
鈴木さんにも分かるネットの未来 川上　量生
ウェブはグループで進化する ポール・アダムス
ロボットは東大に入れるか 新井　紀子
ＡＩの衝撃 小林　雅一

★ ザ・プラットフォーム 尾原　和啓
授業で活用する学校図書館 稲井　達也
頭は「本の読み方」で磨かれる 茂木　健一郎

◎ 〈狐〉が選んだ入門書 山村　修
読書感想文を楽しもう 若林　千鶴

◎ 東大クイズ研世界一のクイズ 東京大学クイズ研究会

こんなときのどうする絵辞典 ニシワキ　タダシ
おかんメール　４ 『おかんメール』制作委員会

池上彰に聞くどうなってるの？ニッポンの新聞 池上　彰
ジャパンタイムズ社説集　２０１４年下半期 ジャパンタイムズ

◎ 入門！論理学 野矢　茂樹
◎ 日本哲学原論序説 桧垣　立哉
論語くん 三谷　幸広
ロジ・コミックス アポストロス・ドクシアディス

アルフレッド・アドラー人生に革命が起きる１００の言葉 小倉　広
意味による癒し Ｖ．Ｅ．フランクル

ノンフィクション作家だってお化けは怖い 工藤　美代子
◎ ザ・マスター・キー チャールズ・Ｆ．ハアネル

３秒でズバリと性格がわかる！顔パーツ占い 渡辺　孝行
マンガで覚える図解手相占いの基本 田口　詠士
ダントツになりたいなら、「たったひとつの確実な技術」を教えよう エリック・ベルトランド・ラーセン

女子高生サヤカが学んだ「１万人に１人」の勉強法 美達　大和
チャンスの神様と出会う方法 村川　智博
自分再起動 クリス・ギレボー
あなたが人生でやっておくべき、たった１つのこと さとう　みつろう
人生の指針が見つかる「座右の銘」１３００ 別冊宝島編集部
ぼくたちに、もうモノは必要ない。 佐々木　典士

◎ 一流の人に学ぶ自分の磨き方 スティーブ・シーボルド

◎ 働き方 稲盛　和夫 山本美香という生き方 山本　美香
◎ 感動の条件 永松　茂久 大切な人と行きたい妄想絶景 いろは出版
◎ 自分を育てるのは自分 東井　義雄 現代ヒマラヤ登攀史 池田　常道
◎ 青年の大成 安岡　正篤
◎ 引き寄せの法則 ウィリアム・ウォーカー・アトキンソン パレスチナ戦火の中の子どもたち 古居　みずえ
◎ 「原因」と「結果」の法則 ジェームズ・アレン ◎ ＪＡＰＡＮ　ＣＬＡＳＳ ジャパンクラス編集部

◎ 第８の習慣 スティーブン・Ｒ．コヴィー ローマ法王に米を食べさせた男 高野　誠鮮
◎ 図解ユダヤ人大富豪の教え 本田　健 戦争するってどんなこと？ Ｃ．ダグラス・ラミス

◎ マーフィー眠りながら成功する　上下巻 Ｊ．マーフィー うさぎのヤスヒコ、憲法と出会う 西原　博史
★ そういえば、いつも目の前のことだけやってきた 平田　静子 名作裁判あの犯人をどう裁く？ 森　炎
一流になる男、その他大勢で終わる男 永松　茂久 ◎ 経済学的思考のセンス 大竹　文雄
魅力的すぎる世界の神々と神話 水島　朱音 まんがでわかるピケティの「２１世紀の資本」 小山　鹿梨子
いま、「靖国」を問う意味 田中　伸尚 日本の地価が３分の１になる！ 三浦　展
寺院消滅 鵜飼　秀徳 ◎ 日本でいちばん大切にしたい会社 坂本　光司

◎ やりたいことをやれ 本田　宗一郎
われら世界史スーパースター レグ・グラント 友だちリクエストの返事が来ない午後 小田嶋　隆
〈至急〉塩を止められて困っています〈信玄〉 スエヒロ 「説得力」を強くする 藤沢　晃治
いしぶみ 広島テレビ放送 軍艦島の生活〈１９５２／１９７０〉 西山夘三記念すまい・まちづくり文庫

★ 日米の教科書当時の新聞でくらべる太平洋戦争 出版企画開発室 大学で大人気の先生が語る〈恋愛〉と〈結婚〉の人間学 佐藤　剛史
日本のいちばん長い日 半藤　一利 約束 水谷　修
英語対訳で読む日本の歴史 中西　康裕 下流老人 藤田　孝典
ガイアの夜明け挑む１００人 テレビ東京報道局 老後破産 ＮＨＫスペシャル取材班

戦争をしない国 矢部　宏治 目の見えない人は世界をどう見ているのか 伊藤　亜紗
スーパーパティシエ辻口博啓 輔老　心 光と音のない世界で 池田　まき子
新しい人生のつくり方 木下　威征 貧困の中の子ども 下野新聞子どもの希望取材班

オトことば。 乙武　洋匡 思い出をレスキューせよ！ 堀米　薫
夢をあきらめない 田島　隆宏 教育という病 内田　良

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

2類　　歴史・伝記・地理など

１類　　哲学・宗教・心理学など

3類　　社会・経済・教育・法律など

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
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約380冊入荷

（7/1～8/31入荷分）

東雲祭お疲れ様でした♪天気も大きく崩れることなく、無事に終えて良

かったです。

だんだんと空気も澄んできて、秋の気配があちらこちらに漂ってきてい

ますね。勉強や運動に取り組みやすい季節ですが、読書もおすすめです

よ。読書の秋に向けて、ぜひ新着本をチェックしてみてください☆

アップル、グーグル、フェイス

ブック…今や国家や社会の基盤

に成長した巨大ＩＴ企業を動か

す基本原理とは何か？わかりや

すい語り口に定評のある著者が、

「共通価値」をキーワードに

ネットサービスを根本から解説。

さまざまな「太平洋戦争」の局

面において、当時の「朝日新

聞」と「ニューヨークタイム

ズ」、現在の日本とアメリカの

教育現場で実際に使われている

「歴史教科書」や「資料」の具

体的な記述を紹介し、解説する。

普通のＯＬから、編集長、そし

てフジサンケイグループの女性

取締役に。結婚も仕事も子育て

も全部あきらめない！男性社会

と戦わずに、自分らしく輝くた

めに。

直木賞 芥川賞



◎ すばらしきかな、教師人生 和田　慎市 家事で脳トレ６５ 加藤　俊徳
事例で学ぶ学校の安全と事故防止 添田　久美子 頭が良くなる食生活 片野　学

◎ 反転授業が変える教育の未来 芝池　宗克 ◎ 飲んではいけない飲みもの飲んでもいい飲みもの 渡辺　雄二
◎ 学校で学びたい日本の偉人 貝塚　茂樹 好きになる栄養学 麻見　直美

学年ビリのギャルが１年で偏差値を４０上げて慶応大学に現役合格した話 坪田　信貴 加工食品の危険度調べました 渡辺　雄二
大学図鑑！　２０１６ オバタ　カズユキ

東大習慣力 籾木　泰久 きく・しる・つなぐ 伊藤　三男
大学入試カンザキメソッドで決める！志望理由書のルール　理系編／文系編 神崎　史彦 世界遺産姫路城を鉄骨でつつむ。 文芸春秋
現役国立大学准教授がそっと教えるＡＯ・推薦入試　面接・小論文対策の極意 板橋　江利也 自動車整備士になるには 広田　民郎
大学生活を極める５５のヒント 板野　博行 みんな知りたい！ドクターイエローのひみつ 飯田　守
ぼくたちの外国語学部 黒田　竜之助 ＳＮＳって面白いの？ 草野　真一
大学ランキング　２０１６年版 スパコンを知る 岩下　武史

★ 海外留学は人生を変える 一橋大学 チャンスをつかむ男の服の習慣 政近　準子
◎ 今さら聞けない！特別支援教育Ｑ＆Ａ 青山　新吾 掃除・洗濯・料理家事のルールとコツ２８５ 講談社
◎ 発達障害の子のコミュニケーション・トレーニング 有光　興記 ゆかたの着付けと帯結び 大竹　恵理子
◎ 自閉症スペクトラムの子どものソーシャルスキルを育てるゲームと遊び レイチェル・バレケット ザ・ワンピース 篠原　ともえ
◎ 家庭で無理なく楽しくできるコミュニケーション課題３０ 井上　雅彦 ｆｌｏｒａ 多田　明日香

発達障がい児が普通級に入れた！医師も認めた！ぶっちぎりですごい！！ 内藤　真礼生 お家でいただく、ごちそうかき氷 石附　浩太郎
◎ 子どもはみんな問題児。 中川　李枝子 県民ごはん、作ってみました！　１・２ もぐら
教科別ニガテ解消の合格術 ＮＨＫ『テストの花道』制作チーム ★ 缶たん料理１００ 黒川　勇人
気づいてますか？子どものＳＯＳサイン 福谷　徹 英語で作るすし 成瀬　すみれ
追いつめる親 おおた　としまさ 寿司ネタ手帖
英国一家、フランスを食べる マイケル・ブース ニューヨークレシピブック 坂田　阿希子
にっぽんのおにぎり 白央　篤司
マンガと絵でみる日本のしきたり便利帳 高田　真弓 超インフラ論 藤井　聡
きほんのラッピング便利帳 包むファクトリー 遺伝子組換えは農業に何をもたらすか 椎名　隆
岡山の妖怪事典　鬼・天狗・河童編 木下　浩 上野公園へ行こう 浦井　正明

ハムさま 久井　めぐみ
奇人・変人・大天才　紀元前から１９世紀／１９世紀・２０世紀 マイク・ゴールドスミス ★ しいたけブラザーズ 藤本　美郷
理科年表　平成２７年 国立天文台 まだある。　駄菓子編 初見　健一
ホワット・イフ？ ランドール・マンロー ジェーン・スー相談は踊る ＴＢＳラジオ「ジェーン・スー相談は踊る」

空想科学読本　１６ 柳田　理科雄
文系の壁 養老　孟司
理系のための研究ルールガイド 坪田　一男
ヒラノ教授の論文必勝法 今野　浩
数学ロングトレイル「大学への数学」に挑戦 山下　光雄
数に強くなろう ピーター・フランクル

これだけ！統計解析 今里　健一郎
確率を攻略する 小島　寛之
少しかしこくなれる単位の話
２時間でおさらいできる物理 左巻　健男

◎ ファインマン物理学　１ ファインマン
量子革命 マンジット・クマール

アインシュタインと相対性理論 Ｊｅｒｏｍｅ　Ｐｏｈｌｅｎ

マンガでわかる超ひも理論 荒舩　良孝
トロウ化学入門 ＮＩＶＡＬＤＯ　ＴＲＯ

分子レベルで見た触媒の働き 松本　吉泰
化学者たちの感動の瞬間 有機合成化学協会

新・天文学入門 嶺重　慎
夜空と星の物語

◎ これならわかる！科学の基礎のキソ　地球 杵島　正洋
これならわかる！科学の基礎のキソ　気象 田代　大輔
インサイド・ザ・ストーン 山田　英春
京都大学人気講義サイエンスの発想法 上杉　志成
生物学の「ウソ」と「ホント」 池田　清彦
いのちの不思議を考えよう 朝日新聞出版
花と葉で見わける野草 近田　文弘

★ 世界で一番美しい海のいきもの図鑑 吉野　雄輔
青い生きもの図鑑 小宮　輝之
黄色い生きもの図鑑 小宮　輝之
赤い生きもの図鑑 小宮　輝之
白い生きもの図鑑 小宮　輝之
くらげる 平山　ヒロフミ
カブトガニの謎 惣路　紀通
きらめく甲虫 丸山　宗利
頑張らなければ、病気は治る 樺沢　紫苑
在宅ホスピスノート 徳永　進
患者さんに伝えたい医師の本心 高本　真一
ＡＢＯ血液型がわかる科学 山本　文一郎
完治 ナターリア・ホルト

エボラ出血熱とエマージングウイルス 山内　一也
医者になりたい君へ 須磨　久善
医師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

看護師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

◎ なぜ、一流の人は「疲れ」を翌日に持ち越さないのか 裴　英洙
「苦しい」が「楽しい」に変わる本 樺沢　紫苑
脳からストレスを消す技術 有田　秀穂
なぜ、「これ」は健康にいいのか？ 小林　弘幸
感じる力をとり戻しココロとカラダをシュッとさせる方法 藤本　靖

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

3類　　社会・経済・教育・法律など 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。

ハッとするような美しい色をし

た魚や、この世のものとは思え

ない不思議な姿形をした生き物

など、生命の神秘や一瞬の輝き

を捉えた厳選写真３７５点を収

載。多種多様な命に満ちた豊饒

なる海の世界を堪能できるビ

ジュアルブック。

ひと手間加えるだけで激ウマ。

缶詰博士厳選１００缶、缶詰レ

シピ！おつまみだけじゃない

ゾ！ガッツリおかず、主食も。

缶詰を２度楽しめる時短レシピ

が満載！

「オヤジの夢を叶えるのは俺ら

しかいない！」突然父が身体を

壊し、故郷に舞い戻った兄弟た

ちはどん底からの経営再建を目

指すのだが―。“しいたけブラ

ザーズ”の心震わすノンフィク

ション。

海外留学は、人生を変えるほど

のインパクトがある。いったい

何がすごいのか、どんな力がつ

くのか。経験者の証言、インタ

ビューで留学の魅力を伝える。

これから留学する人には心構え

が身につく。



◎ 今日の芸術 岡本　太郎
まるごと日本の世界遺産 増田　明代
英語対訳で読む日本の世界遺産 ブルーガイド編集部

僕はウォーホル キャサリン・イングラム

僕はポロック キャサリン・イングラム

◎ イメージを読む 若桑　みどり
河原修平の世界 倉敷ぶんか倶楽部

僕はダリ キャサリン・イングラム

僕はベーコン キティ・ハウザー
かっこいい犬。もっちーパーフェクトＢＯＯＫ！ もっちー
楳図かずお論 高橋　明彦
ポーズ集「刀男子」 中川　浩行
暮らしを楽しむシーン別かわいいイラストと配色のアイデアブック Ｉｇｌｏｏ＊ｄｉｎｉｎｇ＊

銀の匙　ＶＯＬＵＭＥ７・８ 荒川　弘
漫画家、映画を語る。 島田　一志
ひとりぼっちを笑うな 蛭子　能収
〈自助論〉ワンピースな生き方。 青木　竜馬
かわいいハンドメイド素材集 ｉｎｇｅｃｔａｒ‐ｅ
流れ星 「流れ星」編集部
カピバラ　２ 渡辺　克仁

★ おゆまるでスイーツデコ 関口　真優
最新型世界一よく飛ぶ折り紙ヒコーキ 戸田　拓夫
ゲーム・アニメ・ラノベ好きのための「刀」大事典 レッカ社

◎ 色の秘密 野村　順一
吹奏楽部員のための楽典がわかる本 広瀬　勇人
観劇女子オペラちゃん 佐藤　ちまき
花燃ゆ　後編
耳をすませば スタジオジブリ
紅の豚 スタジオジブリ
借りぐらしのアリエッティ スタジオジブリ
もののけ姫 スタジオジブリ
チャップリンとヒトラー 大野　裕之
細田守の世界 氷川　竜介
ＭＹ　ＮＡＭＥ　ＩＳ…ＲＩＮＫＡ 梨花
いちばんくわしいスポーツマッサージ＆テーピング 増田　雄一
修造本気塾 松岡　修造

★◎ 魔法をかける 原　晋
クリスティアーノ・ロナウドの「心と体をどう磨く？」 ルイス・ミゲル・ペレイラ

聖の青春 大崎　善生

なぜ、あの人の「主張」だけ通るのか？ 太田　竜樹
東大生が書いた議論する力を鍛えるディスカッションノート 吉田　雅裕
子どもの頭がグンと良くなる！国語の力 出口　汪

◎ ロシア資料による日本語研究 江口　泰生
朝日キーワード　２０１６ 朝日新聞出版
朝日キーワード就職　２０１６ 朝日新聞出版
モノの数え方えほん 町田　健
大学入試小論文の完全ネタ本　＜社会科学系＞編 神崎　史彦
大学入試小論文の完全ネタ本　＜医歯薬系／看護・医療系＞編 神崎　史彦 遠野物語拾遺ｒｅｔｏｌｄ 京極　夏彦
大学入試小論文の完全攻略本 神崎　史彦 幽霊なんて怖くない 山本　弘
大学入試小論文の完全ネタ本　＜人文・教育系＞編 神崎　史彦 ◎ 長いお別れ 中島　京子
ソンする小論文トクする小論文 上田　ひでみ いっしょにアんべ！ 高森　美由紀
本番で勝つ！樋口裕一の小論文 樋口　裕一 ★ 君の膵臓をたべたい 住野　よる
ワークで覚える小論文頻出テーマジャンル別キーワード９３ 近藤　千洋 ヒトリコ 額賀　澪
合格する小論文技術習得講義 牛山　恭範 アノニマス・コール 薬丸　岳
何を書いていいかわからない人のための作文の書き方 加藤　実 負けるもんか 阿川　佐和子
書くための基本語ズバリ２００ 山下　杉雄 ロック・オブ・モーゼス 花村　万月

◎ これが九州方言の底力！ 九州方言研究会 ちょうかい 仁木　英之
中国語で伝えたい自分のこと日本のこと 及川　淳子 行人 夏目　漱石
ＡＬＬ　ＩＮ　ＯＮＥ　Ｒｅ‐Ｓｔａｒｔ 高山　英士 三四郎 夏目　漱石

★ 英会話ぴったりフレーズ３０００ ジャパンタイムズ それから 夏目　漱石
時事英語入門 出雲　博樹 潮騒 三島　由紀夫
本気で学ぶ中・上級イタリア語 本多　孝昭 烏に単は似合わない 阿部　智里

火花 又吉　直樹
はじめての文学講義 中村　邦生 短編工場 集英社文庫編集部

教科書で出会った名詩一〇〇 石原　千秋 その日東京駅五時二十五分発 西川　美和
★ 教科書では教えてくれない日本文学のススメ 関根　尚 未来いそっぷ 星　新一
芥川賞の謎を解く 鵜飼　哲夫 ブラックミステリーズ 安田　均
ぼくの短歌ノート 穂村　弘 ◎ 銀河英雄伝説　７～１０ 田中　芳樹
よみたい万葉集 村田　右富実 流れる 幸田　文
五月女ケイ子のレッツ！！古事記 五月女　ケイ子 注文の多い料理店 宮沢　賢治
「悩み部」の結成と、その結末。 麻希　一樹 １００万分の１回のねこ 江国　香織

◎ カゲロウデイズ　３～６ じん（自然の敵Ｐ） トンネルの森１９４５ 角野　栄子
屋上のウインドノーツ 額賀　澪 人魚ノ肉 木下　昌輝
占い屋敷の夏休み 西村　友里 表参道・リドルデンタルクリニック 七尾　与史
空へ いとう　みく 昨日の海は 近藤　史恵
夏美のホタル 森沢　明夫 旅のラゴス 筒井　康隆
ジャイロスコープ 伊坂　幸太郎 奇縁七景 乾　ルカ
ちょっと今から仕事やめてくる 北川　恵海 劉邦　上中下巻 宮城谷　昌光

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

9類　　文学論・小説

８０℃のお湯でとろっと柔らかく

なる不思議な粘土「おゆまる」。

温めて、成形して、冷ますだけ。

何度でもやり直せるから失敗知ら

ず。粘土と組み合わせれば、パ

フェやロールケーキなど、ゴー

ジャスなスイーツも作れちゃう。

奇跡なんかじゃない！勝つべくし

て勝ったんだ。弱小・青山学院大

学陸上競技部を率いて１１年、監

督は学生たちに何を語り、どう魔

法をかけたのか。叩き上げの営業

マンが指導者として栄光を手にす

るまでの笑いと涙の全記録。

ごく簡単な日常表現にかぎって、

どう英語に直していいか見当がつ

かなかったり、和英辞典を引いて

も、しっくりくる表現が出ていな

かったり。プライベートも仕事も、

生活をまるごと英語にする３００

０例文を収録。

楽しく読んで教養が身につくコ

ミック。「夏目漱石は自分の間違

いを認めない」「森鴎外は元祖キ

ラキラネームの名付け親」など、

文豪のトンデモ話が盛りだくさん。

ちょっとためになって、だいぶ笑

える日本文学コミック決定版！



掲載禁止 長江　俊和 紙の動物園 ケン・リュウ
晴れたらいいね 藤岡　陽子 神々と戦士たち　１ ミシェル・ペイヴァー

この国の空 高井　有一 賢者の贈りもの Ｏ．ヘンリー
エイジハラスメント 内館　牧子 サーティーナイン・クルーズ　１１～２０ 小浜　杳
探偵の探偵　４ 松岡　圭祐 ◎ オリンポスの神々と７人の英雄　４ リック・リオーダン

水族館ガール　２ 木宮　条太郎 ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ
勁草 黒川　博行 マンガで読む絶望名人カフカの人生論 平松　昭子
なりたい 畠中　恵 ★ 国を救った数学少女 ヨナス・ヨナソン
カレイドスコープの箱庭 海堂　尊 オクサ・ポロック　６ アンヌ・プリショタ

天空の救命室 福田　和代 ビジードッグ（絵本） リサ・ラーソン
私たちは塩を減らそう 前田　司郎 ハテナはかせのへんてこいきものずかん（絵本） ザ・キャビンカンパニー

春や春 森谷　明子
神さまのいる書店 三萩　せんや

◎ ラブオールプレー 小瀬木　麻美
花燃ゆ　３ 大島　里美
姫神 安部　竜太郎

★ スクラップ・アンド・ビルド 羽田　圭介
スカラムーシュ・ムーン 海堂　尊
あの家に暮らす四人の女 三浦　しをん
王とサーカス 米沢　穂信
千年鬼 西条　奈加
エル・シオン 香月　日輪
アンフェアな国 秦　建日子

★ 金魚姫 荻原　浩
小説土佐堀川 古川　智映子
武士道ジェネレーション 誉田　哲也
富士山噴火 高嶋　哲夫
がらくた屋と月の夜話 谷　瑞恵
記憶破断者 小林　泰三
まれ　下巻 篠崎　絵里子
本日もいとをかし！！枕草子 小迎　裕美子
受け入れない 園　子温
村上さんのところ 村上　春樹
負けない力 橋本　治
サリンジャーに、マティーニを教わった 金原　瑞人
ニッポン旅みやげ 池内　紀
人生はあはれなり…紫式部日記 小迎　裕美子
みんなの戦争証言 みんなの戦争証言アーカイブス

日本文学全集　２ 池沢　夏樹
新編日本古典文学全集　３４ 橘　健二

9類　　文学論・小説9類　　文学論・小説
予約＆リクエストはいつでも受け付けています♪♪

今月の展示

ション。

高校図書委員さん達による、

７月の展示は『ひんやりグル

メ』でした♪

中学校２年生がサマチャレ理科

で、化学の偉人についてプレゼ

ンを行いました。インターネッ

トや図書室の資料を使って、ポ

スターやパワーポイント、リー

フレットなど各班でとても工夫

がこらされています♪

東雲祭で好評だった『イ

ケメン作家選手権』＆

『書名しりとり』は図書

室横の掲示板で継続中♪

どんどん参加してくださ

いね！

偶然、僕が拾った1冊の文庫本。

それはクラスメイトである、山内

桜良が綴った、秘密の日記帳だっ

た―。読めばタイトルの意味がわ

かる、泣ける本。デビュー作。

「早う死にたか」。死を願う祖父

と無職の孫との介護的生活。衰え

行く生の隣で移り変わる青年の心

と二人の距離感をユーモラスに描

く。第１５３回芥川賞受賞作。

勤め先はブラック企業、うつうつ

と暮らしていた潤。日曜の夕刻、

近所の夏祭りで目に留まった金魚

を持ち帰ったら、部屋に妖しい美

女が現れて…！？金魚の化身に戸

惑う潤。だがそれ以来、商談が成

立するようになり…。

わけあって原子力発電所の掃除婦

として働く天才数学少女のノンベ

コは、余った爆弾をたまたま手に

入れてしまい、てんやわんやの大

騒動！『窓から逃げた１００歳老

人』に続く、メガトン級コメディ

第２弾。

高校１年生を対象に、プロフェッ

ショナルを招いての講義がありまし

た。それぞれの先生方からの推薦図

書を展示しているので、ぜひ手に

取ってみてくださいね☆


