
★ 人間さまお断り ジェリー・カプラン

一歩前へ！学校図書館 熊谷　一之
枕元の本棚 津村　記久子

書店・図書館で働く人たち 戸田　恭子
ギネス世界記録 クレイグ・グレンディ

ＹＯ！サボロー サボロー会議

まるで本当のような嘘の話 トキオ・ナレッジ

荘子 玄侑　宗久
感じるスコラ哲学 山内　志朗
「怒り」がスーッと消える本 水島　広子
「考える」は技術 グル・マドハヴァン

生きづらい時代と自己肯定感 高垣　忠一郎
臨床心理士・公認心理師まるごとガイド 亀口　憲治
電波妻 ＴＡＩＺＯ

◎ 世界は自分で創る　上 Ｈａｐｐｙ
パワーストーンの小さな事典 ジュディ・ホール

まじめに生きるって損ですか？ 雨宮　まみ
★ 巨大な夢をかなえる方法 ジェフ・ベゾス

となりのイスラム 内藤　正典
熊野八咫烏 山本　殖生
日本のほとけさまに甘える 大江　吉秀

いっきに学び直す日本史　実用編／教養編 安藤　達朗
★ 超現代語訳戦国時代 房野　史典
はじめて学ぶイタリアの歴史と文化 藤内　哲也
日本架空伝承人名事典 大隅　和雄
帝国ホテルの考え方 犬丸　徹郎
ファラデーと電磁力 ブライアン・バウアーズ 転換期を生きるきみたちへ 内田　樹
ベンツと自動車 ダグ・ナイ 池上彰の君たちと考えるこれからのこと 池上　彰
メンデルと遺伝 ウィルマ・ジョージ あきらめることをあきらめた 小森　陽一
ガリレオと新しい学問 マーチン・サジェット ファシズムとは何か ケヴィン・パスモア

ハッブル 家　正則 話したくなる世界の選挙 コンデックス情報研究所

ココ・シャネル力 八坂　裕子 ヘイトスピーチ エリック・ブライシュ

広島・宮島 学びから始まる私たちの人権 部落解放・人権研究所

熊野からケルトの島へ 桐村　英一郎 「ことば・表現・差別」再考 おとなの学び研究会

図書館からのお知らせ

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行

2016年10月14日
ＮＯ．５

０類　　百科事典・雑学・コンピュータなど

3類　　社会・経済・教育・法律など

１類　　哲学・宗教・心理学など

2類　　歴史・伝記・地理など

新しい本

約２４０冊入荷

（9/1～9/30入荷分）

１１０周年記念式典・講演会が無事終わり、後期がスタートしましたね。

記念式典での校歌斉唱、とても素晴らしく感じました。

そして、定期考査も終了しましたが、秋はこれからです。

運動の秋、食欲の秋、芸術の秋、読書の秋…みなさんはどんな＜秋＞を

過ごしますか？

１０月２７日（木）～１１月９日（水）は、読書週間です。日頃あま
り本に触れていない人も、毎日本を読んでいる人も、この読書週間にぜ

ひ図書館に来てください♪天城中学校・高等学校での読書が、実りある

ものになりますように☆

「ハングリーであれ。愚か者であ

れ」故スティーブ・ジョブズの名言

が生まれたのは、スタンフォード大

学での卒業式スピーチだった。「賢

さか、優しさか」を問うアマゾン創

業者。「グーグル誕生」の秘密と

は？ハーバードなど一流大卒業生に

向けた渾身スピーチ集。

人口知能技術の進歩に伴い、「人

間さまお断り」の時代は必ずやっ

てくる。そのときに備え、人類は

どんな手を打つべきなのか。ＡＩ

研究に草創期から関わった著者が、

ＩＴ起業家としての視点から大胆

に切り込む一冊。

欲、プライド、派閥、戦略、信頼、

裏切り、友情、愛、別れ…。戦国時

代は、現代社会にも通じる“すべ

て”が詰まった、笑い涙ありのキン

グ・オブ・ドラマ！「応仁の乱」か

ら「真田丸」まで。教科書では読め

ない、裏話や面白エピソードも満載。



人権の絵本　３・４ 喜多　明人 クリニック・薬局で働く人たち 橋口　佐紀子

人権の絵本　５ 満川　尚美 じたばたナース 水谷　緑
人権の絵本　６ 岩辺　泰吏 世界のエリートがやっている最高の休息法 久賀谷　亮
原爆ドーム 頴原　澄子 すべての疲労は脳が原因 梶本　修身
南シナ海でなにが起きているのか 山本　秀也 すぐやる！ 菅原　洋平
冷戦と「アメリカの世紀」 菅　英輝 知っていると安心できる成分表示の知識 左巻　健男
ヒロシマに来た大統領 朝日新聞取材班

憲法カフェへようこそ あすわか どうなっているの？だんめん図鑑 断面マン
経済数学の直観的方法　マクロ経済学編 長沼　伸一郎 環境と経済がまわる、森の国ドイツ 森　まゆみ

★ 人口と日本経済 吉川　洋 ◎ サグラダ・ファミリア 外尾　悦郎
言葉づかいのトリセツ ビジネス文章力研究所 ウッドファースト！ 上田　篤
銀行で働く人たち 小堂　敏郎 ゼロからわかるＰＨＰ超入門 星野　香保子

世界国勢図会　２０１６／１７ 矢野恒太記念会 ファストファッションはなぜ安い？ 伊藤　和子
日本国勢図会　２０１６／１７ 矢野恒太記念会 ＳｅｒｉａではじめるかんたんＤＩＹ
１８歳からの格差論 井手　英策 夜遅やせごはん 岩間　範子
アサーション・トレーニング 平木　典子 つくおき ｎｏｚｏｍｉ
子どものスマホ・トラブル対応ガイド 安川　雅史 まいにちおやつ なかしま　しほ

いろいろな性、いろいろな生きかた　全３巻 渡辺　大輔 ★ ホラーめし
みんな大切！ ローリ・ベケット カフェみたいな暮らしを楽しむ本
ＬＧＢＴサポートブック はた　ちさこ 母と子と家族のためのいのちの授業 寺田　恵子
Ｑ＆Ａ児童虐待防止ハンドブック 児童虐待問題研究会

“子ども虐待死ゼロ”を目指す法改正の実現に向けて 後藤　啓二
命と向きあう教室 制野　俊弘
自尊感情の心理学 中間　玲子
ブータン王国の教育変容 杉本　均
生徒の生き方が変わるグローバル教育の実践 石森　広美
地球市民の人権教育 肥下　彰男
子どもが先生が地域とともに元気になる人間関係学科の実践 森田　洋司
中学生・高校生　学習・行動が気になる生徒を支える 酒井　貴庸
結局、ひとりで勉強する人が合格する 鬼頭　政人

★ ネフェルティティもパックしていた アンヘラ・ブラボ

近代日本学校制服図録 難波　知子
すぐに役立つ３６６日記念日事典 加瀬　清志
マイ・ヴィンテージ・ハロウィン マリオン・ポール

うわさと俗信 常光　徹
スノーデン・ショック デイヴィッド・ライアン

人間ＶＳテクノロジー ウェンデル・ウォラック

たのしい講座を開いた科学者たち 永田　英治
中高生のための科学自由研究ガイド ターニャ・Ｍ．ヴィッカーズ

算数・数学はアートだ！ ポール・ロックハート

◎ 新Ｅｘｃｅｌコンピュータシミュレーション 三井　和男
多角形百科 細矢　治夫
先生、物理っておもしろいんですか？ パリティ編集委員会

目で見る化学 ロバート・ウィンストン

重力波は歌う ジャンナ・レヴィン

重力波とはなにか 安東　正樹
宇宙の「一番星」を探して 谷口　義明
蜃気楼のすべて！ 日本蜃気楼協議会

海の大図鑑 深沢　理郎
★ 寿命図鑑 やまぐち　かおり

カビのはなし カビ相談センター

外来種は本当に悪者か？ フレッド・ピアス

世界植物記　アフリカ・南アメリカ編 木原　浩
日野原重明先生の生き方教室 日野原　重明

知らないと危ない毒の話 井上　浩義
カラー図解はじめての生理学　下 田中（貴邑）富久子

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

4類　　数学・物理・化学・生物など

人口減少が進み、日本の財政赤字は

拡大の一途をたどり、地方は「消

滅」の危機にある。もはや衰退は不

可避ではないか―。そんな思い込み

に対し、長く人口問題と格闘してき

た経済学は「否」と答える。日本に

蔓延する「人口減少ペシミズム（悲

観論）」を排し、日本経済の本当の

課題に迫る。

歴史に名を刻む美しい王妃たち

は、古代から権威の象徴である

美と若さを保つため、そしてや

がて訪れる死を遠ざけるため、

古今東西の植物を駆使し、独自

の美容法を編み出してきた。

みんな、いつか死んでしまう。と

いうことを知って、一生懸命生き

ていってほしい。そんな想いを込

めて、動物、人、建築物、機械、

天体…この世のすべてを１３カテ

ゴリーにわけて３２４個の寿命と、

それにまつわるエピソードを集め

た図鑑。

肉巻きミイラ、脳みそのマフィ

ン、目玉ゼリーなど見た目のイ

ンパクト大のハロウィン・ヴィ

ジュアルレシピ本。定番料理も

簡単にハロウィン主役料理に！

欲、プライド、派閥、戦略、信頼、

。戦国時

て”が詰まった、笑い涙ありのキン

グ・オブ・ドラマ！「応仁の乱」か

ら「真田丸」まで。教科書では読め

ない、裏話や面白エピソードも満載。



花の名前、品種、花色でみつける切り花図鑑 草土出版
パグまんが　めー語 よしこ
焼き肉を食べる前に。 中川　洋典
スーさんの「ガリガリ君」ヒット術 鈴木　政次

★ 世界の巨樹・古木 ジュリアン・ハイト

浮世絵でみる！お化け図鑑 中右　瑛
どうすれば上達するかがよくわかる！人物デッサン 国政　一真
チェルノブイリの春 エマニュエル・ルパージュ

ブーちゃん 藤城　清治
ほのぼのログ　２ 深町　なか
殷周伝説　２０・２１・２２ 横山　光輝
カワイイおばあさんの「ひらめきノート」 田村　セツコ

デリカシー体操 ヨシタケ　シンスケ

★ 不思議のもふもふティーパーティー らいらっく
不思議のもふもふカフェ らいらっく
レッドタートル マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット

◎ マヌエル・アルバレス・ブラボ写真集 マヌエル・アルバレス・ブラボ

美剣三日月宗近 道満　三郎
世界の甲冑・武具歴史図鑑 ペトル・クルチナ

世界の刀剣歴史図鑑 ハービー・Ｊ．Ｓ．ウィザーズ

★ 中学生ブラバン天国 オザワ部長
デーモン閣下悪魔的歌唱論 デーモン閣下

世界演劇辞典 石沢　秀二
◎ ザ・パントマイム カンジヤマ・マイム

◎ おしゃべりなパントマイム カンジヤマ・マイム

まぁ映画な、岡山じゃ県　２ 世良　利和
新海誠Ｗａｌｋｅｒ 新海　誠
君の名は。公式ビジュアルガイド
まぁ映画な、岡山じゃ県！ 世良　利和
Ｊ　Ｍｏｖｉｅ　Ｍａｇａｚｉｎｅ　ｖｏｌ．１４
全身改造メソッド 中野　ｼﾞｪｰﾑｽﾞ修一

スロー＆クイックトレーニング 石井　直方
勝ち方はポケモンが教えてくれた ビエラ

★ 学校では教えてくれないゆかいな日本語 今野　真二
笑える日本語辞典 ＫＡＧＡＭＩ＆Ｃｏ．

〈役割語〉小辞典 金水　敏
中国語で案内する日本 塚本　慶一

◎ 動けば英語が身にしみる カンジヤマ・マイム

ユリイカ　第４８巻第１３号
漱石の思い出 夏目　鏡子
川島隆太教授の脳トレ川柳 川島　隆太
美しい百人一首の風景 ＭｄＮ編集部

百人一首人物大事典 渡部　泰明
西行はどのように作られたのか 花部　英雄 小説秒速５センチメートル 新海　誠
怪物君 吉増　剛造 小説君の名は。 新海　誠
地獄谷温泉無明ノ宿 タニノ　クロウ 罪の声 塩田　武士
ジッシュー！！ 古川　春秋 猫には推理がよく似合う 深木　章子
「悩み部」の成長と、その緊張。 麻希　一樹 ◎ ひみつ 福田　隆浩
挑戦者たち 法月　綸太郎 ぼぎわんが、来る 沢村　伊智
世界が記憶であふれる前に 岡本　貴也 立華高校マーチングバンドへようこそ　前後編 武田　綾乃
チョコレート・コンフュージョン 星奏　なつめ エミリの小さな包丁 森沢　明夫
神様の御用人　６ 浅葉　なつ ★ 何様 朝井　リョウ

◎ カゲロウデイズ　７ じん（自然の敵Ｐ） メビウス・ファクトリー 三崎　亜記
◎ 鍵屋甘味処改　４ 梨沙 危険なビーナス 東野　圭吾

9類　　文学論・小説

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

「超おいしそう！！うさ盛り

スウィーツを召し上がれ！」

可愛いもふもふうさぎと、と

ろけそうなスウィーツとのコ

ラボ！色鮮やかで美麗な食べ

物のイラストで、触りたくな

るイラスト集！

強豪校の部活の実態を紹介する吹

部訪問を中心に、顧問インタ

ビュー、演奏会やコンクールレ

ポートなど、日々の吹部活動に役

立つ一冊。吹奏楽部中学生に心か

らのエールを贈る１６０ページ！

３９カ国で取材・調査・撮影を

行い、樹齢千年を超える木や、

圧倒的な威容を誇る巨樹、自然

遺産の木など１００本を精選。

古くからある各地の木にまつわ

る物語や伝説を、見応えのある

写真とともに紹介。

イライラのイラって何？サワ

サワとザワザワ、どう違う？

人一倍って何倍？

「遊び心」が止まらない！

笑って読めて、ためになる日

本語教室。

生きていくことは、何者かに

なったつもりの自分に裏切られ

続けることだ。光を求めて進み、

熱を感じて立ち止まる―。今秋

映画化された『何者』のアナ

ザーストーリー６篇。書き下ろ

し新作も収録！



不機嫌な姫とブルックナー団 高原　英理 見てる、知ってる、考えてる 中島　芭旺
静かの海　１ 筏田　かつら ことばのこころ 中西　進

★ 私のスポットライト 林　真理子 ◎ 陰翳礼讃・文章読本 谷崎　潤一郎

光炎の人　上下巻 木内　昇 あせらず、おこらず、あきらめず 石井　ふく子

竜宮の鍵 田中　経一 日本文学全集　３０ 池沢　夏樹
ぼくはまだ、横浜でキスをしない 樋口　有介 ◎ 内田百間集成　９ 内田　百間
教室の灯りは謎の色 水生　大海 アリスのワンダーランド キャサリン・ニコルズ

★ 涙香迷宮 竹本　健治 シャナラの妖精石（エルフストーン）　前編 テリー・ブルックス

東京二十三区女 長江　俊和 ラ・フォンテーヌ寓話 ラ・フォンテーヌ

密室館殺人事件 市川　哲也 もっとたのしいハロウィンがいっぱい！（絵本） リチャード・プラット

名探偵の証明 市川　哲也 きょうはハロウィン（絵本） 平山　暉彦
みかづき 森　絵都
失踪．ｃｏｍ 原田　ひ香

◎ 悪徳のジャッジメント 悪ノＰ
恋するハンバーグ 山口　恵以子

君と夏が、鉄塔の上 賽助
ほしのこえ 新海　誠
サイレント・ブレス 南　杏子
ランボー怒りの改新 前野　ひろみち

クロスロード 新海　誠
★ 車夫 いとう　みく
青藍の峠 犬飼　六岐
ブッポウソウは忘れない 鳥飼　否宇
真田十勇士 マキノ　ノゾミ

ヒポクラテスの誓い 中山　七里
あなたのための誘拐 知念　実希人

夢みる葦笛 上田　早夕里

アリス・ザ・ワンダーキラー 早坂　吝
ヒポクラテスの憂鬱 中山　七里
夜露姫 みなと　菫
戦国２４時 木下　昌輝
どこかでベートーヴェン 中山　七里
蜜柑花子の栄光 市川　哲也
励み場 青山　文平
スローバラード 小路　幸也
あずかりやさん　２ 大山　淳子
Ｉ　ｌｏｖｅ　ｌｅｔｔｅｒ あさの　あつこ

★ 農ガール、農ライフ 垣谷　美雨
ヴァラエティ 奥田　英朗
君の名は。　Ａｎｏｔｈｅｒ　Ｓｉｄｅ：Ｅａｒｔｈｂｏｕｎｄ 新海　誠

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！図書館カウンターまで☆

明治の傑物・黒岩涙香が残した最

高難度の暗号に挑むのは、ＩＱ２

０８の天才囲碁棋士・牧場智久！

いろは四十八文字を一度ずつ、す

べて使って作る日本語の技巧と遊

戯性を極めた「いろは歌」四十八

首が挑戦状。

映画が大ヒットし

た『君の名は。』

高校２年生が

履修する、夏

目漱石特集☆

顔も家柄も成績も、地味でフ

ツーな、中学２年生の彩希。文

化祭のクラス劇で、なぜか押し

付けられて、主役をやることに。

演じるって、おもしろい。私、

女優になりたい！と、思ったの

だけど―。

猫に続き、

犬特集♪

高校図書委員さん

による９月の展示

『食欲の秋』

突然、人力車のひき手になった

１７歳の少年と、彼を取り巻く

人びとの群像劇。吉瀬走は、高

校陸上部の長距離選手。父親が

失踪した１か月半後、経済的な

頼みの綱の母親も出奔。走は高

校中退を決め、陸上部ＯＢの誘

いで車夫になる。

第２８回読書感想画中央コン

クール指定図書。

『車夫』 いとう みく

今月の展示

耕せば、人生は開ける！…って本

当ですか？仕事も彼氏も家も失い、

農業に目覚めたアラサー女子。お

んな一人、自給自足のハッピーラ

イフは手に入るのか？すべての迷

える女性に贈る、リアル・サバイ

バル小説！


