
教養としてのプログラミング講座 清水　亮
みんなのビッグデータ ネイサン・イーグル

スマホに満足してますか？ 増井　俊之
次の本へ 苦楽堂
ＴＨＥ　ＢＯＯＫＳ　ｇｒｅｅｎ ミシマ社
図解・日本人のランキング 統計・確率研究会

爆笑テストの珍解答５００連発！！　Ｖｏｌ．８

爆笑テストの珍解答５００連発！！　Ｖｏｌ．９

安倍政権とジャーナリズムの覚悟 原　寿雄

哲学用語図鑑 田中　正人
透明な沈黙 ウィトゲンシュタイン

現象学という思考 田口　茂
★ ０ベース思考 スティーヴン・レヴィット

考える教室 酒井　邦嘉
出口汪の「最強！」の記憶術 出口　汪
他人の意見を聞かない人 片田　珠美
考える力が身につくディープな倫理 富増　章成
逆転スイッチ！ 西沢　泰生
大人になるっておもしろい？ 清水　真砂子 ★ 世界　伝説と不思議の物語
「めんどくさい」をやめました。 やました　ひでこ 東京
たった１つのことを続けられるバカが成功する 菊原　智明 広島・宮島　’１６
ありがとう、先生！　第２集 ＴＯＫＹＯ　ＦＭ「ジブラルタ生命Ｈｅａｒｔ　ｔｏ　Ｈｅａｒｔありがとう、先生！」番組制作チーム 京都ベストスポット
お金が貯まらない人の悪い習慣３９ 田口　智隆 神戸　’１６
止まった時計 松本　麗華 北海道の歩き方　２０１６
反知性主義 森本　あんり 広島・宮島・せとうち　２０１５

大阪観光ＴＨＥ☆ＢＥＳＴ
池上彰の現代史授業　平成編１ 池上　彰 北海道ベストプラン
卑弥呼と邪馬台国 新邪馬台国Ｇ５サミットｉｎ吉備 北海道　’１６

◎ 日本刀と武士 二木　謙一 北海道おさんぽマップ
我が闘争 堀江　貴文 るるぶ北海道　’１５～’１６
食に生きて 辰巳　芳子 るるぶ韓国　’１６
オフ・ザ・マップ アラステア・ボネット るるぶハワイ島マウイ島・ホノルル

図書館からのお知らせ

◆探しています！！①　『新編日本古典文学全集３４　大鏡』　小学館

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

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行
2015年6月5日

No.2

新しい本

約300冊入荷

（5/1～5/31入荷分）

みなさん、こんにちは☆

中国地方も梅雨に入りましたね。雨が降ると室内で過ごすことが多

くなると思いますが、そんな時は雨音をＢＧＭにして、本の世界に

浸るのも楽しいですよ。図書室にもたくさんの本が入荷しているの

で、活用してくださいね。

また、高校２年生の修学旅行に向けて、ガイドブックもたくさん

入っています。もちろん他の学年の皆さんも、旅行などの計画に役

立ててくださいね。

ぜひ、図書室へ足を運んでみてください♪

歴史や遺産、幻想や伝説。不思

議の物語とめぐる、世界の名

景・絶景。日本の高千穂峡と軍

艦島も紹介されていて、美しい

写真は必見です！

ＰＫを蹴る方向も、人生の選択

も、国の政策も、すべてバイア

スをゼロにして考えろ―。あら

ゆるバイアスから自由になり、

一発で本質に切り込む思考法。



★ 恋するソマリア 高野　秀行 メガ！ 成毛　真
「衝動」に支配される世界 ポール・ロバーツ 世界の絶景　教会＆寺院
子どもたちの未来を考えてみた 乙武　洋匡 宇宙飛行士が教える地球の歩き方 クリス・ハドフィールド

ぼくらの民主主義なんだぜ 高橋　源一郎 原発　決めるのは誰か 吉岡　斉
低欲望社会 大前　研一 世界に嗤われる日本の原発戦略 高嶋　哲夫
この社会で戦う君に「知の世界地図」をあげよう 池上　彰 シャネルＮｏ５の謎 大野　斉子
若者よ、マルクスを読もう　２ 内田　樹 破綻 林原　靖
ナショナリズムをとことん考えてみたら 春香クリスティーン 食品の官能評価・鑑別演習 日本フードスペシャリスト協会

日本の大問題が見えてくるディープな政治・経済 村中　和之 ファッション・ライフの楽しみ方 高村　是州
ニッポンの個人情報 鈴木　正朝 服を買うなら、捨てなさい 地曳　いく子

福井モデル 藤吉　雅春 １００人の手づくり作家によるかわいい雑貨 くりくり編集室

それでもボクは会議で闘う 周防　正行 ジャーケーキ 若山　曜子
資本主義の預言者たち 中野　剛志 ひなた焼菓子店のタルト　フレッシュ＆ベイクド 森　和子
わかりすぎる情報セキュリティの教科書 ＳＣＣ教育事業推進本部セキュリティ教育部 クックパッドの大絶賛レシピ〈決定版〉お菓子

◎ 仮想通貨革命 野口　悠紀雄 イクミママのどうぶつドーナツレシピ 中尾　育美
◎ これでわかったビットコイン 斉藤　賢爾 男子ごはんの本　その７ 国分　太一
◎ はじめてのビットコイン ビットコイン研究所 ★ おにぎらずとおにぎりの本 星野　奈々子

サブカル・スーパースター鬱伝 吉田　豪 朝持っていくだけ！テキトー弁当 しらいし　やすこ

１０代からの情報キャッチボール入門 下村　健一
北欧女子オーサが見つけた日本の不思議 オーサ・イェークストロム

もぐらと奈加ちゃんが『日本人のヘンな習慣』について考えてみた。 もぐら
ブリッランテな日々 マリアンジェラ・ラーゴ

男をこじらせる前に 湯山　玲子
カラフルなぼくら スーザン・クークリン

ルポ保育崩壊 小林　美希
知りたい！ソーシャルワーカーの仕事 木下　大生
東北ショック・ドクトリン 古川　美穂
残念な教員 林　純次
未来を変えた島の学校 山内　道雄
時間と学費をムダにしない大学選び　２０１６ 石渡　嶺司

◎ 大学は社会の希望か 江原　武一
私はかんもくガール らせんゆむ

★ 東大首席弁護士が実践！誰でもできる〈完全独学〉勉強術 山口　真由
◎ 頭がよくなる青ペン書きなぐり勉強法 相川　秀希
妖怪最強の雑学王 怪奇ミステリー探偵団

日本語の科学が世界を変える 松尾　義之
空想科学「理科」読本 柳田　理科雄

サイエンス・ブック・トラベル 山本　貴光
研究を深める５つの問い 宮野　公樹
理系のための英語最重要「キー動詞」４３ 原田　豊太郎

やじうま入試数学 金　重明
マンガおはなし物理学史 小山　慶太
摩擦のしわざ 田中　幸
これだけ！高校化学 杉山　美次
化学で「透明人間」になれますか？ 佐藤　健太郎

岩は嘘をつかない デイヴィッド・Ｒ．モンゴメリー

発芽生物学 種生物学会

★ 増殖・少女系きのこ図鑑 玉木　えみ
フューチャー・オブ・マインド ミチオ・カク
ゆがみを直す整体学 宮川　真人
解放老人 野村　進
風きって進め魔法の足こぎ車いす 鈴木　堅之

◎ 医学部の大罪 和田　秀樹
脳の学校ワークブック 加藤　俊徳

◆探しています！！②　『銀の匙　ＶＯＬＵＭＥ７・８』　荒川　弘

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。

3類　　社会・経済・教育・法律など 5類　　技術・環境問題など

アフリカ大陸東端に広がるソマリ

ア。残酷な戦場と平和な民主国家

が隣り合う不思議な世界に惹かれ、

そこに暮らす人々に恋をした著者

が、台所から戦場まで、あらゆる

現場に飛び込む。講談社ノンフィ

クション賞受賞第一作。

東京大学法学部に現役合格、首

席で卒業。現在は弁護士として

活躍―なんとも華々しい経歴を

下支えする著者ならではの完全

独学勉強術。これまで明かして

こなかった、その具体的な実践

法を初公開。

かわいくて、すこし不思議。

さまざまなメディアでひっぱり

だこだった『少女系きのこ図

鑑』。その待望の続編が登場！

書き下ろし新作イラスト１０３

種収録。

ご飯を海苔にのせ、その上に具

をのせて海苔で包み、カットす

るおにぎらず。具の詰め方や取

り合わせ次第で、いろんなおに

ぎらずが楽しめます。おにぎり

のバリエーションも紹介。



１８ｃｍの奇跡 みなみ　かつゆき

ステーキ！ マーク・シャツカー

★ 林業男子 山崎　真由子

うなぎ一億年の謎を追う 塚本　勝巳
文化屋雑貨店 長谷川　義太郎

イベントの仕事で働く 岡星　竜美
世界の駅に行ってみる 谷川　一巳
ディズニーサービスの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋
ディズニーおもてなしの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋
ディズニーに行く前に知っておくと得する６６の知識 みっこ

イラストで読む奇想の画家たち 杉全　美帆子

僕はゴッホ ジョージ・ロッダム

僕はマティス キャサリン・イングラム

すゞしろ日記　２ 山口　晃
国境のない生き方 ヤマザキ　マリ

おかあさんとあたし。１＆２ ムラマツ　エリコ

荒木飛呂彦の漫画術 荒木　飛呂彦

不思議の国のアリスコラージュブック 楠田　誓子
モンドくん 奥村　門土
シャーロック・ホームズ緋色の研究 コナン・ドイル

コーラン Ｔｅａｍバンミカス

★◎ 日本の刀剣
◎ 図説日本刀入門 歴史群像編集部

★ 嵐にマナブ 永尾　愛幸
重力との対話 天児　牛大

◎ 若いぼくらにできること 今井　雅之
ウルトラマン「正義の哲学」 神谷　和宏
お前より私のほうが繊細だぞ！ 光浦　靖子
ばんざいまたね 萩本　欽一
決定版いちばんたのしいレクリエーションゲーム 小山　混
頂点への道 錦織　圭
卓球王水谷隼の勝利の法則 水谷　隼
勝手に大相撲審議会 やく　みつる

字幕屋のニホンゴ渡世奮闘記 太田　直子
論理が伝わる世界標準の「議論の技術」 倉島　保美
１５才までに語彙をあと１０００増やす本 アーバン出版局

敬語ひとり稽古 余田　弘実
手紙の文例・マナー新事典 中川　越
古典が面白くなる東大のディープな古文・漢文 田中　照彦

★ 夢をかなえる英語はディズニー映画が教えてくれた 飯田　百合子
小学校で習った言葉「行ってきます」を英語で言えますか？ 守　誠
小学校で習った言葉さか上がりを英語で言えますか？ 守　誠
やさしい英語で「不思議の国のアリス」を読もう ルイス・キャロル

ユリイカ　３月臨時増刊号 高山　宏 ブタカン！ 青柳　碧人
５分後に意外な結末　２～５ ホーンテッド・キャンパス　７ 櫛木　理宇
ひだりききの機械 吉岡　太朗 桜ノ雨　３ ｈａｌｙｏｓｙ

◎ 響け！ユーフォニアム　１～３ 武田　綾乃 都会（まち）のトム＆ソーヤ　１２ はやみね　かおる

★ 鎌倉香房メモリーズ 阿部　暁子 名探偵と封じられた秘宝 はやみね　かおる

ストライク・ザ・ブラッド　１２　 三雲　岳斗 悲録伝 西尾　維新
ストロボ・エッジ 咲坂　伊緒 キノの旅　１８ 時雨沢　恵一

カゲロウデイズ　１ じん（自然の敵Ｐ） 僕らはまだ、恋をしていない！　１～３ 中村　航
ウロボロスＯＲＩＧＩＮＡＬ　ＮＯＶＥＬ　イクオ篇・タツヤ篇 神崎　裕也 走れ！Ｔ校バスケット部　７～１０ 松崎　洋
朧月市役所妖怪課　２・３ 青柳　碧人 星か獣になる季節 最果　タヒ
◆探しています！！③　『ニック・シャドウの真夜中の図書館　３』　ニック・シャドウ

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 9類　　文学論・小説

6類　　農業・畜産・商業など

現代でも廃ることのない日本刀

の魅力をビジュアルで紹介する

とともに、著名な武将が所持し

たであろう刀剣を紹介しながら、

幅広い視点で日本の刀剣の魅力

をお届け。

今、日本刀が熱いです！

なぜ彼らはあれほど輝いているの

か？その答えこそ、彼らから発せ

られた言葉にあるに違いない。単

なる“アイドルの言葉”ではない、

人生を前向きに生きている５人の

想いが込められた言葉。

森の仕事、木の仕事に果敢に挑

む人々の現在進行形の姿はいか

に！？林業の「いま」と「これ

から」を知ることができる本で

す。

英語学習に最適なディズニー映

画、その７つの価値。帰国子女

でもなく、留学経験もなし。

「英語力ゼロ」から同時通訳に

なった著者が明かす、楽しく無

理なく英語を学ぶ方法。

人の心の動きを香りとして感じ

とる力を持つ香乃は、祖母が営

む香り専門店『花月香房』に暮

らしている。鎌倉を舞台に、あ

の日の匂いと、想いも……よみ

がえる。ほっこりあったか香り

ミステリー。



ドＳ刑事　１・３ 七尾　与史 ドラゴン・オプション 中原　清一郎

桜の下で待っている 彩瀬　まる あなたが消えた夜に 中村　文則
夏の朝 本田　昌子 断裂回廊 逢坂　剛
土方歳三　上下巻 富樫　倫太郎 ラブソファに、ひとり 石田　衣良
恋する♡ヴァンパイア 鈴木　舞 ◎ 銀河英雄伝説　３・４ 田中　芳樹
夫婦フーフー日記 川崎フーフ サイドストーリーズ 中田　永一
インサイド・フェイス 佐藤　青南 世界の半分を怒らせる 押井　守
ハタラクオトメ 桂　望実 エコラム リリー・フランキー

少年十字軍 皆川　博子 ある一年 いしい　しんじ

◎ 蒼穹のファフナー 冲方　丁 緩和ケア医が見つめた「いのち」の物語 堀　泰祐
誓約 薬丸　岳 日本文学全集　１４・１７・２０ 池沢　夏樹
鬼談 京極　夏彦 突然ノックの音が エトガル・ケレット

レオナルドの扉 真保　裕一 不思議の国のアリスビジュアルファンＢＯＯＫ ルイス・キャロル

配信せずにはいられない 山田　悠介 希望の海へ マイケル・モーパーゴ

ヴェノマニア公の狂気 悪ノＰ ブロード街の１２日間 デボラ・ホプキンソン

小説サリシノハラ／４７ みきとＰ ハーフ・バッド　上下巻 サリー・グリーン

掟上今日子の推薦文 西尾　維新 不思議の国のアリス ルイス・キャロル

◎ うみねこのなく頃に散（ちる）　Ｅｐｉｓｏｄｅ６上下 竜騎士０７ カンボジアの大地に生きて ミンフォン・ホー

夏の朝 本田　昌子 ノヴェル・イレブン、ブック・エイティーン ダーグ・ソールスター

◎ リーガル・ハイ 古沢　良太 死のドレスを花婿に ピエール・ルメートル

男性作家が選ぶ太宰治 太宰　治 タラ・ダンカン　１１上下 ソフィー・オドゥワン＝マミコニアン

ＥＰＩＴＡＰＨ東京 恩田　陸 ★ 星の王子さまの美しい物語 アルバン・スリジエ

東京帝大叡古教授 門井　慶喜 オクサ・ポロック　５ アンヌ・プリショタ

キミの名前 朱川　湊人 ◎ わたしがあなたを選びました（絵本） 鮫島　浩二
ラプラスの魔女 東野　圭吾
ナイルパーチの女子会 柚木　麻子
武道館 朝井　リョウ
過ぎ去りし王国の城 宮部　みゆき

ｔｈｅ　ＳＩＸ 井上　夢人
★ サバイバル・ウェディング 大橋　弘祐
書店ガール　４ 碧野　圭
海街ｄｉａｒｙ 吉田　秋生
舟を編む 三浦　しをん

若冲 沢田　瞳子
天盆 王城　夕紀
トイレのピエタ 松永　大司
石の神 田中　彩子
モダン 原田　マハ
決戦！関ケ原 伊東　潤
青藍病治療マニュアル 似鳥　鶏
おかあさんの木 大川　悦生
ストレイヤーズ・クロニクル　１～３ 本多　孝好
女性作家が選ぶ太宰治 太宰　治
ビッグデータ・コネクト 藤井　太洋
人類最強の初恋 西尾　維新
家族スクランブル 田丸　雅智

★予約＆リクエストは随時受付中♪♪

9類　　文学論・小説 9類　　文学論・小説

今月の展示

図書館入口付近に、歴代の本屋大賞

受賞作品を展示しています。映像化

になった作品も多いので、原作と読

み比べるのも面白いですよ☆

中学図書委員さん達が、『友情』を

テーマに、おすすめ本を紹介してい

ます。外の廊下に掲示しているので、

ぜひチェックしてみてください♪

『不思議の国のアリス』が、今年１

５０周年を迎えました。図書館でも

アリスのコーナーを作っています。

ビジュアルブックや雑貨の本もある

ので、もっとアリスの世界が広がり

ますよ♪♪

結婚直前に婚約破棄され、復職し

たものの、新上司はドＳのブラン

ド大好き編集長。登場するエルメ

スやルブタンなどハイブランドの

マーケティング知識があなたの恋

と人生を変えてくれます。新感覚

ラブコメ小説！

イスラエルを代表する人気作家

による驚きと切なさとウィット

に満ちた３８篇。しゃべる金魚。

チーズ抜きのチーズバーガー。

そして突然のテロ――。

フランク・オコナー国際短篇賞

最終候補作。


