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新しい本

約120冊入荷

（4/1～4/30入荷分）

みなさん、こんにちは☆

早いものでもう５月になりましたが、新しい生活にも慣れてきました

か？

今年度から雑誌『ＭＯＥ』が図書館に仲間入りしました！絵本の雑誌で

すが、雑貨やスイーツなど旬の情報も紹介されているので、見ているだ

けで楽しくなりますよ☆

また、＜２０１６年本屋大賞＞の本を図書館内で展示しています！

ぜひ図書館に足を運んでくださいね♪

★図書館の利用方法のおさらい★
開館時間…８：３０～１７：００

（月・水・金は１７：４５まで）

※都合により、変更となる場合もあります。

図書館入口の開館時間表示を見てください。

貸出期間…２週間

※２週間で読めなかった場合は、１回だけ延長の手続きができます。カウン

ターまで来てください。

貸出冊数…無制限

※ただし読める程度に借りましょう。

貸出方法…借りたい本をカウンターに持って来て、学年・組・番号を伝えると借りること

ができます。

学生証を提示して借りることもできます。

返却方法…返却カウンターに置いてください。

図書館が閉館している時には、図書館入口横の返却ボックスに入れてください。

図書館の本を探しています！！

『オリンポスの神々と７人の英雄 ５』 リック・リオーダン

『ストライク・ザ・ブラッド １４』 三雲 岳斗

※本を持っている人は、至急返却してください。

本を借りる時は、必ずカウンターで手続きしてください。

※返却期限を過ぎている本を持っている人は、早急に返却してください。

次の人が待っています！



★ ソクラテスに聞いてみた 藤田　大雪
保健室の恋バナ＋α 金子　由美子

あなたの魅力を爆発させる方法 山田　マキ
マンガでわかる仏像 三宅　久雄
イエスの生涯 遠藤　周作
強く、しなやかに 山陽新聞社

◎ 心が喜ぶ働き方を見つけよう 立花　貴
シンドラーに救われた少年 レオン・レイソン

あなたがもし残酷な１００人の村の村人だと知ったら 江上　治
◎ 日本の反知性主義 内田　樹

ニュース検定公式テキスト＆問題集時事力基礎編３・４級　2016 日本ニュース時事能力検定協会

がちナショナリズム 香山　リカ
★ ニュースの“なぜ？”は世界史に学べ 茂木　誠
母さんごめん、もう無理だ 朝日新聞社会部

◎ えんぴつの約束 アダム・ブラウン

生きる 森越　智子
春が来るたび思うこと パンプキン編集部

◎ 教育虐待・教育ネグレクト 古荘　純一
◎ 資質・能力　理論編 国立教育政策研究所

◎ 「最高の授業」を、世界の果てまで届けよう 税所　篤快

理科年表　平成２８年 国立天文台
★ これだけ！微分方程式 古山　竜司
生命デザイン学入門 小川（西秋）葉子

つい誰かに教えたくなる人類学６３の大疑問 日本人類学会教育普及委員会

獣医さんだけが知っている動物園のヒミツ人気者のホンネ 北沢　功
いのちを“つくって”もいいですか？ 島薗　進
たった５分で体が変わるすごい熱刺激 井本　邦昭
水俣病を知っていますか 高峰　武
日本人が最強の脳をもっている 加藤　俊徳

電力自由化で何が変わるか 小沢　祥司
化学者が美肌コスメを選んだら… かずのすけ

★ 卵・バター・生クリーム・チーズをつかわないタルトとキッシュ 伴　奈美
体脂肪計タニタの社員食堂　続々 タニタ
ぷにんぷにんぷ 前川　さなえ

誤解だらけの遺伝子組み換え作物 小島　正美
それでも命を買いますか？ 杉本　彩

美術館の舞台裏 高橋　明也
富士山 大野　友資

★ 吹部ノート オザワ部長
とと姉ちゃん　Ｐａｒｔ１ 西田　征史
精霊の守り人完全ドラマガイド　ＳＥＡＳＯＮ１

ビンボー魂 風間　トオル

あやとりしよ！　ＤＶＤ　ＢＯＯＫ 野口　とも 死亡フラグが立つ前に 七尾　与史
殺戮ガール 七尾　与史

◎ ＮＨＫの英語講座をフル活用した簡単上達法 川本　佐奈恵 アバター 山田　悠介
国際情勢に強くなる英語キーワード 明石　和康 弁護士探偵物語　天使の分け前 法坂　一広

ねらわれた学園 眉村　卓
倉敷市蔵薄田泣菫宛書簡集　文化人篇 倉敷市 拷問塔は眠らない　１～３ ｍｏｔｈｙ＿悪ノＰ

半夏生 桜井　美知彦 拳の先 角田　光代
終焉ノ栞　１～４ スズム 神の値段 一色　さゆり
死亡フラグが立ちました！ 七尾　与史 アンと青春 坂木　司

8類　　日本語・英語・その他言語

6類　　農業・畜産・商業など

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

9類　　文学論・小説

◎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。
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

4類　　数学・物理・化学・生物など

5類　　技術・環境問題など

9類　　文学論・小説

２７歳、彼女ナシ、転職も考え

て自己分析中のサラリーマンの

僕の目の前に、ある日、ホーム

レスのような姿をしたソクラテ

スが現れた。

「人生をよりよく生きる」ため

のコミカル哲学ストーリー。

ニュース番組や新聞をなんとなく

見ているだけでは、ニュースの

「本質」をつかむことはできない。

国際ニュースを見てギモンに思う

であろう１００のポイントを取り

上げ、世界史とからめて解説。

雨の速度、コンデンサの状態、

振動する運動、１階線形微分方

程式、完全微分方程式、２階線

形微分方程式。微分方程式で日

常生活の様々な現象の見方が変

わる。

乳製品や卵を使わないからこそ

テクニックいらずで、初心者さ

んでも簡単。おまけに材料費も

お手頃で、気になる脂肪分は、

ぐっと控えめ。体にやさしいタ

ルトとキッシュが楽しめます。

“目指すは吹奏楽の甲子園”。厳

しい練習の日々を記録した反省

ノート、楽譜、寄せ書き、ミー

ティングノート…そこには青春の

すべてをかけたドラマがある。

「もしも楽器が吹奏楽部員だった

ら」擬人化マンガも収録！



みんなの少年探偵団　２ 有栖川　有栖 ★ 書店主フィクリーのものがたり ガブリエル・ゼヴィン

みんなの怪盗ルパン 小林　泰三 ◎ ロリータ ナボコフ
太陽 前川　知大 白いイルカの浜辺 ジル・ルイス
神様に一番近い動物 水野　敬也 ハーレムの闘う本屋 ヴォーンダ・ミショー・ネルソン

神様のコドモ 山田　悠介 ◎ 彼女のいない飛行機 ミシェル・ビュッシ

浮遊 高嶋　哲夫 ３００００このすいか（絵本） あき　びんご

探偵の鑑定　１・２ 松岡　圭祐
キノの旅　１９ 時雨沢　恵一

ホーンテッド・キャンパス　９ 櫛木　理宇
化学探偵Ｍｒ．キュリー　４ 喜多　喜久
うみねこのなく頃に散（ちる）　Episode７上 竜騎士０７
神さまのいる書店　２ 三萩　せんや

ソードアート・オンライン　１７ 川原　礫
◎ オーブランの少女 深緑　野分
誰がために鐘を鳴らす 山本　幸久
恭一郎と七人の叔母 小路　幸也
彼女と彼女の猫 新海　誠
ナイチンゲールの沈黙 海堂　尊

★ キキに出会った人びと 角野　栄子
◎ バベル九朔 万城目　学
◎ サブマリン 伊坂　幸太郎

Ａではない君と 薬丸　岳
僕だけがいない街Ａｎｏｔｈｅｒ　Ｒｅｃｏｒｄ 三部　けい
海の見える理髪店 荻原　浩
小松とうさちゃん 糸山　秋子
悲しみの歌 遠藤　周作
小説言の葉の庭 新海　誠

◎ 羊をめぐる冒険　上下巻 村上　春樹
★ 記憶屋 織守　きょうや

◎ 暗幕のゲルニカ 原田　マハ
我々の恋愛 いとう　せいこう

不明解日本語辞典 高橋　秀実
日本文学全集　１６ 池沢　夏樹

9類　　文学論・小説9類　　文学論・小説

今月の展示第６２回青少年読書感想文全国コン

クールの課題図書が発表になりました。

図書館に本が揃っています。

早めに取りかかりたい人は、ぜひ図書

館へ！
中学校

高校

２０１６年本屋大賞の本は、ど

の本も人気なので、予約がオス

スメ！

記憶を消す怪人の正体とは？第

２２回日本ホラー小説大賞・読

者賞受賞作！もしも「記憶屋」

が、つらくて忘れたい記憶を消

してくれるなら、あなたはどう

する――？衝撃的で切ない結末

に、きっと涙こぼれる。

これは書店を愛する人たちの物語。

島に小さな書店が一つ。店主フィ

クリーは店内に捨てられていた幼

児マヤに出逢う。フィクリーは愛

情深くマヤを育て、成長していく

マヤは本を好きになり…。２０１

６年本屋大賞・翻訳小説部門１位。

おソノさん、コリコ町長、ヨモギ

さん…「魔女の宅急便」シリーズ

に登場する多彩な脇役たちが語る、

物語の向こうの物語。それぞれの

人生を彩る不思議と魔法のなかに、

キキの面影が浮かび上がってくる。

みなさんと同世代の子たち

が出てくる小説を集めてみ

ました。映画になった作品

もありますよ♪

昨年度の天城中・高図書館の貸

出上位の本☆

みなさんは何冊読んだことがあ

りますか？



蔵書検索についての案内

天城中学・高校図書館と岡山県立図書館の蔵書が、学校や自宅などでインターネットに接続して

いるPCがあればどこででも検索できます。調べものであの本が使いたい、今話題の本は図書館に

あるのだろうか…などなど、思い立ったときにすぐ検索ができますよ。県立図書館にしかない本

も、天城中学・高校図書館でリクエストすると、取り寄せることが出来ます。

ぜひご活用ください。

検索方法↓
①上のアドレスにアクセス。

すると、下のような画面が出てきます。

パスワード

入力。

ＩＤ

入力。

②ＩＤとパスワードを入力し、ログインを

クリックすると、下のような画面が出てきます。

さらにクリック。

https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/ISLL/

③右のような画面が出てきたら、検索したいことを入力します。

例えば、東野圭吾の本を検索したいときは…

①「東野圭吾」と入力。

③「検索」をクリック。
②倉敷天城高等学校に必

ずチェックを入れる。

④検索をクリックすると下のような画面が

出てきます。

岡山県立図書館、倉敷天城高等学校での検索結

果がそれぞれ表示されます。本校の蔵書を検索

したい場合は倉敷天城高等学校をクリック。

⑤クリックすると下のような画面が出てきて、

天城中高図書館の検索結果となります。

※システム上、同時にアクセスできる件数は２０件程度です。

※天城中学・高校図書館の最新の蔵書が随時更新されているわけではないので、最新刊は検索しても

探せない場合があります。

新しい本を検索したい場合は図書館内の検索ＰＣ（カウンターに置いてあります）で検索してくだ

さい。


