
何のために「学ぶ」のか 外山　滋比古

◎ 情報の達人　レポート・論文を書こう！　３ 日本図書館協会

★ 考える方法 永井　均
今すぐ読みたい！１０代のためのＹＡブックガイド１５０！ 金原　瑞人
編集デザインの教科書 工藤　強勝
揺らぐ世界 立花　隆
生き抜く力を身につける 大沢　真幸
ジャーナリストという仕事 斎藤　貴男

音楽療法士 長坂　希望
「幸せ」について知っておきたい５つのこと ＮＨＫ「幸福学」白熱教室制作班

「がんばらない」人生相談 ひろ　さちや
★ じぶんリセット 小山　薫堂
はじめての聖書 橋爪　大三郎

◎ 歴史が面白くなるディープな戦後史 相沢　理
★ 瀬戸内の海賊 山内　譲
徹子と淀川おじさん人生おもしろ談義 黒柳　徹子
岡山の新常識 岡山の新常識研究委員会

驚きの絶景ここが日本！？ 絶景トラベル研究会

熊野古道巡礼のみち伊勢路を歩く 川端　守

世界を平和にするためのささやかな提案 池沢　春菜
世界にもし日本がなかったら 池間　哲郎
アメリカ人が伝えるヒロシマ スティーブン・リーパー

ドキュメント死刑に直面する人たち 佐藤　大介
中小企業診断士 幸本　陽平
よのなかを変える技術 今　一生

★ 岡山共和国のオキテ１００カ条 相田　翔吾
パクリ経済 Ｋ．ラウスティアラ

話を噛み合わせる技術 横山　信弘
京都ぎらい 井上　章一
社会保険労務士 大東　恵子
真夜中のディズニーで考えた働く幸せ 鎌田　洋
公民教育とは何か 藤井　一亮
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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

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

新しい本

約210冊入荷

（1/28～2/26入荷分）

高校３年生の卒業式も無事終わり、あとは中学

３年生の卒業式を迎えるだけになりました。

新しいスタートに向けて、勉強、スポーツ、そ

してぜひ読書にもたくさん触れてみてください

ね♪

前回お知らせした岡山の高校図書館による

「でーれーＢＯＯＫＳ」の大賞は、水戸岡鋭治

さんの『鉄道デザインの心』に決定しました！

「若い人に贈る読書のすすめ」にも選ばれてい

る本なので、ぜひ手に取ってみてくださいね☆

「くまモン」の生みの親、常識

にとらわれない発想の達人が、

あたらしい自分を発見できる、

「もしもの魔法」教えます。

世の中には、言葉で表現できな

いことや明確に答えられない問

題がたくさんある。簡単に結論

に飛びつかないために、考える

達人たちが、物事を解きほぐす

ことの豊かさを伝える。

『村上海賊の娘』の話もここ

から生まれた！海賊研究の第

一人者が最新の調査で迫る、

その歴史と生きざま。和田竜

氏との対談も所収。

岡山が好きじゃったら、このオキ

テを知らにゃあおえんでぇ！グル

メ、生活、伝統・歴史、レジャー、

方言のオキテなど。岡山を知り尽

くした監修者の視点で見た、不思

議でおもしろい岡山ローカルネタ

満載！



のっぽさん　１ 只友　厚
◎ 道徳ドキュメント　人とつながる　３ ＮＨＫエデュケーショナル

◎ 道徳ドキュメント　人生はチャレンジだ　２ ＮＨＫエデュケーショナル

◎ 道徳ドキュメント　キミならどうする？　１ ＮＨＫエデュケーショナル

教室に魔法をかける！英語ディベートの指導法 加藤　心
◎ わが子を医学部に入れる 小林　公夫
医学部受験の総合的研究 岩嶋　宏恭

★ ２０２０年激変する大学受験！ 西川　純
医学部一発合格！直前１カ月集中勉強法 長沢　潔志
ルポ塾歴社会 おおた　としまさ

学問の自由と大学の危機 広田　照幸
◎ 文系学部解体 室井　尚
◎ ほめると子どもはダメになる 榎本　博明
招き猫百科 荒川　千尋
危機を覆す情報分析 佐藤　優

◎ 日本人の闘い方 斎藤　孝

◎ 生涯を賭けるテーマをいかに選ぶか 最相　葉月
科学は未来をひらく 村上　陽一郎

★ 若き科学者への手紙 エドワード・Ｏ．ウィルソン

理系学術研究者になるには 佐藤　成美
世界の見方が変わる「数学」入門 桜井　進
数学ガールの秘密ノート 結城　浩
ワナにはまらないベクトル行列 大上　丈彦
ＡＢＣ予想入門 黒川　信重
高校生が感動した微分・積分の授業 山本　俊郎
あなたと化学 斎藤　勝裕

★ 野尻抱影 野尻　抱影
１４歳からの宇宙論 佐藤　勝彦
地球はもう温暖化していない 深井　有

◎ あなたのプレゼン誰も聞いてませんよ！ 渡部　欣忍
人体キャラクター図鑑 坂井　建雄

◎ 主食をやめると健康になる 江部　康二
看護師 近藤　隆雄
産業カウンセラー 大野　萌子
隔ての島とのはざまで 尾崎　元昭
悩み抜く力 小林　弘幸
薬剤師 久保田　嘉郎

弁理士 久門　保子
医師、弁護士、大学教授…知的富裕層が選ぶ先進的健康住宅 飯田　祥久

◎ ＮＡＳＡより宇宙に近い町工場 植松　努
ｉＰａｄ全部使える！１５０ワザ リンクアップ
「胸キュン」で１００億円 上阪　徹
玩具とデザイン 上条　桂子

★ フランス人は１０着しか服を持たない　２ ジェニファー・Ｌ．スコット

１行家計簿 天野　伴
名店のサンドイッチおいしい作り方 サンドイッチ倶楽部

親子でがっちょりおかん飯 西原　理恵子

岡山・倉敷カフェ日和すてきなＣＡＦＥさんぽ Ｗｏｒｄ　ｉｎｃ．

スープと煮込み 渡辺　麻紀
使える豆腐レシピ 笠原　将弘

★ アヒージョ！ ホセ・バラオナ・ビニェス

夢の名作レシピ　全３巻 星谷　菜々
グルテンフリーのお菓子 上原　まり子

魔法のケーキ 荻田　尚子
だいじょうぶ！子どもは育つ 山県　威日

3類　　社会・経済・教育・法律など
◎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

古今東西の文学や民族を渉猟し、

洒脱な筆致で星を紹介した「星

の文人」野尻抱影。抱影が特に

愛した星や四季折々の星の話な

どを厳選。

「アヒージョ」は今では日本中で

大人気。そこでピンチョス名人で

知られる著者が、アヒージョの楽

しいバリエーションに挑戦！こん

な素材も？あんな素材も？アヒー

ジョにすればおいしい！…という

アイディアをたっぷり紹介。

２０２０年にセンター試験廃

止！大学受験はまったく新しい

制度に！そして各大学の受験改

革はすでに始まっている！本書

はいま迫られている大学受験改

革、教育改革、これからの就職

や仕事の変化までをわかりやす

く紹介！

『フランス人は１０着しか服を持

たない ２』

ジェニファー・Ｌ．スコット
年齢を重ねるほど、シックで魅力的

な女性になれる。広い家でなくても、

一流の家具がなくても、毎日を「特

別な日」のように過ごす。ミステリ

アスで魅力的なフランス人のように、

穏やかに、エフォートレスなスタイ

ルで、自分に満足して暮らすには―。

日本中を席巻した年間ベストセラー

第１位（２０１５年実用書・ノン

フィクション部門）の第２弾！

昆虫学の大家、「社会生物学」の提

唱者として知られ「生物多様性」の

概念を世界に広めた生物学界の巨人

が、自らの半生やハーバード大学で

の教鞭生活を振り返りながら、科学

の世界で生き抜いていくための要諦

を説いた２０通の熱い魂のメッセー

ジ。



リンゴの歴史 エリカ・ジャニク

猫にまた旅　フィルムカメラ編 岩合　光昭
★ みつばち高校生 森山　あみ
日本の道路がわかる事典 浅井　建爾

◎ ディズニーランドであった心温まる物語 香取　貴信

★ 世界遺産ガイド　日本編２０１６改訂版 古田　陽久
絵解き「江戸名所百人美女」江戸美人の粋な暮らし 山田　順子
岡山の街スケッチ画集 藤森　栄一
マンガがあるじゃないか 河出書房新社

ダーリンは外国人まるっとベルリン３年め 小栗　左多里

猫なんかよんでもこない。　その４ 杉作
ねことじいちゃん ねこまき
世界のかわいいきのこデザイン 飯沢　耕太郎

今すぐ使えるかんたんビデオ編集＆ＤＶＤ作り リンクアップ
リーダー論 高橋　みなみ

高い声で歌える本 高田　三郎
吉本興業女マネージャー奮戦記「そんなアホな！」 大谷　由里子

★ とびだす１００通りのありがとう！ 岩中　祥史
１０代スポーツ選手のケガ予防と回復食 川端　理香
ベルリンの奇跡 竹之内　響介

Ｕｎｉｔｙエキスパート養成読本 佐藤　圭明

生き延びるための作文教室 石原　千秋
★ 標準問題精講国語特別講義読んでおきたいとっておきの名作２５ 渡辺　憲司
「日本人と英語」の社会学 寺沢　拓敬
英語のプレゼンテーション 田中　真紀子

なんでも英語で言えちゃう本 青木　ゆか
ディズニーの英語　コレクション８・９ 石原　真弓

姜尚中と読む夏目漱石 姜　尚中
★ １冊でわかる村上春樹 村上春樹を読み解く会

女子会川柳　２・３ シティリビング編集部

死んでいない者 滝口　悠生
異類婚姻譚 本谷　有希子

ムーンナイト・ダイバー 天童　荒太
どうぶつたちの贈り物 小川　洋子
つまをめとらば 青山　文平
陽性 中尾　明慶
浮雲心霊奇譚　２ 神永　学
校閲ガール　ア・ラ・モード 宮木　あや子

★ レプリカたちの夜 一条　次郎
総理にされた男 中山　七里
ピンクとグレー 加藤　シゲアキ

２０の短編小説 小説トリッパー編集部

メガバンク最終決戦 波多野　聖
嫌な女 桂　望実
俳優・亀岡拓次 戌井　昭人
復讐したい 山田　悠介
天と地の守り人　第１部～第３部 上橋　菜穂子

夢の守り人 上橋　菜穂子

神の守り人　上下巻 上橋　菜穂子

閃光スクランブル 加藤　シゲアキ

ハウス・ハズバンド変奏曲 ゆけ　伊太利

図書館の殺人 青崎　有吾
ガラパゴス　上下巻 相場　英雄
ヘブンメイカー 恒川　光太郎

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

6類　　農業・畜産・商業など

日本の１９の世界遺産と、２０１

６年以降の世界遺産登録を目指す

「長崎の教会群とキリスト教関連

遺産」、「国立西洋美術館本館」、

「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関

連遺産群」などの暫定リスト記載

物件の概要を特集。

東日本大震災から１年後に実現し

た“１度きり”のミュージカル公

演があった。真心の支援に対して

「ありがとう」を伝えたいと、舞

台に立った１１４人の被災者たち。

はじまりから本番まで、奇跡の舞

台裏を綴った感動のドキュメント。

「とにかくこの小説を世に出すべ

きだと思いました」伊坂幸太郎激

賞、圧倒的デビュー作。動物のレ

プリカをつくる工場に勤める往本

は、残業中の深夜、動くシロクマ

を目撃する。だが野性のシロクマ

は、とうに絶滅したはずだった―。

全世界で評価される村上作品の読

み方。どの本から読み始めればい

いかわかる、ほぼ全作ガイド。ま

た村上作品に共通するメタファー、

現実世界と深層意識の二重構造を

解説。村上小説の意味が面白いほ

どわかる！

本格的な受験勉強を始める前の準備

段階に読み、あらゆる学習の基礎と

なる「読解力」を身につけることを

主眼とする今までにない文章読本。

高校生に「文章を読む楽しさ」にふ

れ、それを通して「多様な考え方、

表現」があることを知ってもらうこ

とを重視し、厳選した２５作品を収

録したアンソロジー。

やりたいことがみつからない、

そんなときは机の前にいてもは

じまらない。ひとりの女子高生

がはじめた養蜂部が、創部３年

で全国大会優勝ってすごくな

い？小さなミツバチが生んだ大

きな奇跡の物語。



怪談狩り　四季異聞録 中山　市朗 味わいクールに徒然草 木村　雅則
やがて海へと届く 彩瀬　まる 倒れるときは前のめり 有川　浩

★ レジまでの推理 似鳥　鶏 ほんとうの贅沢 吉沢　久子
◎ クライマーズ・ハイ 横山　秀夫 トグルをころがす みご　なごみ

バッドカンパニー 深町　秋生 寺田寅彦 寺田　寅彦
◎ 鎌倉香房メモリーズ　２ 阿部　暁子 うつくしい列島 池沢　夏樹
◎ 鍵屋甘味処改　２・３ 梨沙 ペコロスの母の贈り物 岡野　雄一
◎ 京都寺町三条のホームズ　２・３ 望月　麻衣 ★ 救命センター　カルテの向こう側 浜辺　祐一
家族はつらいよ 山田　洋次 １１２日間のママ 清水　健
水族館の殺人 青崎　有吾 日本文学全集　１５ 池沢　夏樹
リップヴァンウィンクルの花嫁 岩井　俊二 クローヴィス物語 サキ
赤毛のアンナ 真保　裕一 ウィザード　１・２ ジーン・ウルフ

95 早見　和真 ミスター・ホームズ名探偵最後の事件 ミッチ・カリン

江戸川乱歩傑作選　鏡 江戸川　乱歩 『不思議の国のアリス』の家 ヴァネッサ・テイト

江戸川乱歩傑作選　獣 江戸川　乱歩 日時計 シャーリイ・ジャクスン

ラメルノエリキサ 渡辺　優 火星の人　上下巻 アンディ・ウィアー

わたしたちの、小さな家 水沢　秋生 コドモノセカイ 岸本　佐知子

年下のセンセイ 中村　航 ドストエフスキー
彩菊あやかし算法帖 青柳　碧人 『罪と罰』を読まない 岸本　佐知子

恐怖の緑魔帝王 芦原　すなお 罪と罰　上下巻 ドストエフスキー

水鏡推理　２ 松岡　圭祐 ヨクネルとひな（絵本） ＬＥＥ
また、同じ夢を見ていた 住野　よる ★ りゆうがあります（絵本） ヨシタケ　シンスケ

★ 幹事のアッコちゃん 柚木　麻子
僕は何度でも、きみに初めての恋をする。 沖田　円
アシタノユキカタ 小路　幸也
象は忘れない 柳　広司
よこまち余話 木内　昇
スイッチを押すとき 山田　悠介
よろず占い処陰陽屋恋のサンセットビーチ 天野　頌子
よろず占い処陰陽屋猫たたり 天野　頌子
本能寺遊戯（ゲーム） 高井　忍

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☆

高齢化する日本。救命救急の現

場でもその影響は大きい。孤独

死、介護疲れからの無理心中、

老親への家庭内暴力…。最先端

の医療現場から社会を見据える、

ヒューマン・ドキュメント。

今月の展示
『幹事のアッコちゃん』 柚木 麻子

背中をバシッと叩いて導いてくれる、

アッコさん節、次々とサク裂！妙に冷め

ている男性新入社員に、忘年会プロ

デュースの極意を…（「幹事のアッコ

ちゃん」）。敵意をもってやって来た取

材記者に、前向きに仕事に取り組む姿を

見せ…（「アンチ・アッコちゃん」）。

そして「祭りのアッコちゃん」では、

アッコ女史にも一大転機が！？大人気シ

リーズ第３弾。

３月半ばから、『精霊の守

り人』のＴＶドラマが放映

されます♪

２０１６年の本

屋大賞ノミネー

ト作品です☆

ぼくはハナをほじるクセがある。

お母さんに行儀が悪いって怒られ

る。でも、りゆうがあれば、ハナ

をほじってもいいんじゃないだろ

うか。

『ＭＯＥ絵本屋さん大賞２０１

５』第１位の絵本。

力仕事でアイディア仕事で客商

売。書店員は日夜てんてこ舞い。

しかも、この書店の名物店長は、

鮮やかに謎も解き明かす。…レ

ジにはあまり入らないけど。書

店を舞台に巻き起こる事件に挑

む書店員たちの活躍に期待！

高校図書委

員さん２月

展示『花』


