
Ｃ＃エンジニア養成読本 岩永　信之
人工知能は人間を超えるか 松尾　豊

◎ 子どもと本 松岡　享子
爆笑テストの珍解答５００連発！！　Ｖｏｌ．１０

新聞社・出版社で働く人たち 山下　久猛
★ 東照宮御祭礼と岡山城下のひとびと 上下巻 神原　邦男

心をみがくことば論語 八木　章好
★ ポジティブ・チェンジ ＤａｉＧｏ

いつも余裕で結果を出す人の複線思考術 斎藤　孝
◎ 考える練習をしよう マリリン・バーンズ

自分では気づかない、ココロの盲点 池谷 裕二
★ 好奇心を“天職”に変える空想教室 植松　努
◎ その幸運は偶然ではないんです！ Ｊ．Ｄ．クランボルツ

人生を面白くする本物の教養 出口　治明
まんがでわかる７つの習慣Ｐｌｕｓ 小山　鹿梨子

それでも人生にＹＥＳを 富樫　康明
◎ メンタルが強い人がやめた１３の習慣 エイミー・モーリン

神に仕える皇女たち 原　槙子

１９４５←２０１５ 室田　元美
歴史に輝くお姫様大図鑑 ブレインナビ

歴史に輝くなでしこ大図鑑 ウェッジホールディングス

マンガで読む真田三代 すずき　孔
真田信繁 平山　優
広岡浅子のすべて
考え方ひとつで人生は変わる 稲盛　和夫
運は創るもの 似鳥　昭雄
奇界紀行 佐藤　健寿

★ 秘島図鑑 清水　浩史

市役所で働く人たち 谷　隆一
１４歳からの戦争のリアル 雨宮　処凛
経済のニュースが面白いほどスッキリわかる本 村中　和之
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新しい本

約200冊入荷

（1/1～1/27入荷分）

１月に第１５４回芥川賞・直木賞がそれぞれ発

表されました。芥川賞は２作品受賞しています。

３冊とも図書室にありますよ☆

それから２０１６年の本屋大賞もノミネート作

品が発表され、図書室で展示しています。どの

作品も人気なので、読みたい本があれば、ぜひ

予約してくださいね♪

岡山の高校図書館プレゼンツ『でーれーＢＯＯ

ＫＳ２０１６』も大賞が決定したので、ＰＯＰ

ができ次第、展示するのでお楽しみに！

たった５週間で人生を変える！

７つのメンタリズムで、あなた

は激変する！人の心を操るメン

タリストＤａｉＧｏが自ら実践

した、誰でも簡単になりたい自

分に生まれ変わる、究極の心理

法則を解説。

岡山東照宮の祭礼絵巻をオールカ

ラーで掲載。絵巻は、『庭訓往

来』の諸国の産物を売り歩く商人

に仮装した岡山城下６２町の町方

の祭礼練物（踟物）行列。江戸時

代元文４年（１７３９年）の岡山

東照宮祭礼を描いている。

小さな町工場から自家製ロケット

を打ち上げ、宇宙開発の常識を逆

転。日本一の空想経営者が見つけ

た“どんな夢も実現させる方法”

ＴＥＤＸで話題沸騰！１５０万人

の魂を震わせた感動スピーチ。

多くの歴史ファン、戦国ファンを

魅了してきた真田三代。本書では

マンガ家・すずき孔氏が、大河ド

ラマ「真田丸」の時代考証を担当

する歴史研究家・平山優氏監修の

もと、戦国時代の真田氏とその周

辺の人物について、政治史、戦乱

史などを交えながら詳解。

芥川賞 直木賞



アメリカの高校生が学ぶ経済学 ゲーリーＥ．グレイトン あっ！妄想グルメだ！ いとう　りえこ

★ ２１世紀の不平等 アンソニー・Ｂ．アトキンソン 西原理恵子と枝元なほみのおかん飯 西原　理恵子

データでみる県勢　２０１６ 矢野恒太記念会 はなちゃん１２歳の台所 安武　はな
女子高生と学ぶ稲盛哲学 高　巌 部屋は自分の心を映す鏡でした。 伊藤　勇司
創造的脱力 若新　雄純 ひとり暮らしでもカンタン！１分片づけ術 すはら　ひろこ

年金のことならこの１冊 原　智徳
会社のしごと　４～６ 松井　大助
日曜日のハローワーク 小田　豊二
ＲＯＯＫＩＥ　ＹＥＡＲＢＯＯＫ　１ タヴィ・ゲヴィンソン

漫画で学ぶサイバー犯罪から身を守る３０の知恵 ラック　サイバー・グリッド・ジャパン

７２時間生きぬくための１０１の方法 夏　緑
ユニバーサルデザイン　第２期全３巻 神保　哲生
介護福祉士になるには 渡辺　裕美

◎ 素質と思考の「脳科学」で子どもは伸びる 林　成之
空見上げて 小川　洋
３０日で効果ばつぐん！「勉強ができるぼく」のつくりかた 清水　章弘

◎ もっとわかる授業を！ 鏑木　良夫
ＩＣＴを活用した新しい学校教育 原田　恵理子

◎ 反転学習 ジョナサン・バーグマン

タブレット教材の作り方とクラス内反転学習 赤堀　侃司
◎ 実話をもとにした道徳ノンフィクション資料 永田　繁雄
★ １８歳からの選挙Ｑ＆Ａ 全国民主主義教育研究会

妖怪の宴妖怪の匣 京極　夏彦

科学は、どこまで進化しているか 池内　了
数学ロングトレイル「大学への数学」に挑戦　関数編 山下　光雄
中学理科の物理学 福地　孝宏

★ 物理学は歴史をどう変えてきたか アン・ルーニー

力の事典 大井　喜久夫

実験でわかる中学理科の化学 福地　孝宏
Ｗｈｙ？宇宙のなぜ イ　グワンウン

ガリレオ裁判 田中　一郎
Ｗｈｙ？地球のなぜ イ　グワンウン

観察でわかる中学理科の地学 福地　孝宏
水の総合学習　全４巻 七尾　純
中学理科の生物学 福地　孝宏
Ｗｈｙ？動物のなぜ イ　グワンウン

Ｗｈｙ？有毒生物のなぜ チョン　スウン

世界の不思議な毒をもつ生き物 マーク・シッダール

不思議で美しい貝の図鑑 ポール・スタロスタ

Ｗｈｙ？昆虫のなぜ イ　グワンウン

Ｗｈｙ？人体のなぜ ホ　スンボン

免疫が挑むがんと難病 岸本　忠三
１０代の脳 フランシス・ジェンセン

ストレスのコントロール スーザン　Ｒ．グレッグソン

★ 瞑想を始める人の小さな本 パトリツィア・コラード

食の総合学習　全４巻 七尾　純

データでわかる世界と日本のエネルギー大転換 レスター・Ｒ．ブラウン

工場で働く人たち 松井　大助
ダム・浄水場・下水処理場で働く人たち 山下　久猛
鉄道デザインの心 水戸岡　鋭治

ケーキ屋さん・カフェで働く人たち 籏智　優子
３６５日のプチプラコーデ のりこ
すごい家事 松橋　周太呂

主夫になってはじめてわかった主婦のこと 中村　シュフ

★ みのたけ製菓のアイスボックスクッキー みのたけ製菓

3類　　社会・経済・教育・法律など 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。

4類　　数学・物理・化学・生物など

5類　　技術・環境問題など

本書は物理学の発展を、古代ギリ

シャの自然哲学から最先端の量子

力学の実験まで、２５０点を超え

る豊富で貴重な図版を駆使してた

どっていく。そして物理学が人類

に何をもたらしてきたか、その原

点を見つめ直す。

マインドフルネスはストレスを

解消し、心おだやかに今を味わ

うためのとても簡単な方法です。

この小さな本では、瞑想法や呼

吸法など、マインドフルネスの

メソッドに基づいた５分～１０

分のエクササイズを３０種類以

上紹介しています。

日米で大ベストセラー！知識ゼ

ロからでも身につく、「経済学

の入門書」。難しい「経済学」

を、身近な話題で取り上げ、実

践的かつ平易に解説。

『みのたけ製菓のアイスボックス

クッキー』 みのたけ製菓

切っても切ってもかわいい絵が出て

くる「アイスボックスクッキー」。

天然の食材で色付けをしたやさしい

クッキーの作り方を公開！

見るのも、作るのも楽しくて、バレ

ンタインにもいかがですか？

教育現場に求められる主権者教育

とは？政治的中立とは？高校生も

選挙運動をしてもいいの？メリッ

ト・デメリットは？未成年者が選

挙権を行使するために必要なこと

に答えます！



牧場・農場で働く人たち 大浦　佳代
★ 苔三昧 大石　善隆
　 ごみを拾う犬もも子 中野　英明

百貨店・ショッピングセンターで働く人たち 浅野　恵子
美容室・理容室・サロンで働く人たち 津留　有希
東京鉄道遺産１００選 内田　宗治
ホテルで働く人たち 中村　正人
遊園地・テーマパークで働く人たち 橋口　佐紀子

かわいい仏像たのしい地獄絵 須藤　弘敏
絵はすぐに上手くならない 成富　ミヲリ

★ 大人かわいい初めての切り絵 朝弘　華代
おとぎの国のメメントモリ しりあがり　寿

ＳＡＩ×Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐで描く背景イラストテクニック ｇａｒｎｅｔ
★ うさぎ島 福田　幸広

ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ　ＬＩＦＥ ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ　ＣＡＬＥＮＤＡＲ

「色」の大研究　全４巻 日本色彩研究所

学校放送劇舞台劇脚本集 平野　直
真田丸　前編
Ｗｈｙ？スポーツのなぜ チョ　ヨンソン
スタジアム・ホール・シネマコンプレックスで働く人たち 山中　伊知郎
フツーの会社員だった僕が、青山学院大学を箱根駅伝優勝に導いた４７の言葉 原　晋
生存教室 内田　樹

話す力・聞く力がつく発表レッスン　全４巻 梅沢　実
聞く力、話す力 松原　耕二
刀と日本語 調所　一郎
朝日キーワード　２０１７ 朝日新聞出版

出口汪の「最強！」の書く技術 出口　汪
★ きょうも箸袋でラブレター 歌代子
★ ときめくフレーズ、きらめくシネマ 戸田　奈津子

◎ 鉄緑会東大英単語熟語鉄壁 鉄緑会英語科

天声人語　２０１５秋 朝日新聞論説委員室

感情類語辞典 アンジェラ・アッカーマン

詩の寺子屋 和合　亮一
時間ＳＦの文法 浅見　克彦
このミステリーがすごい！　２０１６年版 『このミステリーがすごい！』編集部

◎ ＳＦまで１０万光年以上 水玉　蛍之丞

落語三昧！ 柳亭　市馬
臆病な僕でも勇者になれた七つの教え 旺季　志ずか

★ 戦場のコックたち 深緑　野分
いつかの人質 芦沢　央
鳩の撃退法　上下巻 佐藤　正午
殺人鬼の献立表 あさの　あつこ

炎の塔 五十嵐　貴久

鉢かづき 青山　七恵
はまぐりの草紙 橋本　治
色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 村上　春樹

◎ ハイ☆スピード！　１・２ おおじ　こいじ

★ ストーリー・セラー 有川　浩
空想オルガン 初野　晴
初恋ソムリエ 初野　晴
退出ゲーム 初野　晴
悲亡伝 西尾　維新
クラウド・ナイン 服部　真澄
愛のようだ 長嶋　有

9類　　文学論・小説

◆図書館外のホワイトボードに、最近読んだ本の感想を書いてね♪

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

季節の花やイベント、そして「シ

ンデレラ」「白雪姫」などの童話

をモチーフにした切り絵を紹介。

初心者でも分かりやすく、プロセ

スを紹介します。切り絵のカード

などの作品を、インテリアに取り

入れるアイデアも満載の１冊。

瀬戸内海に浮かぶ周囲約４キロの

小さな「うさぎ島」（広島県竹原

市大久野島）。約７００匹の野性

のうさぎが暮らすこの島は、現在、

うさぎファンの聖地となり、国内

外から年間１０万人以上が訪れる。

うさぎファン必携の写真集。

凛としたウマスギゴケ、ふさふさ

のヒノキゴケ、透き通るようなコ

ツボゴケ…。大自然が凝縮された

「お寺の庭」は、知られざるコケ

の宝庫だ。全国７０ものコケ庭と

ともに、約４０種のコケたちの個

性ゆたかな素顔を紹介。

妻の病名は、致死性脳劣化症候群。

複雑な思考をすればするほど脳が

劣化し、やがて死に至る不治の病。

生きたければ、作家という仕事を

辞めるしかない。妻は小説を書か

ない人生を選べるのか。極限に追

い詰められた夫婦を描く、心震え

るストーリー。

通訳もこなす字幕翻訳者・戸田

奈津子が１００本の映画から、

小粋なセリフを紹介します。映

画だから学べる英語独特の表現

まで丁寧に解説。

ＮＨＫの人気番組で紹介され、５０

代夫婦による箸袋を使ったユニーク

なコミュニケーションと幸せの作り

方を大公開。妻（著者）が毎日手作

りするイラスト＆メッセージ付きの

箸袋での会話のやりとり１枚１枚に、

たくさんの感動的なドラマと笑顔を

つくるヒントが詰まっています。



シロガラス　４ 佐藤　多佳子 たましいのふたりごと 川上　未映子

モナドの領域 筒井　康隆 ◎ まにまに 西　加奈子
★ ブラック・ヴィーナス 城山　真一 おとなになるってどんなこと？ 吉本　ばなな

決戦！本能寺 伊東　潤 ◎ スピンクの壷 町田　康
ジェームズ・ボンドは来ない 松岡　圭祐 ★ うちの子になりなよ 古泉　智浩
残り全部バケーション 伊坂　幸太郎 日本文学全集　３ 池沢　夏樹
都会（まち）のトム＆ソーヤ　１３ はやみね　かおる 時をこえるうた漢詩 八木　章好
死神うどんカフェ１号店　６杯目 石川　宏千花 ◎ ファンタジーを書く ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

恋よりブタカン！ 青柳　碧人 パディントン ジャンヌ・ウィリス

★ うそつき、うそつき 清水　杜氏彦 白鯨　上下巻 メルヴィル
逆島断雄と進駐官養成高校の決闘 石田　衣良 ナイト　１・２ ジーン・ウルフ

◎ わが心のジェニファー 浅田　次郎 ★ 通い猫アルフィーの奇跡 レイチェル・ウェルズ

夢十夜を十夜で 高山　宏 リトルプリンス・トリック 滝川　美緒子

鴨川食堂いつもの 柏井　寿 ルミッキ　３ サラ・シムッカ

世界の果てのこどもたち 中脇　初枝 オンネリとアンネリのおうち マリヤッタ・クレンニエミ

坂の途中の家 角田　光代
１４歳の水平線 椰月　美智子

コーヒーが冷めないうちに 川口　俊和
あの人が同窓会に来ない理由 はらだ　みずき

生者と死者 泡坂　妻夫
業物語 西尾　維新

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☆

のうさぎが暮らすこの島は、現在、

外から年間１０万人以上が訪れる。

飛び込みに熱中し、親友の初恋

を見守り、一夜限りの冒険をし

た、あの夏―。１４歳の息子と、

かつて１４歳だった父親。二人

の少年が過ごしたのは、「神様

の島」。思春期のきらめきとほ

ろ苦さ、そして家族の温もりが

全編に溢れる感動長編。

子どもがほしい…。６年間で６０

０万円、不妊治療のどん底で見つ

けた希望の光。里親研修を受け、

待望の赤ちゃんを預かった著者

（40代・男）が瑞々しくも正直に

綴る、新しいタイプの子育てエッ

セイ。

今月の展示

『戦場のコックたち』 深緑 野分

一晩で忽然と消えた６００箱の粉末卵の

謎、不要となったパラシュートをかき集

める兵士の目的、聖夜の雪原をさまよう

幽霊兵士の正体…誇り高き料理人だった

祖母の影響で、コック兵となった１９歳

のティム。彼がかけがえのない仲間とと

もに過ごす、戦いと調理と謎解きの日々

を連作形式で描く。２０１６年『このミ

ステリーがすごい！』第２位。

２０１６年度の『若い人に贈る読

書のすすめ』

素敵な本がたくさんありますよ♪

図書館ＮＥＷＳ

読みましたか？

先生方の読書の

すすめは、高校

１年生の国語の

村木先生です。

依頼人のもっとも大切なものを報

酬に、大金をもたらす株取引の天

才「黒女神」。助手を務めるのは

メガバンクに失望した元銀行員。

やがて二人は壮絶な経済バトルに

巻き込まれていく。２０１６年第

１４回『このミステリーがすご

い！』大賞受賞作。

飼い主を亡くし、ひとりぼっちに

なった猫アルフィー。さまよい続け

た末、とある住宅地にたどり着いた

アルフィーは、そこで“通い猫”と

して生きようと決める。問題だらけ

の住民たちに、いつしか１匹の小さ

な猫が奇跡を起こす！？全英絶賛、

ハートフル猫物語。

国民を管理する首輪型嘘発見器

の除去を生業とするフラノには、

どうしても外したい首輪があっ

た…。人はなぜ嘘をつき、また

真実を求めるのか。フラノが辿

り着いた衝撃の結末とは？


