
入門者のＬｉｎｕｘ 奈佐原　顕郎

司書になるには 森　智彦

〈自分らしさ〉って何だろう？ 榎本　博明
スマホをやめたら生まれ変わった クリスティーナ・クルック

★ ゴル語録 ゴルゴ松本
人生はワンモアチャンス！ 水野　敬也
ギリシア神話の森 丹羽　隆子

進化は万能である マット・リドレー

新聞資料原爆　１・２
◎ おもいだしてくださいあのこどもたちを チャナ・バイヤーズ・アベルス

歴代天皇１２５代の謎 歴史ＲＥＡＬ編集部

後三条天皇 美川　圭
★ すごいお母さん、ＥＵの大統領に会う 尾崎　美恵

ニュートンと万有引力 Ｐ．Ｍ．ラッタンシ

ファインマン語録 ファインマン
フランスの美しい村を歩く 寺田　直子

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行

2016年11月1日
No.６

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

図書館からのお知らせ

新しい本

約１４０冊入荷

（10/1～10/25入荷分）

11月になり、ぐっと寒くなりましたね。紅葉も見頃が近付いてきました。

天城では本ともっとふれあうために、11月を読書月間としています。

そこで『アマコウ本まつり』のお知らせです！！

漢字とは過去から届くラブレ

ター。「命」の体文字で一世を

風靡した著者が、漢字の成り立

ちや意味に独自の解釈を加え、

人生の明るくポジティブな捉え

方を教える。

四国の一主婦が突然大ブレイク！そ

れは、長女の書いたブログがきっか

けだった。４３歳で岡山大学の大学

院に入学し、学んだフランス語を武

器に、四国を欧州に売り込む八面六

臂の大活躍！いくつになっても夢を

追いかけることはできる。地方創生

のヒントも満載。

読書月間のイベントとして、本をたくさん読むとくじが引ける、ふろくくじを開催し

ます♪

11月１日（火）～11月2５日（金）を特別貸出期間として、期間中の返却日のしお

りを5枚集めると、1回くじ引きに参加できます。（同じ日付のしおりはカウントされ

ないので、注意！）

しおりがあれば何回でもくじは引けるので、ぜひチャレンジしてみてくださいね！

くじが引ける期間は12月１２日（月）～１２月１４日（水）の３日間になります☆

それから12月には古本雑誌市を開催します♪

くじ引きと同時開催で、１２月１２日（月）～１２月１４日（水）の放課後に、天城

中・高図書館の古本＆雑誌のバックナンバーをみなさんにお譲りします。

掘り出し物もあるかも！？

たくさん本を読んで、イベントに参加してみてくださいね。みなさんの来館をお待ち

しています！！



速攻！これだけ！！一般常識＆図解時事　２０１８年度版

議員の品格 岸井　成格
白書の白書　２０１６年版 木本書店・編集部

県庁そろそろクビですか？ 円城寺　雄介

徳川家が見た戦争 徳川　宗英
なぜ、世界から戦争がなくならないのか？ 池上　彰
世界統計白書　２０１５－２０１６年版 木本書店・編集部

夢のお仕事さがし大図鑑　全５巻 夢のお仕事さがし大図鑑編集委員会

日本の教育の危機はどこにあるか 陰山　英男
特別の教科道徳Ｑ＆Ａ 松本　美奈

◎ ハンバーガグー！ てぃ先生
推薦入試・ＡＯ入試志望理由書・自己推薦書の書き方 八木　暉雄
今から間に合う推薦・ＡＯ入試面接 宮岡　政徳

★ 最後の秘境東京芸大 二宮　敦人
誰も知らない世界のことわざ エラ・フランシス・サンダース

ノーベル賞でつかむ現代科学 小山　慶太
生き抜くための中学数学 芳沢　光雄
生き抜くための高校数学 芳沢　光雄
有機化学　１ フォックス
天文キャラクター図鑑 渡部　潤一
ねじれとゆがみ 別所　愉庵

★ やってはいけない脳の習慣 横田　晋務
医者とはどういう職業か 里見　清一
なぜ蚊は人を襲うのか 嘉糠　洋陸

バリアバリュー 垣内　俊哉
兵器と大学 池内　了

★ もったいない プラネット・リンク

ＨＡＫＵＴＯ、月面を走れ 袴田　武史
大田記念病院が心をこめて贈る９１のレシピ 脳神経センター大田記念病院

だまされたと思って試してほしい料理の新常識 水島　弘史

★ 二本あしのワンコすみれちゃん、生きるすみれのしっぽ

いま行っておきたい秘境駅　１ 牛山　隆信
鉄道博物館読本 洋泉社編集部

通訳ガイドがゆく ランデル洋子

みんなのイラスト教室 中村　佑介
ビートルズのデザイン地図 石塚　耕一

★ おじいとおばあの沖縄ロックンロール 武藤　新二
べっぴんさん　Ｐａｒｔ１ 渡辺　千穂
ハウルの動く城 スタジオジブリ

ジブリの仲間たち 鈴木　敏夫
★ 「超」アニメ声優！ 堀川　りょう

広島東洋カープ語録集ぶちええ言葉 広島東洋カープ

すごい！広島カープ 赤坂　英一
素顔のフィギュアスケーター 宮本　賢二

◎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。
3類　　社会・経済・教育・法律など

5類　　技術・環境問題など

4類　　数学・物理・化学・生物など

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

6類　　農業・畜産・商業など

迷子になった元保護犬の柴犬・すみ

れちゃん。迷い込んだ線路で電車に

轢かれたとみられている。左の前あ

しと、後ろあしを失った瞬間から、

運命は大きく変わった。２本あしの

ワンコが伝えてくれた「命」の重み、

そして「生きることをあきらめな

い」こと―。

声優、俳優、アナウンサー、声

で勝負する人の力になります！

頭の中で絵コンテを描け！滑舌

が劇的によくなる発声法！「セ

リフ丸暗記」術！声優界のレ

ジェンドが贈る初の著書。

『おじいとおばあの

沖縄ロックンロール』

武藤 新二

歌詞は度忘れ、踊りもフシギ、

でも見ている人が元気になれる。

そんなシニア限定のコーラス隊

ＯＮＥ ＶＯＩＣＥが沖縄で結

成、ステージデビューを果たし

た！

青春とは若い世代だけのもので

はない。結成からデビューまで、

仲間とともにひたむきに歌い、

人生を謳歌する人びとを描くノ

ンフィクション。

「親子のコミュニケーション」

が、言語能力に関連した脳を育

てる…。小中高生７万人の実証

データによる衝撃レポート。親

が思いもよらなかったスマホ、

ゲームの脅威！

ノーベル平和賞受賞者で元ケニア

共和国環境副大臣故ワンガリ・

マータイさんが日本で見つけた言

葉「もったいない＝ＭＯＴＴＡＩ

ＮＡＩ」。日本人の美徳に再び注

目！小池百合子都知事が東京五輪

の新たなコンセプトに掲げた

「もったいない」。

入試倍率は東大の３倍！才能勝負

の難関入試を突破した天才たちは、

やはり只者ではなかった。お隣の

上野動物園からペンギンを釣り上

げたという伝説の猛者は実在する

のか？「芸術家の卵」たちの楽園

に潜入した、前人未到の探検記。



日本人の知らない日本語　２ 蛇蔵
★ 小論文これだけ！　教育超基礎編 樋口　裕一

怖いくらい通じるカタカナ英語の法則 池谷 裕二
小学校で習った四字熟語を英語で言えますか？ 守　誠

◎ ポケット詩集　１・２ 田中　和雄
明るい夜に出かけて 佐藤　多佳子

　 真田十勇士　外伝 小前　亮
朝が来るまでそばにいる 彩瀬　まる

★ ストロベリーライフ 荻原　浩
始皇帝の永遠 小前　亮
分かれ道ノストラダムス 深緑　野分
狂骨の夢 京極　夏彦
ミヤマ物語　第３部 あさの　あつこ

とげ 山本　甲士
氷の轍 桜木　紫乃
デトロイト美術館の奇跡 原田　マハ
怪盗探偵山猫　５ 神永　学
べっぴんさん　上 渡辺　千穂
江戸を造った男 伊東　潤
思い出のとき修理します　３ 谷　瑞恵
剣と紅 高殿　円

◎ 書店ガール　５ 碧野　圭
君を愛したひとりの僕へ 乙野　四方字

僕が愛したすべての君へ 乙野　四方字

ワイルドフラワーの見えない一年 松田　青子
恋するかぐや姫…♥… 秋山　佳也
蜜蜂と遠雷 恩田　陸
校庭に東風吹いて 柴垣　文子
瀬戸内少年野球団 阿久　悠

★ フラダン 古内　一絵
吾輩は猫である 夏目　漱石
キノの旅　２０ 時雨沢　恵一

猫と漱石と悪妻 植松　三十里

ぼくのおじさん 北　杜夫
★ 時限病棟 知念　実希人

お父さんと伊藤さん 中沢　日菜子

◎ ハードル　１ 青木　和雄
お任せ！数学屋さん　２・３ 向井　湘吾
ぼくらの魔女戦記　３ 宗田　理
パレードの明暗 石持　浅海

★ Ｘ－０１　１ あさの　あつこ

手のひらの京（みやこ） 綿矢　りさ
虹を待つ彼女 逸木　裕
翼をください こかじ　さら
スマイリング！ 土橋　章宏
かがやき荘アラサー探偵局 東川　篤哉
アレグロ・ラガッツァ あさの　あつこ

この青い空で君をつつもう 瀬名　秀明
湯を沸かすほどの熱い愛 中野　量太
疑うこころ、科学する眼 安斎　育郎

◎ 〆切本 左右社編集部

◎ 洗えば使える泥名言 西原　理恵子

下北沢について 吉本　ばなな

日本文学全集　２９ 池沢　夏樹 片恋協奏曲（カタオモイ・コンツェルト） キーラ・キャス

◎ 中学生までに読んでおきたい日本文学　７～１０ 松田　哲夫 熊と踊れ　上下巻 アンデシュ・ルースルンド

★ 幸福を見つける２０のレッスン ローリ・ネルソン＝スピールマン 傷だらけのカミーユ ピエール・ルメートル

★予約＆リクエストは随時受付中♪

9類　　文学論・小説

9類　　文学論・小説

8類　　日本語・英語・その他言語

デビューより２０年、新直木賞

作家がたどりついた＜日本の家

族＞の明るい未来図。明日への

元気がわいてくる人生応援小

説！直木賞受賞第一作の最新長

編小説。

女子率１００パーセントのフラダ

ンス愛好会に集められた４人の男

子高校生。その目的は男女混合に

よるフラガールズ甲子園出場だっ

た！震災から５年後の福島を舞台

に描くとぼきりの笑顔と涙の青春

ストーリー。

タイムリミットは６時間。脱出で

きるのか――。大ヒット作『仮面

病棟』を凌ぐスリルとサスペンス。

圧倒的なスピード感。衝撃の結末

とは――。医療ミステリーの超傑

作、文庫書き下ろし。累計６０万

部突破の「病棟シリーズ」最新刊。

由宇の１５歳の誕生日の前日、父

親が「Ｘ－０１」と言い残して急

死。黒ずくめの男たちが「Ｘ－０

１」を求めてやってきた。一方、

ラタの住む永依の国は滅亡の危機

を迎えていた―。運命に翻弄され

る由宇とラタ。２人の魂の物語。

２５万部大人気シリーズ最新

刊！受験者が多い「教育」学部

の志望者に、最初に読んでほし

い超入門書。教師に向く人のタ

イプから、教育系の小論文の特

徴、小論文試験に必要な基礎知

識まで完全網羅！

私が１４歳の時に書いた願い事リ

スト。３４歳になった私は、母の

遺言に従ってリストを達成してい

くことに。本当の自分に向きあう

大切さを教えてくれる、心温まる

物語。世界３０カ国ベストセラー、

遂に日本上陸。



１０月の貸出冊数

１０月は、高校図書委員さんに

よるハロウィンの展示でした♪

絵本や、ハロウィンの由来につ

いてなど、見た目もかわいい本

がありました☆

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。

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

※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天城中学・高校図書館内の検索ＰＣ（カウン

ターに置いてあります）で検索してください。

今月の展示
読んだ感想を絵に描こう！

第２８回読書感想画中央コンクール

詳しくは図書館外の掲示板を見てくださいね♪

１年生 ２年生 ３年生
Ａ組 84 53 57
Ｂ組 54 79 24
Ｃ組 92 62 29
１組 5 24 19
２組 23 12 19
３組 42 21 13
４組 27 22 12
５組 13 31 3
Ｒ組 33 13 8

中学生

高校生


