
Ｇｏｏｇｌｅが仕掛けた罠 杉浦　隆幸
これからの世界をつくる仲間たちへ 落合　陽一

★ きみに贈る本 中村　文則
おかんメール　５ 『おかんメール』制作委員会

◎ 朝３分間のデカルト 小川　仁志
★ 触楽入門 テクタイル
「０から１」の発想術 大前　研一
超能力大全 オカルト雑学探究倶楽部

マンガおもしろいほどよく当たる！１２星座あるある キャメレオン竹田

もっと結果を出せる人になる！「ポジティブ脳」のつかい方 茂木　健一郎

◎ ザ・シークレット ロンダ・バーン

考え方のコツ 松浦　弥太郎

限界を突破するための天才１００の名言 日本博学倶楽部

オリバー・ストーンの告発　語られなかったアメリカ史　２ オリバー・ストーン

戦国武将キャラ図鑑 いとう　みつる

真田幸村のすべて 渡辺　大門
八本脚の蝶 二階堂　奥歯

女城主・井伊直虎 楠戸　義昭
★ 靴下バカ一代 越智　直正

ホセ・ムヒカ　世界でいちばん貧しい大統領 アンドレス・ダンサ

高度１万メートルから届いた世界の夕景・夜景 杉江　弘
るるぶ（国内・各種）
あたらしい登山案内 ホシガラス山岳会

北極大異変 エドワード・シュトルジック

君とまた、あの場所へ 安田　菜津紀

ハーバードでいちばん人気の国・日本 佐藤　智恵
ワカメちゃんがパリに住み続ける理由 長谷川　たかこ

★ 下り坂をそろそろと下る 平田　オリザ

田園回帰がひらく未来 小田切　徳美

人類のやっかいな遺産 ニコラス・ウェイド

◎ 誰も教えてくれない考えるスキル 芝本　秀徳

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

No.２

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行

2016年6月3日

新しい本

約２１０冊入荷

（５/1～５/３１入荷分）

定期考査も終わり、部活や趣味を楽しんでいます

か？半袖で過ごす日も多くなり、夏がだんだんと

近付いてきましたね。

６月には高校２年生の修学旅行があります♪図書

室でも北海道についてのミニコーナーを設置して

います。また、情報誌のるるぶも新しい年度のも

のを揃えたので、他の学年のみなさんもぜひ活用

してくださいね！

みなさんの来館を、いつでもお待ちしています☆

つねにネットに接続し、皮膚感覚

を失ってゆく私たち。さわってな

いのにわかったつもり？「触覚の

錯覚」は５０種類超！さわり心地

が思考をつくる？私が感じる「こ

の感覚」のふしぎに、目をひらく

―触感テクノロジーの最前線！

作家は何を読んできたのか、

それらは人生にどんな影響を

与えたのか。最強の「中二

病」小説から老舗の国語辞典

まで、６人６様５９冊。作家

がえらぶユニークな読書案内。

靴下専門店の全国チェーン「靴

下屋」を一代で築いた、タビオ

創業者の人生訓。１５歳で丁稚

奉公を始めてから６０年、国産

靴下に懸ける熱情を語り、経営

の王道を説く。

人口減少問題の「本質」とは何

か。日本は今後、どのような社

会をつくるべきか。稀代の劇作

家が、私たち日本人のあり方を

考察。あたらしい「この国のか

たち」を提示する。



ずるい日本語 内田　伸哉
トゲトゲしないで。 中嶋　真澄
女の子は本当にピンクが好きなのか 堀越　英美
老人の壁 養老　孟司
恋の相手は女の子 室井　舞花
これだけは身につけたい新・保育者の常識６７ 谷田貝　公昭

◎ ２０２０年の大学入試問題 石川　一郎
大学ランキング　２０１７年度版
男の子の脳の育て方 有田　秀穂
謎のアジア納豆 高野　秀行
人生はマナーでできている 高橋　秀実

★ 妖怪・憑依・擬人化の文化史 伊藤　慎吾

空想科学読本　１７ 柳田　理科雄

完全版マーティン・ガードナー数学ゲーム全集　３マーティン・ガードナー

おいしい数学 ジム・ヘンリー

ダークマターと恐竜絶滅 リサ・ランドール

ニュートリノってナンダ？ 荒舩　良孝
やりなおし高校化学 斎藤　勝裕
西日本大震災に備えよ 鎌田　浩毅
死はこわくない 立花　隆
脳からみた自閉症 大隅　典子
感染症キャラクター図鑑 岡田　晴恵
身近な人がうつかなと思ったら読む本 和田　秀樹

★ ちいさなちいさなベビー服 八束　澄子
看護師になる　２０１６
七訂食品成分表　２０１６ 香川　芳子
漢方薬キャラクター図鑑 新見　正則
王様のくすり図鑑 木村　美紀

インターネットと人権侵害 佐藤　佳弘
トコトンやさしいバイオミメティクスの本 下村　政嗣
発酵の技法 Ｓａｎｄｏｒ　Ｅｌｌｉｘ　Ｋａｔｚ

文房具図鑑 山本　健太郎

人生の答えは家庭科に聞け！ 堀内　かおる

ムーミンのあみぐるみ ラウラ・フォン・ノーリング

刺しゅう糸で編むあみぐるみのミニ動物園１００

★ 人生が変わるテーブルマナーレッスン 矢部　惠子
ＭＯＲＩＮＡＧＡミルクココアレシピ７１ 森崎　繭香
掃除は「ついで」にやりなさい！ 新津　春子
大丈夫やで　２ 坂本　フジヱ

日本の未来を支えるプロ農家たち ブレインワークス

食虫植物・おもしろ植物 Ａ　Ｔｒｏｐｉｃａｌ　Ｇａｒｄｅｎ　井上熱帯園

小さな庭のつくり方 朝日新聞出版

★ 海洋大異変 山本　智之
あなたのアクセスはいつも誰かに見られている 小川　卓

★ びじゅチューン！ＤＶＤ　ＢＯＯＫ　２ 井上涼
北欧の挿絵とおとぎ話の世界 海野　弘
北のダンナと西のヨメ 横山　了一
雇用・利子および貨幣の一般理論 ケインズ
蟹工船 小林　多喜二

脱亜論 福沢　諭吉
痴人の愛 谷崎　潤一郎

あさきゆめみしの世界 『このマンガがすごい！』編集部

蜷川実花になるまで 蜷川　実花

4類　　数学・物理・化学・生物など

5類　　技術・環境問題など

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

6類　　農業・畜産・商業など

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。

私たちの食卓には、今どんな異

変が起きているのか。ガラパゴ

スから南極まで、綿密な取材を

重ねた朝日新聞記者が、脅かさ

れる日本の海洋物資の最前線を

追う。

待ちに待った、ＤＶＤ ＢＯＯ

Ｋ続刊登場！「びじゅチュー

ン！」（ＮＨＫ Ｅテレ）は世

界の有名な美術作品をモチーフ

にした、ユニークなうた＆アニ

メーション。

古代から現代、『日本書紀』から

『妖怪ウォッチ』まで、文学・絵

画・民俗資料や小説・マンガ等の

中で、異類はどのように表現され、

背後にどのような文化的要素が

あったのか。異類の文化を解き明

かす初の入門書！

『ちいさなちいさなベビー服』

八束 澄子
倉敷中央病院内の「グリーンはぁ

と」はボランティアグループ。ここ

で作られる小さなベビー服は、亡く

なった赤ちゃんのためのものだった。

生まれてすぐに亡くなってしまった

赤ちゃんに着せるベビー服は、日本

中どこを探しても売っていない――。

悲しみの中にある母親に寄り添いた

いと病院で活動するさまざまな人び

と。

地元の病院での活動を、ぜひ読んで

みてください☆

これは、マナー本ではありませ

ん。生き方の本です。食べ方は、

その人の生き方そのもの。あな

たの恋愛と仕事が変わるレッス

ン３５！一生役立つテーブルマ

ナー・バイブル！



白雪姫 大野　友資
スピルバーグ リチャード・シッケル

　 超企画会議 川村　元気
★ 世界一伸びるストレッチ 中野　ｼﾞｪｰﾑｽﾞ修一

サッカー上達の科学 村松　尚登
剣道は寄せる・見る・打つ 遠藤　正明
マンガで覚える図解チェスの基本 小島　慎也

通訳になりたい！ 松下　佳世
ことばおてだまジャグリング 山田　航
ＬＩＮＥで子どもがバカになる 矢野　耕平

★ 理系のための論理が伝わる文章術 成清　弘和

★◎ 石川啄木 ドナルド・キーン

百人一首 『現代用語の基礎知識』編集部

新編宮沢賢治詩集 宮沢　賢治
藤村詩集 島崎　藤村
高村光太郎詩集 高村　光太郎

北原白秋詩集 北原　白秋
まんがで読む源氏物語 小川　陽子
まんがで読む南総里見八犬伝 板坂　則子
新源氏物語　上中下巻 田辺　聖子
武蔵野アンダーワールド・セブン　２ 長沢　樹
ふたりの文化祭 藤野　恵美
金の月のマヤ　２・３ 田森　庸介
相棒　ｓｅａｓｏｎ１３下 輿水　泰弘
図書館危機 有川　浩
図書館革命 有川　浩
ＳＴプロフェッション 今野　敏
「悩み部」の焦燥と、その暗躍。 麻希　一樹
ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード 小路　幸也
大きな鳥にさらわれないよう 川上　弘美

◎ ツバキ文具店 小川　糸
橋を渡る 吉田　修一

★ 家康、江戸を建てる 門井　慶喜
ままならないから私とあなた 朝井　リョウ

★ ヒーローズ〈株〉！！！ 北川　恵海
真夜中の散歩道 赤川　次郎
虚構推理 城平　京
彼女がエスパーだったころ 宮内　悠介
サマーキャンプ 新宮　広明
チポロ 菅野　雪虫
吉祥寺よろず怪事（あやごと）請負処　２ 結城　光流
天と地の方程式　３ 富安　陽子
武蔵無常 藤沢　周
自殺予定日 秋吉　理香子

硝子の太陽Ｒｏｕｇｅ 誉田　哲也
硝子の太陽Ｎｏｉｒ 誉田　哲也

★ スクープのたまご 大崎　梢
◎ 死の島　上下巻 福永　武彦
◎ ラブ・ケミストリー 喜多　喜久
◎ ミステリーズ！　Ｖｏｌ．７６
くれなゐの紐 須賀　しのぶ

★ 世界からボクが消えたなら 川村　元気
風が強く吹いている 三浦　しをん

植物図鑑 有川　浩
空飛ぶ広報室 有川　浩

9類　　文学論・小説

8類　　日本語・英語・その他言語

7類　　芸術・スポーツ・音楽など
★『ちはやふる』の映画ポスターを抽選でプレゼントします♪希望者は図書室まで！

理解してもらえなければ意味がな

い！実践的な「文章の書き方」をマ

ルゴト解説。これまでの文章術に欠

けていたもの、それは書き始める前

に必要な「論理的に考える」作業。

この作業は文章を「読み取る」力と

も密接に関わっている。

自ら「故郷」と呼んだ渋民村。

北海道での漂白生活。金田一京

助との厚い友情。現代歌人の先

駆となった啄木の生涯をたどる

渾身の評伝。

最高に気持ちいい「伸び感」を、

あなたに。「ひざや腰が痛む」

「ずっと体が硬い」「伸びを実

感できない」…といった悩みに

応えるストレッチ。

余命わずかと宣告されたご主人さま

は、悪魔と取引をし、生きるために

この世界から物を消すことを決めた。

そして悪魔は猫を消すことを提案し

…。映画「世界から猫が消えたな

ら」を、飼い猫・キャベツの視点で

描いた物語。

「週刊千石」に異動した新人

女子部員が恐る恐るタレント

のスキャンダルや、事件取材

に奮闘！リアリティ満載・感

動のお仕事小説！

豊臣秀吉が徳川家康に要求した

国替えの真意は、低湿地の土地

と豊饒な所領の交換であった。

家臣団が激怒する中、なぜか家

康は要求を受け入れ…。ピンチ

をチャンスに変えた天下人の挑

戦を描く。



◎ 風ケ丘五十円玉祭りの謎 青崎　有吾
オレンジシルク 神田　茜
ぼくらの秘密結社 宗田　理
ぼくらの悪校長退治 宗田　理
ぼくらのコブラ記念日 宗田　理
戦うハニー 新野　剛志
ぼくらの魔女戦記　１・２ 宗田　理
ぼくらの『第九』殺人事件 宗田　理
ぼくらの『最強』イレブン 宗田　理
ぼくらのミステリー列車 宗田　理
ぼくらの恐怖ゾーン 宗田　理
ぼくらの大脱走 宗田　理
ぼくらのメリークリスマス 宗田　理

◎ イヤシノウタ 吉本　ばなな

四季の名言 坪内　稔典
私は一本の木 宮崎　かづゑ

文芸くらしき　第１９号 倉敷市文化振興財団

日本文学全集　２５ 池沢　夏樹
◎ チェラブ　Ｍｉｓｓｉｏｎ１０ ロバート・マカモア

★ アリスはどこへ行った？ グレゴリー・マグワイア

ナイチンゲール　上下巻 クリスティン・ハナ

ちいさなりすのエメラルド（絵本） そのだ　えり
★◎ このあとどうしちゃおう（絵本） ヨシタケ　シンスケ

9類　　文学論・小説
◆◇◆予約＆リクエストは随時受付中！！◆◇◆

アリスがいなくなった後、町で

いったい何が起きたのか？１８６

０年代オックスフォードで幕をあ

けた、長い長い一日。空前の世界

的ヒット！ブロードウェイミュー

ジカル原作『ウィキッド』の著者

が贈る、もう１つの『不思議の国

のアリス』。

おじいちゃんは、しぬのがこわ

かったのかな？たのしみだったの

かな？しんだおじいちゃんのノー

トをひらいてみると…。しんだら

どうなる？どうしたい？しんだあ

とのこと、生きてる間に考えてみ

よう。発想絵本第３弾！

今月の展示

『ヒーローズ(株)！！！』

北川 恵海

「なーんの面白味もない人生やった

なぁ」―病床にある祖父の言葉が頭から

離れないコンビニ店員の修司・２６歳は、

ある日、借りのある同僚から『ヒーロー

はキミだ！』という胡散臭い求人広告の

アルバイトを持ちかけられた。その会社

にいたのは、ちょっと癖のある人たち。

いきなり任された仕事は、今をときめく

人気漫画家の“お守り”？わかがわから

ないながらも真面目に仕事をこなす修司

は、次第に信用を得るように。しかし、

そんな修司の前に過去のトラウマが立ち

塞がる―。読んだ後はきっと元気になれ

る、人生応援ストーリー！

図書館Ｎｅｗｓ『読書のすすめ』

４・５月号は、司書のおすすめを

紹介しています！興味がある人は

ぜひ☆

『癒やし本』集めました。ちょっ

と疲れた時は、動物や景色の写真

などで癒やしてもらいましょう♪

今年は夏目漱石没後１００年

になります。改めて夏目漱石

の作品を、読み返してみませ

んか？

昨年度中学１年生の美術で制作した『粘土

の和菓子』。どれも美味しそうです♪

４月 ５月 ４月 ５月 ４月 ５月
Ａ組 99 98 99 76 97 73
Ｂ組 96 52 57 68 61 66
Ｃ組 108 199 59 98 54 66
１組 47 11 57 25 1 7
２組 37 51 20 17 14 15
３組 62 54 34 16 19 29
４組 71 39 28 24 5 13
５組 49 56 38 45 10 12
Ｒ組 90 63 52 46 12 19

１年生 ２年生 ３年生
貸出冊数

高校生

中学生


