
◎をつけた本は、生徒、教員のリクエストで入荷しました。
蔦屋重三郎 鈴木　俊幸

Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒ手習い帖 ＭｄＮ編集部 絶対に行けない！世界の秘境１０１ アフロ ◎
心をもつロボット 武野　純一 食べる。 中村　安希
すべては今日から 児玉　清 子どもと楽しむ岡山あそび場スポット ワード
東大教師が新入生にすすめる本 東京大学出版会『ＵＰ』編集部 ネイチャーツアー西表島 安間　繁樹
わたしが救われたたった一言 日本の聖地ベスト１００ 植島　啓司
岡山・倉敷すてきな雑貨屋さん らいむす 平家かくれ里写真紀行 清永　安雄
倉敷物語～はちまん～ 三城　誠子 インパラの朝 中村　安希

アフリカ日和 早川　千晶
論理学 グレアム・プリースト
感性の限界 高橋　昌一郎 ありえないことが現実になるとき ジャン＝ピエール・デュピュイ

論語入門 井波　律子 政治哲学 デイヴィッド・ミラー
哲メン図鑑 高橋　信雅 デモクラシー バーナード・クリック
プラトン ジュリア・アナス 〈生政治〉の哲学 金森　修
マルティン・ハイデガー ティモシー・クラーク 政治学への道案内 高畠　通敏
フリードリヒ・ニーチェ リー・スピンクス 特高警察 荻野　富士夫
ジル・ドゥルーズ クレア・コールブルック 法哲学 レイモンド・ワックス
ミシェル・フーコー サラ・ミルズ 別海から来た女 佐野　真一
ジャック・デリダ ニコラス・ロイル それをお金で買いますか マイケル・サンデル
スラヴォイ・ジジェク トニー・マイヤーズ 移住・移民の世界地図 Ｒｕｓｓｅｌｌ　Ｋｉｎｇ
意識 スーザン・ブラックモア 日本国勢図会 矢野恒太記念会
感情 ディラン・エヴァンズ スチュアート・ホール ジェームス・プロクター
「判断力」を強くする 藤沢　晃治 ジャン・ボードリヤール リチャード・Ｊ．レイン
青春の言葉 いのちの言葉編集部 差別原論 好井　裕明
手紙屋　蛍雪編 喜多川　泰
手紙屋 喜多川　泰
君たちは何のために学ぶのか 榊原　英資
おとなの進路教室。 山田　ズーニー
武士マニュアル 氏家　幹人
「有名人になる」ということ 勝間　和代

◎ ブッタとシッタカブッタ1 小泉　吉宏
◎ ブッタとシッタカブッタ2 小泉　吉宏
◎ ブッタとシッタカブッタ3 小泉　吉宏
◎ 愛のシッタカブッタ 小泉　吉宏
親から子へ語り継ぎたい日本の神話 伊東　利和
心をそだてる松谷みよ子の日本の神話 松谷　みよ子

開催！世界史サミット 浅野　典夫
人類の歴史を変えた８つのできごと 真　淳平
１０分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語1 河合　敦
１０分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語2 河合　敦
１０分で読める！教科書に出てくる歴史人物物語3 河合　敦
ライバルで読む日本史 小和田　哲男
古代蝦夷 工藤　雅樹
一日古代ローマ人 金森　誠也
マリー・アントワネット運命の２４時間 中野　京子
異形の日本人 上原　善広
ガヤトリ・チャクラヴォルティ・スピヴァク スティーヴン・モートン
ボクが医者になるなんて 川淵　圭一
池田光政 倉地　克直

３類　　社会科学

０類　　総記　コンピュータ　図書館学

1類　　哲学　宗教　心理学

２類　　歴史

倉敷天城中学校・高等学校 

図書館発行 

２０１２年 

7月4日  ＮO. 3 

 

 

図書館の予定 

    七夕の展示をしています 

 

＜７月、８月の休館日＞ 
 

   7月6日（金） 

   8月1日（水）～15日（水） 

 

※上記の日程は図書館を閉館させていただきますので、 

 ご注意ください。 

 
 

 

 

中学校図書委員さんが、図書館玄関前におすすめ本展示と、図書

館内に七夕の展示を行いました。天城の中学生、高校生の願いが、

短冊にたくさん書かれていますので、ぜひご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

新しい本 

約300冊入荷 

（5/29～7/2入荷分） 

新聞やテレビで特集された話題の本が、 

入りました！ 

返却期限切れの本は、7月6日（金）までに返しましょう。 

図書館が閉まっている時は、返却ボックスに入れましょう。 

 



ブラック・カルチャー観察日記 高山　マミ 日本の固有植物 加藤　雅啓 ランニング・スタート・バイブル 渡辺　康幸
どん底 高山　文彦 世界で一番美しい種子図鑑 ロブ・ケスラー いじめられっ子のチャンピオンベルト 内藤　大助 文学理論 ジョナサン・カラー

日本でいちばん幸せな県民 坂本　光司 生きもののヘンな顔 小宮　輝之 コミック グリフィンとお茶を 荻原　規子
だれのための仕事 鷲田　清一 身近な動物を使った実験 鈴木　範男 坊っちゃん 夏目　漱石 恋する文豪 真山　知幸
ルポゴミ屋敷に棲む人々 岸　恵美子 面白図解はじめての「解剖学」 高橋　優三 三四郎 夏目　漱石 “文学少女”のグルメな図書ガイド
ひきこもりのライフプラン 斎藤　環 ホーダー ランディ・Ｏ．フロスト 杜子春・羅生門 芥川　竜之介 芥川竜之介の「羅生門」「河童」ほか６編 角川書店
避難する権利、それぞれの選択 河崎　健一郎 狂気 ロイ・ポーター 地獄変・奉教人の死 芥川　竜之介 文学館を考える 中村　稔
さわっておどろく！ 広瀬　浩二郎 パーソナリティ障害 岡田　尊司 恩讐の彼方に 菊池　寛 名歌名句大事典 久保田　淳
ルポ子どもの貧困連鎖 保坂　渉 統合失調症 岡田　尊司 銀河鉄道の夜 宮沢　賢治 引き算の美学 黛　まどか
「学び」という希望 尾木　直樹 愛着障害 岡田　尊司 怪談 小泉　八雲 読み出したら止まらない古事記 島崎　晋
いじめ予防と対応Ｑ＆Ａ７３ 菅野　純 大人の発達障害に気づいて・向き合う完全ガイド 黒沢　礼子 山椒大夫・高瀬舟 森　鴎外 さとこ先生のホームルーム おにつか　るみ

ネットいじめはなぜ「痛い」のか 原　清治 第二の認知症 小阪　憲司 伊豆の踊り子 川端　康成 あの日、君と ナツイチ製作委員会

文化祭企画・アイディア事典 彩図社編集部 色弱が世界を変える 伊賀　公一 高野聖 泉　鏡花 ◎ 夜の国のクーパー 伊坂　幸太郎

中学・高校で使える人間関係スキルアップ・ワークシート 嶋田　洋徳 走れメロス・富岳百景 太宰　治 読んでおきたいベスト集！芥川竜之介 芥川　竜之介

ホームルーム活動 玉井　美知子 分散型エネルギー入門 伊藤　義康 山月記・李陵 中島　敦 地獄変 芥川　竜之介
小学校・中学校・高等学校における新しい障がい理解教育の創造 富永　光昭 新幹線とリニア半世紀の挑戦 村串　栄一 二十四の瞳 壷井　栄 口紅のとき 角田　光代
先生のためのアイディアブック ジョージ・ジェイコブズ グリーン経済最前線 井田　徹治 人生を変える！マンガ名言１０００日本博識研究所 海岸通りポストカードカフェ 吉野　万理子

イラストでわかるおもしろい化学の世界 山口　晃弘 建築 アンドリュー・バランタイン たけくらべ 樋口　一葉 週末は家族 桂　望実
ＡＯ入試を受ける前に知っておいて欲しいこと 斎木　陽平 日本人はどう住まうべきか？ 養老　孟司 友情 武者小路　実篤 起終点駅（ターミナル） 桜木　紫乃
大学受験のトリセツ 柴田　竜之介 テレビは原発事故をどう伝えたのか 伊藤　守 マンガで覚える図解オセロの基本 滝沢　雅樹 レディ・マドンナ 小路　幸也
情報戦略で大学に受かる！ 日本学力振興会 おしえて！もんじゅ君 もんじゅ君 黒猫の接吻あるいは最終講義 森　晶麿
日本の保育はどうなる 普光院　亜紀 Ｆｌａｓｈモーションタイポグラフィ Ａ．ｅ．Ｓｕｃｋ 集英社国語辞典 森岡　健二 ＳＰＥＣ１～3 西荻　弓絵
君はどの大学を選ぶべきか 理系のためのクラウド知的生産術 堀　正岳 試験にでる小論文「１０大テーマ」の受かる書き方 樋口　裕一 ゆみに町ガイドブック 西崎　憲
東大医学部 安川　佳美 衣料と繊維がわかる 佐藤　銀平 何を書けばいいかわからない人のための小論文のオキテ５５ 鈴木　鋭智 サイコロジカル 西尾　維新
発達障害と向き合う 竹内　吉和 はじめてでも安心コスプレ入門 たかそう 音読したい英語名言３００選 英語名言研究会 ディーセント・ワーク・ガーディアン 沢村　凛

地上の飯 中村　和恵 京大・東田式英語力向上パズル 東田　大志 最後の恋 朝井　リョウ

科学哲学 サミール・オカーシャ 五輪書 宮本　武蔵 切れた鎖 田中　慎弥
熊楠の森－神島 後藤　伸 そうだ、葉っぱを売ろう！ 横石　知二 文法からマスター！はじめてのドイツ語 小野寺　賢一 実験 田中　慎弥
キクタンサイエンス1　理系英単語 近藤　哲男 農家が教えるイネつくりコツのコツ 農文協 願かけネコの日 那須田　淳
キクタンサイエンス2　理系英単語 佐藤　洋一 ワン和辞典 小暮　規夫 ◎ ドグラ・マグラ 夢野　久作
キクタンサイエンス3　理系英単語 斎藤　恭一 「物流」で働く 広田　民郎 別冊図書館戦争 有川　浩
キクタンサイエンス4　理系英単語 平井　通宏 鉄道会社はややこしい 所沢　秀樹 図書館戦争1,2 有川　浩
数学者の哲学＋哲学者の数学 砂田　利一 あなたが愛した記憶 誉田　哲也
哲学的な何か、あと数学とか 飲茶 モナ・リザはなぜルーヴルにあるのか 佐藤　幸三 人間の基本 曽野　綾子
連分数のふしぎ 木村　俊一 大原美術館の誕生 上田　恭嗣 桜の樹の下には瓦礫が埋まっている。 村上　竜
現代素粒子物語 中嶋　彰 北斎 大久保　純一 命はそんなにやわじゃない 杉浦　貴之
解いて基本を理解する化学 松下　至 池大雅 池　大雅 それでも三月は、また 谷川　俊太郎

ゼロからはじめる化学 立屋敷　哲 歌川国芳×伊藤文人あそび絵くらべ 伊藤　文人
地球外生命９の論点 立花　隆 服のシワの描き方マスターブック ハードデラックス

星の文化史事典 出雲　晶子 地球の夜 シュテファン・ザイプ

宇宙はなぜこんなにうまくできているのか 村山　斉 Ｍｉｃｈｉｏ’ｓ　ｎｏｒｔｈｅｒｎ　ｄｒｅａｍｓ　1 星野　道夫
小石、地球の来歴を語る ヤン・ザラシーヴィッチ Ｍｉｃｈｉｏ’ｓ　ｎｏｒｔｈｅｒｎ　ｄｒｅａｍｓ　2 星野　道夫
雪の結晶図鑑 菊地　勝弘 希望の大地 桃井　和馬
お天気ニュースの読み方・使い方 饒村　曜 韓国のやきもの 姜　敬淑
理系のアナタが知っておきたいラボ生活の中身 野地　澄晴 エコ＊文房具 平田　美咲
ＨＳＰと分子シャペロン 水島　徹 描きたくなる！ボールペンイラスト見本帳 三原　等
好きになる生化学 田中　越郎 ◎ 篆刻入門実例５００ 遠藤　彊
進化 カール・ジンマー 最新音楽の科学がよくわかる本 岩宮　真一郎

利己的遺伝子から見た人間 小林　朋道 読むだけで、声と歌が見違えるほどよくなる本 福島　英
人類大移動 印東　道子 錯覚のスポーツ身体学 木寺　英史
アナザー人類興亡史 金子　隆一 大会で勝つ！陸上長距離・駅伝記録を伸ばすポイント５０ 川嶋　伸次

9類　　文学

6類　　産業

7類　芸術・スポーツ

8類　　言語

4類　　自然科学

5類　　技術

読みたい本のリクエストはいつでも受け付けています。 



◎をつけた本は、生徒、教員のリクエストで入荷しました。 No.1
るるぶテルマエ・ロマエ ＪＴＢパブリッシング

入門者のＥｘｃｅｌ　ＶＢＡ 立山　秀利 るるぶ京都 ＪＴＢパブリッシング
学校司書と先生のためのすぐできるブックトーク 渡辺　暢惠 るるぶ京都のきほん ＪＴＢパブリッシング
脳を創る読書 酒井　邦嘉 るるぶ九州 ＪＴＢパブリッシング
街場の読書論 内田　樹 るるぶ香川高松琴平直島小豆島 ＪＴＢパブリッシング
電子書籍の時代は本当に来るのか 歌田　明弘 るるぶ高知四万十 ＪＴＢパブリッシング
わたしの小さな古本屋 田中　美穂 るるぶ石垣宮古西表島 ＪＴＢパブリッシング
アレ何？大事典 佐々木　正孝 るるぶ鳥取大山 ＪＴＢパブリッシング
子どもの「なんで？」にキッパリ答える本 小泉　十三 るるぶ東京 ＪＴＢパブリッシング
北海道ルール 都会生活研究プロジェクト〈北海道チーム〉 るるぶ東北 ＪＴＢパブリッシング
新聞・テレビはなぜ平気で「ウソ」をつくのか 上杉　隆 ◎ るるぶ富良野旭山動物園札幌 ＪＴＢパブリッシング
絵図で歩く倉敷のまち 倉地　克直 ◎ るるぶ北海道 ＪＴＢパブリッシング

◎ ＴＲＡＶＥＬ〓ＳＴＹＬＥ北海道 ＪＴＢパブリッシング
１００の思考実験 ジュリアン・バジーニ ◎ 沖縄の宮古島１００の素顔 沖縄の宮古島１００の素顔編集委員会

ソウルダスト ニコラス・ハンフリー ◎ 沖縄の歩き方
トニー・ブザン頭がよくなる本 トニー・ブザン
色神さまと色のひみつ 知らないと恥をかく世界の大問題 池上　彰

３類　　社会科学

０類　　総記　コンピュータ　図書館学

1類　　哲学　宗教　心理学

倉敷天城中学校・高等学

校

図書館発行

２０１２年

5月31日 ＮO. 2

高校図書委員高校図書委員高校図書委員高校図書委員でイベントをしますでイベントをしますでイベントをしますでイベントをします

倉敷天城中学校・高等学校の図書館は貸出冊数1万冊を超える

人気の図書館ですが、まだまだ利用したことがない人もいるよう

です。

新しい本

約300冊入荷

（4/28～5/28入荷分）

色神さまと色のひみつ ポーポー・ポロダクション 知らないと恥をかく世界の大問題 池上　彰
勉強が楽しくなるノート術 トニー・ブザン 二千年紀の社会と思想 見田　宗介
小さな悩みを消すレッスン 香山　リカ リアル公務員 町田　智弥

◎ 沖縄パワースポットの歩き方 知名　藤枝 リーン・スタートアップ エリック・リース
運命を開く魔法の杖プチ 鏡　リュウジ ◎ 究極の判断力を身につけるインバスケット思考鳥原　隆志

◎ 誕生日大全 サッフィ・クロフォード 論理的にプレゼンする技術 平林　純
◎ 恋に効く魔法の杖プチ 鏡　リュウジ 庶民は知らないデフレの真実 森永　卓郎

「友だちいない」は“恥ずかしい”のか 武長　脩行 １５歳からのファイナンス理論入門 慎　泰俊
あとからくる君たちへ伝えたいこと 鍵山　秀三郎
一生折れない自信のつくり方 青木　仁志

◎ 坂の上の坂 藤原　和博
仕事は９９％気配り 川田　修
就職する前にしておきたい１７のこと 本田　健
集中力を確実にアップする技術 ライフ・エキスパート
人生を豊かにする英語の名言 森山　進
図解一生折れない自信のつくり方 青木　仁志
イスラームとは何か 小杉　泰
日本の神様入門

いまいまいまいま、、、、図書館図書館図書館図書館でででで人気人気人気人気のののの本本本本は・・・は・・・は・・・は・・・

です。

たくさんの人に利用してもらうために、高校各クラスの図書委員

が中心になって、図書館を盛り上げるイベントを計画しています

（案内はのちほど！）ので、ぜひ皆さん足を運んで下さい。

＜読書会の予定＞

高校1年読書会・・・6月18日（月）、25日（月）

高校3年読書会・・・6月25日（月）

図書館には書店で人気の本がすぐに入荷しています。

新着本の棚には毎日新しい本が入っています。

＜＜＜＜貸出ランキング貸出ランキング貸出ランキング貸出ランキング 集計期間集計期間集計期間集計期間12.4.1～～～～12.5.28＞＞＞＞

修学旅行の本を中心に、

旅行ガイドブックの最新版が入荷しています！

日本の神様入門
幸せのタネをまくと、幸せの花が咲く 岡本　一志
置かれた場所で咲きなさい 渡辺　和子

人類の歴史を変えた８つのできごと 真　淳平
◎ 世界史 上・下 ウィリアム・Ｈ．マクニール

ジョージ・ポットマンの平成史 ジョージ・ポットマン
現代語古事記 竹田　恒泰
戦国合戦史事典 小和田　泰経
北朝鮮現代史 和田　春樹
ヨーロッパ謎と不思議の歴史事典 桐生　操
マヤ文明 青山　和夫
世界史悪女のミステリー 桐生　操
全国五つ星の手みやげ 岸　朝子
スティーブ・ジョブズの生き方 カレン・ブルーメンタール

素顔の伊達政宗 佐藤　憲一
地球を遊ぼう！ Ａ－Ｗｏｒｋｓ

２類　　歴史

日本語教師による

大爆笑のエッセイ。

外国人から日本語

をみると・・・？

＜＜＜＜貸出ランキング貸出ランキング貸出ランキング貸出ランキング 集計期間集計期間集計期間集計期間12.4.1～～～～12.5.28＞＞＞＞

１１１１．．．．『『『『日本人日本人日本人日本人のののの知知知知らないらないらないらない日本語日本語日本語日本語3333』』』』 蛇蔵蛇蔵蛇蔵蛇蔵 著著著著

２２２２．．．．『『『『悪の娘悪の娘悪の娘悪の娘1』』』』 悪の悪の悪の悪のP 著著著著

３３３３．．．．『『『『都会のトム＆ソーヤ都会のトム＆ソーヤ都会のトム＆ソーヤ都会のトム＆ソーヤ9、、、、10』』』』 はやみねかおるはやみねかおるはやみねかおるはやみねかおる 著著著著

４４４４．．．．『『『『心霊探偵八雲心霊探偵八雲心霊探偵八雲心霊探偵八雲9』』』』 神永学神永学神永学神永学 著著著著

５５５５．．．．『『『『ぼくらの秘島探検隊ぼくらの秘島探検隊ぼくらの秘島探検隊ぼくらの秘島探検隊』』』』 宗田理宗田理宗田理宗田理 著著著著



◎ 国家は破綻する カーメン・Ｍ．ラインハート プロセスでわかる天体望遠鏡の使い方 大野　裕明 No.2
◎ ソーシャルデザイン グリーンズ 宇宙特選画像 田村　元秀
◎ ささいなことで傷つかない人の人間関係 加藤　諦三 １３７億光年の宇宙論 藤田　貢崇

影響力の武器 ロバート・Ｂ．チャルディーニ これから見られる日食と月食データブック 片山　真人
日本の路地を旅する 上原　善広 マーカス・チャウンの太陽系図鑑 マーカス・チャウン

◎ １０年後に食える仕事食えない仕事 渡邉　正裕 深海と深海生物 海洋研究開発機構

ルポ賃金差別 竹信　三恵子 結晶とはなにか 平山　令明
資格図鑑！ オバタ　カズユキ カタツムリのごちそうはブロック塀！？ 稲垣　栄洋

◎ 家族という意志 芹沢　俊介 巨大津波は生態系をどう変えたか 永幡　嘉之
◎ 自殺論 デュルケーム キノコの教え 小川　真

３・１１後を生きるきみたちへ たくき　よしみつ 日本のきのこ 今関　六也
ＡＭＤＡ被災地へ！ 菅波　茂 シダの扉 盛口　満
ふたつの震災 西岡　研介 ヒトの見ている世界蝶の見ている世界 野島　智司
特別授業３．１１君たちはどう生きるか あさの　あつこ 魚は痛みを感じるか？ ヴィクトリア・ブレイスウェイト

なぜ、人は平気で「いじめ」をするのか？ 加野　芳正 カピバラ大好き 渡辺　克仁
◎ 不登校児再生の島 奥野　修司 シマリス 竹田津　実

ルポ良心と義務 田中　伸尚 なぜヤギは、車好きなのか？ 小林　朋道

リアル公務員リアル公務員リアル公務員リアル公務員

タテ割り・人事異

動・ゆるキャラ・

住民参加・天下

り・たらい回し…

現役公務員が描い

た「お役所の今」

がわかるコミック

＆エッセイ。

知っているようで

知らない「おかし

さ」「哀しさ」そ

して「醍醐味」。

図解図解図解図解 東大生が選んだ勉強法東大生が選んだ勉強法東大生が選んだ勉強法東大生が選んだ勉強法

ノートの表紙にヒ

ントを書いて記憶

する、勉強時間は

目的に合わせて設

定する、1冊の参

考書を徹底的に攻

略する、など、目

からウロコのテク

ニックがもりだく

さん。やっている

人はやっている。

子どもの教育費これだけかかります。 日労研編集部 生きる力を磨く６６の処方箋 鎌田　実
文化祭企画・アイディア事典 彩図社編集部 大往生したけりゃ医療とかかわるな 中村　仁一
新採教師の死が遺したもの 久富　善之 ◎ ビタミンＣの事典 石神　昭人
プロの教師のすごいほめ方・叱り方 佐藤　幸司 科学でわかる男と女の心と脳 麻生　一枝

◎ 教師の悩みに答える部活指導のヒント 高畑　好秀 家庭と学校ですぐに役立つ感情を爆発させる子どもへの接し方 パット・ハーヴェイ

高校英語授業を変える！ 金谷　憲 ◎ 低線量被曝のモラル 一ノ瀬　正樹
大学ランキング ステータス症候群 マイケル・マーモット

高機能自閉症・アスペルガー症候群への思春期・青年期支援 井上　雅彦 よくわかる栄養学の基本としくみ 中屋　豊
発達障害児の感情コントロール力を育てる授業づくりとキャリア教育 新井　英靖 日本の医療この人を見よ 海堂　尊
みんなに愛される子が育つ！「魔法のレッスン」 篠崎　光正 境界をこえる 安藤　忠雄
一生役立つ「お金のしつけ」 たけや　きみこ 仕事をつくる 安藤　忠雄
塾長が教える塾に行かなくていい勉強法 井上　哲夫 知っておきたい放射能の基礎知識 斎藤　勝裕
図解東大生が選んだ勉強法 東大家庭教師友の会

学校制服の文化史 難波　知子 中国原発大国への道 郭　四志
◎ 「江戸しぐさ」完全理解 越川　礼子 電力改革 橘川　武郎
◎ 図説暮らしとしきたりが見えてくる江戸しぐさ 越川　礼子 原発は不良債権である 金子　勝
◎ 「超」入門　失敗の本質 鈴木　博毅 騙されたあなたにも責任がある 小出　裕章

中国スパイ秘録 デイヴィッド・ワイズ 電話はなぜつながるのか 米田　正明

5類　　技術

さ」「哀しさ」そ

して「醍醐味」。

科学でわかる男と女の心と脳科学でわかる男と女の心と脳科学でわかる男と女の心と脳科学でわかる男と女の心と脳

男はなぜ若い子を好

むのでしょうか？

女はなぜ金持ちを好

むのでしょうか？

本書は、ふだん聞け

ない性の科学を明ら

かにしました。

性の裏側を、進化論

という視点で解説。

空想科学読本空想科学読本空想科学読本空想科学読本 11111111

とある科学の超電磁

砲』御坂美琴の

「レールガン」の仕

組み！『デュララ

ラ！！』平和島静雄

の「道路標識引っこ

抜き」は可能か！？

など、科学の目で真

剣に考えれば、それ

ぞれの世界はますま

す面白くなる。人気

シリーズ最新刊です。

不登校児再生の島不登校児再生の島不登校児再生の島不登校児再生の島

人はやっている。

中国スパイ秘録 デイヴィッド・ワイズ 電話はなぜつながるのか 米田　正明
ロボットはなぜ生き物に似てしまうのか 鈴森　康一

◎ 世界でもっとも美しい１０の科学実験 ロバート・Ｐ．クリース うまい酒の科学 酒類総合研究所

◎ 科学と人間の不協和音 池内　了 ネイリストになるには 津留　有希
銀の空想科学読本 柳田　理科雄 １９時から作るごはん 行正　り香
空想科学読本 柳田　理科雄 健康と調理のサイエンス 大越　ひろ
一冊でわかる理系なら知っておきたい数学の基本ノート 佐々木　隆宏 調理がわかる物理・化学の基礎知識 香西　みどり
語りかける中学数学 高橋　一雄 心は、強くなる 長友　りえ
高校生のための数学入門 西森　晃
マンガでわかる微分積分 石山　たいら チョコレートの真実 キャロル・オフ

多面体と宇宙の謎に迫った幾何学者 シュボーン・ロバーツ ２０１４年日本再浮上 若林　栄四
微積で楽しく高校物理がわかる本 田原　真人 ９０分解説ＴＰＰ入門 日本経済新聞社

ヒラメキ公認ガイドブックようこそ宇宙へ キャロル・ストット ◎ メディアの大罪 三橋　貴明
マンガでわかる宇宙のしくみと謎 中川　人司 ◎ よくわかるＴＰＰ　４８のまちがい 鈴木　宣弘
宇宙１００の謎 福井　康雄 世界一わかりやすい「ＴＰＰ」の授業 小泉　祐一郎

宇宙の謎と不思議を楽しむ本 藤井　旭
デジタルカメラによる星座写真の写し方 沼沢　茂美

4類　　自然科学

6類　　産業

不登校児再生の島不登校児再生の島不登校児再生の島不登校児再生の島

沖縄本島南部に浮か

ぶ久高島に、全国各

地からやってくるの

は、不登校、引きこ

もり、いじめなどで

家にも学校にも居場

所がなくなった問題

児ばかり。

島のゆったりとした

時間の中で、だんだ

んと心を立ち直らせ

ていく感動ノンフィ

クション。

読読読読みたいみたいみたいみたい本本本本のリクエストはいつでものリクエストはいつでものリクエストはいつでものリクエストはいつでも受受受受けけけけ付付付付けていますけていますけていますけています。。。。



◎ ヨーロッパホラー＆ファンタジー・ガイド 荒俣　宏 No.3
近代日本思想の肖像 大沢　真幸 運命を生きる 浅野　史郎
渋沢竜彦との日々 渋沢　竜子 無菌病棟より愛をこめて 加納　朋子
渋沢竜彦ドラコニア・ワールド 渋沢　竜彦 文芸くらしき
小説的思考のススメ 阿部　公彦 アーネスト・ヘミングウェイ 日本ヘミングウェイ協会

プリミティブアートってなぁに？ マリー・セリエ 渋沢竜彦との旅 渋沢　竜子 インクリングズ ハンフリー・カーペンター

◎ わたしが芸術について語るなら 千住　博 万葉集歌の力 七王国の玉座 ジョージ・Ｒ．Ｒ．マーティン

◎ まなざしのレッスン 三浦　篤 伊勢物語総索引 大野　晋 花言葉をさがして ヴァネッサ・ディフェンバー

風しもの村 貝原　浩 ◎ ＤＤＤ　1 奈須　きのこ 居心地の悪い部屋 ブライアン・エヴンソン

日本の「かわいい」図鑑 中村　圭子 あのころの、 窪　美澄 ダーク・スター・サファリ ポール・セロー

とにかくやさしいギター教本 たしま　みちを かすてぃら さだ　まさし “Ｉｔ（それ）”と呼ばれた子　上・中・下 デイヴ・ペルザー

初心者のエレキ・ギター基礎教本 自由現代社編集部 サクラ咲く 辻村　深月 ぼくはお金を使わずに生きることにした マーク・ボイル

バレエをはじめましょう ダーシー・バッセル サファイア 湊　かなえ ◎ 奪われた人生 ジェイシー・デュガード

「数学女子学園」ＰＨＯＴＯ　ＢＯＯＫ ドＳ刑事（デカ） 七尾　与史 ◎ ゲーテとの対話　上・中・下 エッカーマン
現代落語論 立川　談志 トーキョー・クロスロード 浜野　京子 大人の残酷おとぎ話初版『グリム童話』 由良　弥生
スポーツの百科事典 田口　貞善 トネイロ会の非殺人事件 小川　一水 ◎ 本当は恐ろしいグリム童話 桐生　操
よくわかるスポーツ心理学 中込　四郎 ◎ ネコソギラジカル 西尾　維新 旅人は死なない リシャール・コラス

7類　芸術・スポーツ

9類　文学

図書館新着本案内 ２枚目！

新新新新
着着着着
案案案案
内内内内
にににに
紹紹紹紹
介介介介
しししし
たたたた
本本本本
はははは

すすすす
べべべべ
てててて
図図図図
書書書書
館館館館
入入入入
っっっっ
てててて
すすすす
ぐぐぐぐ
のののの
新新新新
着着着着

本本本本
ココココ
ーーーー
ナナナナ
ーーーー
にににに
並並並並
べべべべ
てててて
ああああ
りりりり
まままま
すすすす
。。。。

究極の身体（からだ） 高岡　英夫 ブラッド・スクーパ 森　博嗣 出会い ミラン・クンデラ

写真記録〈体育とスポーツ〉の世界史 写真記録刊行会 花のようする 藤谷　治 無慈悲な昼食 エベリオ・ロセーロ

上達の技術 児玉　光雄 楽園のカンヴァス 原田　マハ 新生 ダンテ
すべてのマラソンランナーに伝えたいこと 瀬古　利彦 感染遊戯 誉田　哲也
マラソン 白鳥　早奈英 鋼の魂 仁木　英之
部活で大活躍できる！陸上最強のポイント５０ 福間　博樹 降霊会の夜 浅田　次郎
Ｍｕｌｔｉ　Ｖｉｓｉｏｎバッティング 高橋　善正 桜舞う あさの　あつこ

◎ イチローイズム 石田　雄太 ◎ 少年名探偵虹北恭助の冒険 はやみね　かおる

イチロー式集中力 児玉　光雄 心霊探偵八雲 神永　学
◎ なでしこ力 佐々木　則夫 新月譚 貫井　徳郎
◎ ハンドボールパーフェクトマスター 宮崎　大輔 ◎ 赤い夢の迷宮 勇嶺　薫
◎ ハンドボールをはじめよう 高村　忠範 雪と珊瑚と 梨木　香歩
◎ 試合で大活躍できる！ハンドボール上達のコツ５０ 松井　幸嗣 卒業 はやみね　かおる

◎ 部活で大活躍できる！水泳最強のポイント５０ 中村　真衣 太陽は動かない 吉田　修一
今日からはじめる山歩き 地をはう風のように 高橋　秀雄
はじめてでも釣れる！かんたん釣り入門 ダイワ精工株式会社 ◎ 巴之丞鹿の子 近藤　史恵
マンガ・武道のすすめ 田代　しんたろう 判決はＣＭのあとで 青柳　碧人

◎ 現代弓道講座　1-7巻 宇野　要三郎 悲鳴伝 西尾　維新

日本の「かわいい」図鑑日本の「かわいい」図鑑日本の「かわいい」図鑑日本の「かわいい」図鑑

竹久夢二、松本か

つぢからはじまり、

サンリオのグッズ

が流通するように

なった頃から、日

本国中がカワイイ

ものにうめつくさ

れるようになっ

た！世界のｋａｗ

ａｉｉとなった、

ファンシー・グッ

ズ満載。

困ったときのベタ辞典困ったときのベタ辞典困ったときのベタ辞典困ったときのベタ辞典

とにかく今すぐ使

えるベタ語、これ

なら一度は言って

みたいベタ語、教

科書にはのってい

なかったベタ語な

ど、おもしろいベ

タな表現がたくさ

ん載っています。

図書館で人気の本

です。

着着着着。。。。

◎ 現代弓道講座　1-7巻 宇野　要三郎 悲鳴伝 西尾　維新
勝ち続ける意志力 梅原　大吾 百鬼夜行の少年 天堂　里砂

氷山の南 池沢　夏樹
困ったときのベタ辞典 アコナイトレコード 福音の少年 あさの　あつこ

論理的に話す技術 山本　昭生 返信 野島　伸司
発音の基礎から学ぶ中国語 相原　茂 ◎ 僕等がいた 小畑　友紀
ゼロからスタート韓国語 鶴見　ユミ 野いばら 梶村　啓二
イギリスの小学校教科書で始める親子で英語絵本リーディング 古川　昭夫 ◎ 輪（まわ）るピングドラム 幾原　邦彦
英語で手帳をつけてみる 石原　真弓 恋するエクソシスト 梨沙
新ＴＯＥＩＣ　ＴＥＳＴリスニング完全攻略 宮野　智靖 恋より或いは美しいもの 沢木　まひろ
世界一わかりやすい英語の勉強法 関　正生 異性 角田　光代
早慶高に塾ナシで合格するための英語 富沢　利之 人生なんてくそくらえ 丸山　健二
英語の発音がよくなる本 巽　一朗 仙台ぐらし 伊坂　幸太郎

日本人は英語のここが聞き取れない 松岡　昇 日本の文脈 内田　樹
はじめて英語で日記を書いてみる 石原　真弓 日本語の冒険 阿刀田　高
英語で聴く世界を変えた感動の名スピーチ 平野　次郎 山行記 南木　佳士

8類　言語

ファンシー・グッ

ズ満載。

少年名探偵虹北恭助の冒険少年名探偵虹北恭助の冒険少年名探偵虹北恭助の冒険少年名探偵虹北恭助の冒険

です。

輪（まわ）るピングドラム輪（まわ）るピングドラム輪（まわ）るピングドラム輪（まわ）るピングドラム

古本屋の店番をし

ながら本を読んで

生活するヘンな小

学生・虹北恭助。

幼なじみの野村響

子といっしょに、

虹北商店街でおこ

るさまざまな事件

にいどむ！リクエ

ストで入荷です。

「少女革命ウテ

ナ」「美少女戦士

セーラームーン」

シリーズの幾原邦

彦監督、１２年ぶ

りのオリジナルＴ

Ｖアニメ原作小説。

上・中・下巻があ

ります。リクエス

トで入荷しました。


