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新しい本

約80冊入荷

（4/1～4/30入荷分）

みなさん、こんにちは☆

早いものでもう５月になりましたが、新しい生活にも慣れてきまし

たか？

４月に〈２０１５年本屋大賞〉が発表され、上橋菜穂子さんの『鹿

の王』が大賞に選ばれました。上橋さんと言えば、他にも『獣の奏

者』や、守り人シリーズも人気があります。『精霊の守り人』は２

０１６年にドラマ化予定で、今から楽しみですね♪

図書館にもどんどん新しい本が入荷しています。

話題の本などもあるので、ぜひ図書館に足を運んでくださいね☆

開館時間…８：３０～１７：００

（月・水・金は１７：４５まで）

※都合により、変更となる場合もあります。

図書館入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、１回だけ延長の手続きができます。カウン

ターまで来てください。

貸出冊数…無制限

※ただし読める程度に借りましょう。

貸出方法…借りたい本をカウンターに持って来て、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。

図書館が閉館している時には、図書館入口横の返却ボックスに入れてください。

図書館の本を探しています！！

『新編日本古典文学全集３４ 大鏡』 小学館

『銀の匙 VOLUME７・８』 荒川 弘

※本を持っている人は、至急返却してください。

本を借りる時は、必ずカウンターで手続きしてください。

※返却期限を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！



学校図書館発　育てます！調べる力・考える力 遊佐　幸枝
「なんでも学べる学校図書館」をつくるブックカタログ＆データ集 片岡　則夫
おかんメール　３ 『おかんメール』制作委員会

★ ロジックの世界 ダン・クライアン

自分で考える勇気 御子柴　善之

◎ 天才を生んだ孤独な少年期 熊谷　高幸
ハーバードの人生を変える授業 タル・ベン・シャハー

人を感動させる仕事 前刀　禎明

◎ 蒙古襲来 服部　英雄
★ 吉田松陰の妹 原口　泉

日本戦後史論 内田　樹
◎ 美貌格差 ダニエル・Ｓ．ハマーメッシュ

★ 経済は世界史から学べ！ 茂木　誠
トヨタで学んだ「紙１枚！」にまとめる技術 浅田　すぐる

世界国勢図会　２０１４／１５ 矢野恒太記念会

うちのトコでは　４ もぐら
感じのいい話し方悪い話し方 渋谷　昌三

◎ 老人たちの裏社会 新郷　由起
犯罪不安社会 浜井　浩一

◎ 認知行動療法を活用した子どもの教室マネジメント ウェブスター‐ストラットン

◎ 基本的自尊感情を育てるいのちの教育 近藤　卓
中学生・高校生のための手帳の使い方 能率手帳プランナーズ

◎ ライフスキルを育む「思春期の心と体」授業事例集 ＪＫＹＢライフスキル教育研究会

◎ 発達障害のある子の「自尊感情」を育てる授業・支援アイディア 小島　道生

サイエンス異人伝 荒俣　宏
理系あるある 小谷　太郎

★ ナイチンゲールの『看護覚え書』 金井　一薫
いのちはどう生まれ、育つのか 道信　良子

◎ 帰還兵はなぜ自殺するのか デイヴィッド・フィンケル

大人のひきこもり 池上　正樹

宇宙エレベーターの物理学 佐藤　実
おいしい和食のキホン 村林　新吾
はらぺこ万歳！ たかぎ　なおこ

ジャーサラダ 若山　曜子
わたしのウチには、なんにもない。　４ ゆるり　まい

ゆる猫生活 ほそい　あや

芸術立国論 平田　オリザ

★ 工場夜景 工場ナイトクルーズ

デザインの輪郭 深沢　直人
空想法律読本〈１２月２４日住居侵入事件〉編 盛田　栄一

★ 空想法律読本〈天文学的違法金利事件〉編 盛田　栄一
納得させる話力 土田　晃之
女子の体幹レッスン 広瀬　統一

ディズニーの英語　コレクション４ 石原　真弓
フランス語で読む１２のおとぎ話 滝田　りら

8類　　日本語・英語・その他言語

6類　　農業・畜産・商業など

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

◎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。

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

3類　　社会・経済・教育・法律など

4類　　数学・物理・化学・生物など

5類　　技術・環境問題など

論理学は哲学だけでなく、数学

や物理など近代科学の基礎に

なっているものでもあります。

本書では、そんな多彩なロジッ

クの世界を、偉大な哲人ととも

にめぐります。

２０１５年ＮＨＫ大河ドラマ

『花燃ゆ』のヒロイン・文。日

本近代を動かした英傑・吉田松

陰、久坂玄端、楫取素彦の生涯

を見届けた、知られざる「女の

一生」とは。

「消費増税」も「ＴＰＰ」も歴

史に学べ！人に話したくなる

「ストーリーとしくみ」。経済

のことがもっとわかる４４の教

養。

現代の看護に合わせた内容＋た

くさんのイラスト・図・表→一

番わかる決定版！ぜひ、本書で

今まで知らなかった「看護の世

界」に出逢ってください。

川崎市主催「工場夜景・美の祭

典」フォトコンテストより厳選。

日本全国の夜景スポットガイド。

倉敷市の工場夜景も、６ページ

にわたり掲載されています！

マンガやアニメのできごとを、

最新の法律で考えるとどうなる

か？「法律の本質」が見えてく

る！『デュラララ！！』から

『魔法少女まどか☆マギカ』ま

で全２０事件！



５分後に意外な結末　１
倉敷市蔵薄田泣菫宛書簡集 倉敷市

★ 十代に贈りたい心の名短歌１００ 田中　章義
火花 又吉　直樹
まれ　上 篠崎　絵里子

マッサン　下 羽原　大介
花燃ゆ　２ 大島　里美
有頂天家族　２ 森見　登美彦

◎ 死者の奢り・飼育 大江　健三郎

天皇の料理番　上下 杉森　久英
★ エイプリルフールズ 古沢　良太
ぼくは明日、昨日のきみとデートする 七月　隆文
モナミは時間を終わらせる？ はやみね　かおる

異邦人（いりびと） 原田　マハ
ファンタズマゴーリア 岡崎　祥久
神様のカルテ　０ 夏川　草介
あまねく神竜住まう国 荻原　規子
探偵の探偵　３ 松岡　圭祐
桐島教授の研究報告書 喜多　喜久
ドＳ刑事（デカ）　４ 七尾　与史

◎ 千年の黙 森谷　明子
◎ 怪人二十面相 江戸川　乱歩

秘密と友情 春日　武彦
★ 嘘みたいな本当の話　みどり 内田　樹
小さな幸せ４６こ よしもと　ばなな

僕の隣で勝手に幸せになってください 蒼井　ブルー

京都ごはん日記 いしい　しんじ
ダメ親と呼ばれても学年ビリの３人の子を信じてどん底家族を再生させた母の話 ああちゃん
文芸くらしき　 倉敷市文化振興財団

日本の古典をよむ 橘　健二
スナーク狩り ルイス・キャロル

★ 世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ（絵本） ムヒカ

9類　　文学論・小説

今月の展示
第６１回青少年読書感想文全国コン

クールの課題図書が発表になりました。

図書館に無い本は発注しています。

早めに取りかかりたい人は、ぜひ図書

館へ！
中学校

高校

みなさんと同世代の子たちが出て

くる小説を集めてみました。映画

になった作品もありますよ♪

国語の村木先生のオススメコー

ナーです☆

穂村弘さんは歌人ですが、翻訳も

している、ちょっと面白い人です。

万葉の歌人から現代まで、日本

人なら知っておきたい、特に十

代が共感できる名短歌を１００

首厳選。日本の伝統詩の魅力を

伝える一冊。

エイプリルフール―１年で唯一

嘘が許される日。そんな日に巻

き起こる事件の数々。さまざま

な人間模様がからみ、つながり、

そして小さな「嘘」が奇跡を起

こす！映画化作品。

身近に起きた、小さな奇跡。日

本中から届いた１５３の実話た

ち。第２弾。田原総一郎、横尾

忠則、立川談春氏ら８人が特別

寄稿！「あの人の『嘘みたいな

本当の話』」も。

２０１２年、ブラジルのリオデ

ジャネイロで開かれた国際会議。

南米のウルグアイのムヒカ大統

領はのちに世界の人々から絶賛

されるスピーチをのこします。



蔵書検索についての案内

天城中学・高校図書館と岡山県立図書館の蔵書が、学校や自宅などでインターネットに接続してい

るPCがあればどこででも検索できます。調べものであの本が使いたい、今話題の本は図書館にある

のだろうか…などなど、思い立ったときにすぐ検索ができますよ。県立図書館にしかない本も、天

城中学・高校図書館でリクエストすると、取り寄せることが出来ます。

ぜひご活用ください。

検索方法↓
①上のアドレスにアクセス。

すると、下のような画面が出てきます。

パスワード

と入力。

ＩＤ

と入力。

②ＩＤとパスワードを入力し、ログインを

クリックすると、下のような画面が出てきます。

さらにクリック。

https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/ISLL/

③右のような画面が出てきたら、検索したいことを入力します。

例えば、東野圭吾の本を検索したいときは…

①「東野圭吾」と入力。

③「検索」をクリック。
②倉敷天城高等学校に必

ずチェックを入れる。

④検索をクリックすると下のような画面が

出てきます。

岡山県立図書館、倉敷天城高等学校での検索結

果がそれぞれ表示されます。本校の蔵書を検索

したい場合は倉敷天城高等学校をクリック。

⑤クリックすると下のような画面が出てきて、

天城中高図書館の検索結果となります。

※システム上、同時にアクセスできる件数は２０件程度です。

※天城中学・高校図書館の最新の蔵書が随時更新されているわけではないので、最新刊は検索しても

探せない場合があります。

新しい本を検索したい場合は図書館内の検索ＰＣ（カウンターに置いてあります）で検索してくだ

さい。


