
★ 読んだら忘れない読書術 樺沢　紫苑
脳にウケるおもしろ雑学 坪内　忠太
新聞は、あなたと世界をつなぐ窓 木村　葉子

★ 寂しさの力 中森　明夫
なぜ人類のＩＱは上がり続けているのか？ ジェームズ・Ｒ．フリン

京大現代文で読解力を鍛える 出口　汪
世界“笑いのツボ”探し ピーター・マグロウ

振り回されない生き方 香山　リカ
図説実話で読み解く！武士道と日本人の心 山本　博文
結果を出せる人になる！「すぐやる脳」のつくり方 茂木　健一郎

あっ！命の授業 ゴルゴ松本
◎ ぼくに７つの習慣を教えてよ！ フランクリン・コヴィー・ジャパン

人生ドラクエ化マニュアル ＪＵＮＺＯ
◎ 長の十訓 藤尾　秀昭
平常心のコツ 植西　聡
尾木ママの７つの人生力 尾木　直樹

◎ 幸福優位７つの法則 ショーン・エイカー

◎ 人生は手帳で変わる フランクリン・コヴィー・ジャパン株式会社

アニメで読む世界史　２ 藤川　隆男
向かいあう日本と韓国・朝鮮の歴史　近現代編 歴史教育者協議会

◎ この日本で生きる君が知っておくべき「戦後史の学び方」 池上　彰
マンガでわかる日本史 河合　敦
戦艦大和講義 一ノ瀬　俊也

もっと知りたい広島県の歴史 小和田　哲男

★ 史跡・都市を巡るトルコの歴史 野中　恵子
ペルシア帝国と小アジア 阿部　拓児
図説中世ヨーロッパの暮らし 河原　温 沖縄　２０１５－１６
物語イギリスの歴史　上下巻 君塚　直隆 失われた日本の景観 浅見　和彦
戦うポーランド 小和田　哲男

悠久のナイル 野中　恵子 とりあたま大学 西原　理恵子

果てしなく続く医療福祉の道 阿部　拓児 日本の７つの大問題 的場　順三
プラハの憂鬱 河原　温 サクセス！一般常識＆最新時事　２０１７年度版 翼学院
るるぶ（国内・各種） 戦争と福祉についてボクらが考えていること 大田　昌秀

図書館からのお知らせ

◆自宅で蔵書検索→https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/ISLL/

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

3類　　社会・経済・教育・法律など
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新しい本

約300冊入荷

（6/1～6/30入荷分）

あっという間に７月になりましたね。定期考査も終わり、もうすぐ夏休

み☆勉強に、部活にと忙しいとは思いますが、気分転換したくなったら

ぜひ図書館に来てください。涼むだけでもいいですよ♪

今、夏休みの特別貸出期間です。図書館入口近くに、『高校生に読んで

ほしい５０冊』の展示をしています。もちろん中学生が読んでも面白い

本がありますよ。ぜひこの機会に、たくさんの本を読んでくださいね！

高校３年生のみなさんも、図書館入口横に小論文対策の本などもあるの

で、活用してみてください。

成功はさみしさから生まれる。

ディズニー、ジョブズ、坂本龍

馬、酒井法子、山口百恵……世

界を変えた偉人やスターは、い

かにして精神的「飢え」を生き

る力に変えたのか。

こうすれば、記憶に残すことが

できる！毎月３０冊の読書をこ

なし、毎日４０万人に情報発

信！異色の精神科医が教える、

脳科学に裏付けられた、本当に

役立つ読書とは？

トルコ各地の史跡・旧跡・博物

館などでの見聞を紹介しながら、

トルコの通史を描く！キリスト

教・イスラム教の二大帝国が存

在したトルコの歴史的実像に迫

る！



日中戦後賠償と国際法 浅田　正彦 日本ジーンズ物語 杉山　慎策
国連広報官に学ぶ問題解決力の磨き方 植木　安弘 ◎ ファッションは魔法 山県　良和
経済のしくみがわかる「数学の話」 高橋　洋一 大人のひとり暮らし 柳沢　小実
大人になって読む経済学の教科書 江口　匡太 ◎ こどものどうぶつニット 文化出版局
日本人のためのピケティ入門 池田　信夫 羊毛フェルト基礎テクニックＢＯＯＫ 佐々木　伸子

不思議の国のＮＥＯ 斉藤　賢爾 ★ イケ麺レシピ１０３ 高橋　善郎
日本国勢図会　２０１５／１６ 矢野恒太記念会 バターなしでおいしいケーキとマフィン 吉川　文子
チームの力 西条　剛央 おくすり味噌汁１１４ 大友　育美
世論調査とは何だろうか 岩本　裕
クール・ジャパン！？ 鴻上　尚史 すてきな花冠の作り方 フローリスト編集部

うわさとは何か 松田　美佐 竜安寺石庭 細野　透
女性の職業のすべて　２０１６年版 女性の職業研究会 ★ パグゾウくんとシノブくん。 坂上　忍
私たちのしごと　 小山　博孝 日本スターバックス物語 梅本　竜夫
ありがとうを伝える旅 菅原　弓佳 警備員・セキュリティスタッフになるには 山中　伊知郎

社会福祉 直島　正樹 鉄道ものがたり 広田　尚敬
◎ ぼくの命は言葉とともにある 福島　智 中の人などいない 浅生　鴨
原発避難者の声を聞く 山本　薫子
エルと過ごした９か月 鹿目　けい子

★ 学校に通わず１２歳までに６人が大学に入ったハーディング家の子育て キッチナー・ハーディング

恋する文化人類学者 鈴木　裕之

南極観測船「宗谷」航海記 南極ＯＢ会編集委員会

偉大なる失敗 マリオ・リヴィオ

これだけ！高校数学 小島　淳子
数の世界 一松　信
どんな数にも物語がある アレックス・ベロス

平面幾何パーフェクト・マスター 鈴木　晋一
生きて動いている「有機化学」がわかる 斎藤　勝裕
太陽系探検ガイド デイヴィッド・ベイカー

授業虹の科学 西条　敏美
生命の不思議に挑んだ科学者たち 宮竹　貴久
次の大量絶滅を人類はどう超えるか アナリー・ニューイッツ

進化とは何か リチャード・ドーキンス

オオカミがいないと、なぜウサギが滅びるのか 山田　健
超ディープな深海生物学 長沼　毅

★ ナックの声が聞きたくて！ 村山　司
ムササビ 川道　武男
これだけ！ｉＰＳ細胞 夏　緑
腸をダメにする習慣、鍛える習慣 藤田　紘一郎
食物アレルギー事故の対応と予防 真鍋　穣
子宮頚がんワクチン事件 斎藤　貴男
沈みゆく大国アメリカ 堤　未果
ケアのカリスマたち 上野　千鶴子

深呼吸のまほう 森田　愛子
正しい食欲のつくり方 西邨　マユミ

きれいになるハーブ 蛯原　友里

トコトンやさしいセンサの本 山崎　弘郎
電力小売全面自由化で動き出すバイオエネルギー 井熊　均
「エネルギー自治」で地域再生！ 諸富　徹
新・東海道水の旅 浦瀬　太郎
音と振動の科学 山田　伸志
飛行機のしくみパーフェクト事典 鈴木　真二
Ｗｅｂ制作者のためのＩｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ　＆　ベクターデータの教科書 あわゆき
トコトンやさしい有機ＥＬの本 森　竜雄

4類　　数学・物理・化学・生物など

6類　　農業・畜産・商業など

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。

3類　　社会・経済・教育・法律など 5類　　技術・環境問題など

子どもの夢を本気で応援し、実現

させる教育とは？星をめざして飛

ぶんだ。そうすれば、月くらいま

では行ける。子どもの才能を開花

させることに成功した一家の、驚

きのノンフィクション。

イルカのナックが、僕の名前を

呼んでくれた――。スーパー・

ベルーガにヒトの言葉を教えた

イルカ博士の努力と友情の２０

年を描く！

第６１回青少年読書感想文コン

クール、中学校の部の指定図書。

パスタ、そば、うどん、そうめ

ん、ラーメンなど、簡単でおい

しい麺料理を紹介。〈塩レモン

にゅうめん〉がおいしそうで、

暑さで食欲がない時に作りたい

です！

テレビ、坂上忍さんブログで人

気爆発！パグゾウの超チャーミ

ングな写真と「パパさん」坂上

忍の名言で、繰るだけで楽しい

名言写真集。可愛いパグゾウの

表情に癒やされます！



アンリ・ルソー アンリ・ルソー

モルグ街の殺人 エドガー・アラン・ポー

　 オルゴールワールド タモリ
★ 白鳥のみずうみ シャルロット・ガスト

◎ ママ むろぞの　くみ

銀の匙　ＶＯＬＵＭＥ１３ 荒川　弘
ポール・ランドのデザイン思想 ポール・ランド

墨のれっすん　１ 『墨』編集部
百歳の力 篠田　桃紅
もっと撮りたくなる写真の便利帳 谷口　泉
幸せのしずく 浅井　美紀
彩りの海 鍵井　靖章

★ ナナアクヤのプラバンアクセサリー ＮａｎａＡｋｕａ
◎ 日本刀列伝
江戸文様こよみ 熊谷　博人
初心者のサックス基礎教本 河原塚　ユウジ

ラリルレ論 野田　洋次郎

◎ Ｋｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２☆明日へのコトバ 永尾　愛幸
嵐、ブレイク前夜 元「嵐」側近スタッフ一同

大泉エッセイ 大泉　洋
アイアムジャパニーズ 堀田　世紀・アントニー

マラソン・ライフを楽しもう 森村　俊介
楽しく、走る。 平井　理央
絶対に上手くなる！勝つためのソフトテニス 篠原　秀典
ことだま 「野球太郎」編集部

みるみる上達！バスケットボール基礎からマスター 陸川　章
将棋・必殺の決め手 週刊将棋
大局観 羽生　善治

超一流の雑談力 安田　正
★ 漢字力が身につく熟語練習帳 馬場　雄二

天声人語（2014／夏・秋・冬　2015／春） 朝日新聞論説委員室

ノンフィクションはこれを読め！　２０１４ 成毛　真
◎ ノベルアクト　２ 有川　浩
★ 日本文学〈墓〉全集 安堂　友子
夏目漱石、読んじゃえば？ 奥泉　光
芸人と俳人 又吉　直樹 ◎ 魔剣天翔 森　博嗣
まさかジープで来るとは せきしろ ◎ 赤緑黒白 森　博嗣
ボランティアバスで行こう！ 友井　羊 ◎ 六人の超音波科学者 森　博嗣
粗忽長屋の殺人（ひとごろし） 河合　莞爾 ◎ 捩れ屋敷の利鈍 森　博嗣
においのカゴ 石井　桃子 ◎ 朽ちる散る落ちる 森　博嗣
宇喜多の捨て嫁 木下　昌輝 ◎ 黒猫の三角 森　博嗣
花野に眠る 森谷　明子 ◎ 恋恋蓮歩の演習 森　博嗣
リバース 湊　かなえ ５分で読める！ひと駅ストーリー　冬の記憶・夏の記憶 『このミステリーがすごい！』編集部

◎ 悪食娘コンチータ 悪ノＰ ＳＴ沖ノ島伝説殺人ファイル 今野　敏
手のひらの幻獣 三崎　亜記 東京暗闇いらっしゃいませ 狗飼　恭子
十二大戦 西尾　維新 お坊さんとお茶を 真堂　樹

◎ Ｆｉｒｅ◎Ｆｌｏｗｅｒ　２ ｈａｌｙｏｓｙ ＳＴ桃太郎伝説殺人ファイル 今野　敏
◎ 吉野北高校図書委員会　３ 山本　渚 ◎ 僕たちの関ケ原戦記 小前　亮
ＳＴ為朝伝説殺人ファイル 今野　敏 ◎ 自鳴琴（オルゴール） 池田　美代子

持たざる者 金原　ひとみ ◎ アオハライド 咲坂　伊緒
◎ 響け！ユーフォニアム　短編集 武田　綾乃 妄想科学小説 赤瀬川　原平

◎ 人形式モナリザ 森　博嗣 心臓異色 中島　たい子

◎ 月は幽咽のデバイス 森　博嗣 スタートライン 喜多川　泰
◎ 夢・出逢い・魔性 森　博嗣 謎解き広報課 天祢　涼

◆探しています！！　『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

プラスチック製の板“プラバ

ン”に着色し、オーブントース

ターで焼いて縮めて作るアクセ

サリーの本。平たい簡単なもの

から、手の込んだ立体的なアク

セサリーまで、夏向きの涼しげ

なアクセサリーを多数紹介。

漢字を組み合わせて熟語を作る、

ユニークなデザインの漢字パズル

を満載。漢字の筆算「熟語の漢字

算」など、１つ１つ楽しく解いて

いるうちに、どんどん漢字力がつ

いてきます。

白鳥の姫を魔法使いの呪いから

救い出せるのは、真実の愛を

誓った王子だけ…チャイコフス

キーが作曲した、バレエの不朽

の名作『白鳥の湖』を息をのむ

ほど美しい、繊細なレース切り

絵でつむいだ、幻想的な世界。

近年、ひそかなブームの「墓マイ

ラー」に挑戦することになった著

者。知られざる文豪のエピソード

多数収録で、教科書でしか知らな

かった彼らの素顔がのそける…か

も！？

天城の６月貸出ベストの中の１冊。



◎ 銀河英雄伝説　５・６ 田中　芳樹 ◎ 娚（おとこ）の一生 西　炯子
一路　上下巻 浅田　次郎 バケモノの子 細田　守

◎ リーガルハイ　２ｎｄシーズン 古沢　良太 「ありがとう」がエンドレス 田口　ランディ

瓜ふたつ 七瀬　晶 知的生活習慣 外山　滋比古

指の骨 高橋　弘希 大きらいなやつがいる君のためのリベンジマニュアル 豊島　ミホ
いなくなった私へ 辻堂　ゆめ 夜中にミシンを踏みながら 間野　菜々江

2.43　ｓｅｃｏｎｄ　ｓｅａｓｏｎ 壁井　ユカコ 世界は終わりそうにない 角田　光代
悲しみの底で猫が教えてくれた大切なこと 滝森　古都 一〇三歳になってわかったこと 篠田　桃紅
ポポロクロニクル　上下巻 田森　庸介 地球の細道 安西　水丸
世界はゴ冗談 筒井　康隆 未来のことは未来の私にまかせよう 黒木　奈々
空色バウムクーヘン 吉野　万理子 私は真珠湾のスパイだった 吉川　猛夫

◎ 傘をもたない蟻たちは 加藤　シゲアキ 侏儒の言葉・西方の人 芥川　竜之介

君の隣に 本多　孝好 日本文学全集　２２ 池沢　夏樹
流 東山　彰良 オズの魔法使い Ｌ．Ｆ．ボウム

朝が来る 辻村　深月 アリスのままで リサ・ジェノヴァ

まったなし 畠中　恵 わたしの心のなか シャロン・Ｍ．ドレイパー

火星の話 小嶋　陽太郎 ぼく、悪い子になっちゃった！ マーガレット・ピーターソン・ハディックス

たとえ、世界に背いても 神谷　一心 忘れられた巨人 カズオ・イシグロ

ある日、アヒルバス 山本　幸久 ◎ ミス・マープル最初の事件 アガサ・クリスティ

エンジェルボール　１～４ 飛騨　俊吾 おばあちゃんは大どろぼう？！ デイヴィッド・ウォリアムズ

◎ カゲロウデイズ　２ じん（自然の敵Ｐ） ◎ キャッチャー・イン・ザ・ライ Ｊ．Ｄ．サリンジャー

地獄変・偸盗 芥川　竜之介 ジハーディストのベールをかぶった私 アンナ・エレル

ストライク・ザ・ブラッド　１３ 三雲　岳斗 おちゃわんかぞく（絵本） 林　木林
蜘蛛の糸・杜子春 芥川　竜之介 きつねのかみさま（絵本） あまん　きみこ

触法少女 ヒキタ　クニオ ★ 月夜とめがね（絵本） 小川　未明
河童・或阿呆の一生 芥川　竜之介

蒼天見ゆ 葉室　麟
女が死んでいる 貫井　徳郎
奉教人の死 芥川　竜之介

戯作三昧・一塊の土 芥川　竜之介

天空の蜂 東野　圭吾
ライアの祈り 森沢　明夫

★◎ ビオレタ 寺地　はるな

永い言い訳 西川　美和
ライオンの歌が聞こえる 東川　篤哉

★ 幽霊塔 江戸川　乱歩

アンタッチャブル 馳　星周

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

長崎の片田舎に建つ古い西洋屋

敷に、幽霊が出ると噂される複

雑なつくりの時計塔がそびえて

いた――謎につぐ謎、手に汗握

る波瀾万丈の翻案小説。宮崎駿

の渾身のカラー解説口絵で、怪

奇大ロマンへと誘う。

わたしが拾われたのは、行き場の

ないものを入れる美しい「棺桶」

を売る風変わりな店だった――人

生を自分の足で歩くことの豊かさ

をユーモラスに描き出す、心のす

きまにしみこむ温かな物語。

第四回ポプラ社小説新人賞受賞作。

月のきれいな春の夜のこと。おば

あさんが、いつものようにひとり、

針仕事をしていると…「日本のア

ンデルセン」とよばれた小川未明

の、美しい夜の物語。

高校図書委員さん達による、

『不思議で楽しい！深海生物』

です♪

芥川賞・直木賞の特集をしてい

ます。第１５３回はどの作品が

受賞するのでしょうか！？

先生のおススメ本コーナー。

『図書館NEWS』で中学校の小

田先生が紹介された本＆水野

敬也特集です☆


