉄道の夜（絵本） ＫＡＧＡＹＡ
★ マレ・サカチのたったひとつの贈物 王城　夕紀 モネ「印象、日の出」（絵本） もうひとつの研究所

明治・金色キタン 畠中　恵 ゆきのあさ（絵本） ステフィ・ブロコリ

誤断 堂場　瞬一
惑星の岸辺 梶村　啓二
ペテロの葬列 宮部　みゆき

鴨川食堂 柏井　寿
ｏｒａｎｇｅ－オレンジ－ 高野　苺

◎ 花物語　上下巻 吉屋　信子
◎ 三国志読本 北方　謙三
◎ 三国志　全１３巻 北方　謙三

ミステリー・アリーナ 深水　黎一郎

墓標なき街 逢坂　剛
「身体」を忘れた日本人 養老　孟司
ずっしり、あんこ 青木　玉

★ 男だけど、 ワクサカ　ソウヘイ

言ってはいけないクソバイス 犬山　紙子
キミの目が覚めたなら 中原　尚志

☆予約＆リクエストは随時受付中☆

◆探しています！！　　『デュラララ！！　×１３』　成田良悟◆

１１月の貸出冊数（１０月の貸出冊数）

9類　　文学論・小説9類　　文学論・小説

今月の展示

できます。

揺るがない、急がない、動じない、

「量子病」に冒され、世界中を跳躍し

続ける坂知稀。神のサイコロ遊びなの

か、一瞬後の居場所すら予測できず、

行き先も滞在時間もバラバラ。人生を

“積み重ね”られない彼女が、世界に

爪痕を残すためにとった行動とは―さ

すらう稀が出会う人々、遭遇する事象、

目撃する世界の異変…注目の新星が放

つＳＦフォークロア！

高校１年漢文

『三国志』特集

「カワイイ」が大好きで、何が悪

い！パフェ、星占い、出雲大社、

猫、アジアン雑貨…。僕の中の

「女の子」を満たす旅に出た。女

子、大共感の抱腹絶倒エッセイ。

生意気な部下と腐れ縁の大男、生

者と死者、焼きそばパンとナポリ

タン…などなどが入り乱れながら

繰り広げられる「俺の暮らしはど

うなるのだろう（不惑超えてんの

に）」小説。

第二回暮らしの小説大賞受賞作！

１１月の展示

『サバイバる？』

きらめく銀河をパノラマ体験―Ｋ

ＡＧＡＹＡが贈る、天上の画本。

観音開き入り・特別仕様。プラネ

タリウムで上映され１００万人が

感動した、あの「銀河鉄道の夜」

の画集版。

クリスマスにオススメの新着本

まっしろな一面の銀世界に残っている動

物たちの足あと。かくれているのはだあ

れ？

パリのイラストレーターによる、シンプ

ルなしかけ絵本。美しい足あとの型押し

がほどこされた紙面をじゃばら式にひろ

げると、雪の日の散歩道があらわれます。

かくれんぼしている動物たちを探しなが

ら、歩いてみてくださいね。

『ゆきのあさ』 ステフィ・ブロコリ

１年生 ２年生 ３年生

Ａ組 128(78) 18(10) 72(120)
Ｂ組 99(60) 63(48) 93(67)
Ｃ組 134(60) 72(73) 78(42)

１組 24(30) 17(18) 18(36)
２組 28(30) 7(6) 13(8)
３組 12(7) 60(16) 13(6)
４組 139(86) 81(22) 7(10)
５組 19(29) 4(1) 8(11)
Ｒ組 117(59) 36(7) 77(11)

中学生

高校生


