
★ 情報を活かす力 池上　彰
知の操縦法 佐藤　優
人類なら知っておきたい、「人工知能」の今と未来の話 本田　幸夫

◎ Ｌａｎｄ　ｏｆ　Ｌｉｓｐ Ｃｏｎｒａｄ　Ｂａｒｓｋｉ

生きる力、絵本の力 柳田　邦男
◎ わたしの小さな古本屋 田中　美穂

「１００分ｄｅ名著」名作セレクション ＮＨＫ「１００分ｄｅ名著」制作班

現代用語の基礎知識　２０１７ 自由国民社
できる大人の常識力事典 話題の達人倶楽部

爆笑テストの珍解答５００連発！！　Ｖｏｌ．１１

日本人の９割が答えられない日本の大疑問１００ 話題の達人倶楽部

◎ いま世界の哲学者が考えていること 岡本　裕一朗

Ｊポップで考える哲学 戸谷　洋志
人間らしさ 上田　紀行
自分で考えよう ペーテル・エクベリ

高校生に知ってほしい心理学 宮本　聡介
子どもは４００００回質問する イアン・レズリー

◎ ものの見方、考え方 外山　滋比古
１０代のための「くじけない心」をつくる本 中野　有美 ＋１ｃｍ キム　ウンジュ

動物占いＳＰＥＣＩＡＬ人間関係 主婦の友社 ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ リンダ・グラットン

ゲッターズ飯田の縁のつかみ方 ゲッターズ飯田
ビジネスマンの私から１３歳の君に贈る人生の言葉 佐々木　常夫 最古の文字なのか？ ジェネビーブ・ボン・ペッツィンガー

人生の〈逃げ場〉 上田　紀行 ビッグヒストリー デヴィッド・クリスチャン

やり抜く力 アンジェラ・ダックワース げんきな日本論 橋爪　大三郎

選ばれる人、選ばれない人。 中谷　彰宏 日本の歴史　全２０巻
★ ネコになってしまえばいい 心屋　仁之助 写真家山崎治雄の仕事 山崎　治雄

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行

2016年12月8日
No.７

１類　　哲学・宗教・心理学など

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

新しい本

約２６０冊入荷

（10/26～11/30入荷分）

定期考査が終了し、いよいよ今年も残り１ヶ月を切りました。寒さが

厳しくなってきたので、体調には十分気を付けてくださいね。

さて、１２月１２日（月）～１２月１４日（水）の３日間、年に一度

の古本雑誌市を放課後に開催します！！図書館の古本や、雑誌のバッ

クナンバーを皆さんにお譲りします。

また同時開催として、１１月中にふろくくじ用の返却しおりを５枚集

めた人は、この３日間にふろくくじも引けるので、ぜひ図書館に来て

くださいね♪ハズレ無しですよ☆

くすっと笑えたら、心は軽くな

る。ネコになってしまえば、悩

みはなくなる。人気カウンセ

ラー×キュンネコ、究極の癒や

しのコラボ！

新聞・雑誌・書籍は何をどう読む

か？インターネットで情報を集め

るときの注意点は？“池上流”情

報収集・整理・解釈・発信術を大

公開！「情報の海」で溺れること

なく、情報を自らの糧にするため

のヒントが満載。

１２月９日（金）以降に

借りた本は

返却期限１月６日（金）までです。

返却期限を過ぎても

本を返していない人は、

すぐに返却してください。

すっきりした気持ちで

冬休みに入りましょう。



世界の国旗図鑑 苅安　望 テーマで読み解く生命倫理 小泉　博明
さかなクンの一魚一会 さかなクン つながる脳科学 理化学研究所脳科学総合研究センター

ファミリア創業者坂野惇子 中野　明 目を温めると身体が自然によみがえる！ 森岡　清史
トランプ ワシントン・ポスト取材班 ルポ看護の質 小林　美希

★ なるほど世界地理 宇田川　勝司 太らない間食 足立　香代子

るるぶ福岡　’１７ カラダが変わる！油のルール 守口　徹
東京
ライオンはとてつもなく不味い 山形　豪 まちづくりの仕事ガイドブック 饗庭　伸

「環境を守る」とはどういうことか 尾関　周二
問題は英国ではない、ＥＵなのだ エマニュエル・トッド 空の旅を科学する 伊藤　恵理
紛争・対立・暴力 西崎　文子 アメリカは日本の原子力政策をどうみているか 鈴木　達治郎

投票に行きたくなる国会の話 政野　淳子 ◎ スラスラわかるＨＴＭＬ＆ＣＳＳのきほん 狩野　祐東
小さくても勝てる 平井　伸治 必ず設定しておきたい！セキュリティから裏技までＬＩＮＥ活用テクニック

北方領土の基礎知識 石郷岡　建 トコトンやさしいバイオミメティクスの本 下村　政嗣
経済数学の直観的方法　確率・統計編 長沼　伸一郎 ふわとろ Ｂ・Ｍ・ＦＴことばラボ

お金の流れで見る戦国時代 大村　大次郎 醤油・味噌・酢はすごい 小泉　武夫
お金の流れでわかる世界の歴史 大村　大次郎 制度を知って賢く生きる人生を左右するお金のカベ 北村　庄吾
テクノロジーは貧困を救わない 外山　健太郎 ★◎ はるみのこねないパン 栗原　はるみ

仕事は人間関係が９割 宮本　実果 Ｗｈａｔ　ｉｓ　和食　ＷＡＳＨＯＫＵ？ 服部　幸応
◎ 新人コンサルタントが入社時に叩き込まれる「問題解決」基礎講座 松浦　剛志 全部レンチン！やせるおかず作りおき 柳沢　英子
★ 「最高のリーダー」の秘訣はサンタに学べ エリック・ハーヴェイ

ディベートが苦手、だから日本人はすごい 榎本　博明
「いい質問」が人を動かす 谷原　誠
古市くん、社会学を学び直しなさい！！ 古市　憲寿
モテる構造 山田　昌弘
終わらないフェミニズム 日本ヴァージニア・ウルフ協会

ＬＧＢＴなんでも聞いてみよう ＱＷＲＣ
はい。赤ちゃん相談室、田尻です。 田尻　由貴子

難民問題 墓田　桂
相模原事件とヘイトクライム 保坂　展人
ボランティアという病 丸山　千夏
震度７ ＮＨＫスペシャル取材班

子どもと貧困 朝日新聞取材班

教師のためのからだとことば考 竹内　敏晴
◎ 教育×破壊的イノベーション クレイトン・クリステンセン

奨学金借りる？借りない？見極めガイド 久米　忠史
先生に向いていないかもしれないと思った時に読む本 石原　加受子

尊敬されない教師 諏訪　哲二
ＩＣＴを活用した学び合い授業アイデアＢＯＯＫ 豊田　充崇
受験する前に知っておきたい保育士の専門常識・基礎知識 木梨　美奈子
どんな高校生が大学、社会で成長するのか 溝上　慎一
私の京大合格作戦　’１７ エール出版社

私の東大合格作戦　’１７ エール出版社

私の医学部合格作戦　’１７ エール出版社

私の早慶大合格作戦　’１７ エール出版社

大学入試改革 読売新聞教育部

一生モノの受験活用術 鎌田　浩毅
本当に頭がよくなる１分間勉強法 石井　貴士
住まいがつたえる世界のくらし 藤木　庸介
サンタへの手紙 メアリー・ハレル＝セスニアック

研究するって面白い！ 伊藤　由佳理

ビーカーくんとそのなかまたち うえたに夫婦

◎ ゲーデル，エッシャー，バッハ ダグラス・Ｒ．ホフスタッター

★ ラッシュ時のバスは、なぜダンゴ状態で来るのか？ 柴田　正和
宇宙は「もつれ」でできている ルイーザ・ギルダー

カラスの補習授業 松原　始

◎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2類　　歴史・伝記・地理など

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

有名企業の名物リーダーたちに

共通する３０のメソッドが、物

語を読んで学べます。世界の

トップビジネスマンが口コミで

絶賛した「リーダーシップ論」

の名著が日本上陸。

どうしてホコリはいつも部屋の隅

に溜まってる？無回転シュートっ

てどうなってるの！？地震波に狙

われる地域！？溜め込む地域！？

日常生活や自然界のふしぎを「物

理の目」でスッキリ解明！意外に

身近な物理の世界！！

試作３００回の集大成、こねない

パン。こねないパン（プレーン）

を始め、クルミ＆レーズン、チー

ズ、コーン、フォカッチャ、ピザ、

ミルクフランスなど種類もいろい

ろ。失敗なしのシンプルなレシピ

が魅力。

読んで納得、知って役立つ地

理のおもしろさが満載！言わ

れてみればちょっと気になる

世界のギモンを解き明かす。

現代の知っておきたい世界地

理の基礎知識！



★ みんなの掃除・片づけ日記 ＳＥ編集部
ぜんぶ、無印良品で暮らしています。 藤田　あみい
ふつうの住まいでかなえる外国スタイルの部屋づくり ヘザー　ブラッキン

　
自然保護レンジャーになるには 須藤　ナオミ
ネコへの恋文 岩合　光昭
ラブ♥ほお袋 福士　悦子
チーズの科学 斎藤　忠夫
森のたからもの探検帳 飯田　猛
ロゴデザインの現場 佐藤　浩二

★ 「言葉にできる」は武器になる。 梅田　悟司
そのお金のムダづかい、やめられます 菅原　道仁
ディズニーキセキの神様が教えてくれたこと 鎌田　洋

ＳＨＩＮＪＩ　ＯＨＭＡＫＩ 大巻　伸嗣
定番すぎる文学作品をだいたい１０ページくらいの漫画で読む。 ドリヤス工場

◎ 有名すぎる文学作品をだいたい１０ページくらいの漫画で読む。 ドリヤス工場

えんとつ町のプペル にしの　あきひろ

自然の形が美しい草花や動物モチーフの切り絵 松原　真紀
字は１日でうまくなる！ 竹内　みや子

地球と月 大野友資
★ 万華鏡大全 山見　浩司

声の力 河合　隼雄
ボブ・ディランの世界を読む 飯野　友幸
宮廷の御神楽 中本　真人
１２星座が示す！ジャニーズたちとあなたの占星術 葉山　さくら
もう一つの「バルス」 木原 浩勝
杏の気分ほろほろ 杏
発達障害の僕が輝ける場所をみつけられた理由 栗原　類
希望をくれた人 宮崎　恵理
「関節力」トレーニング 牧野　講平
期待はずれのドラフト１位 元永　知宏
ハンドボール基本と戦術 酒巻　清治
直撃本田圭佑 木崎　伸也

たとえる技術 せきしろ
同時通訳はやめられない 袖川　裕美
思想する「からだ」 竹内　敏晴
暗号学 稲葉　茂勝

★◎ 日本の助数詞に親しむ 飯田　朝子 ブルーネス 伊与原　新
大学１年生のための伝わるレポートの書き方 都筑　学 嘘ですけど、なにか？ 木内　一裕
ニューエクスプレスシンハラ語 野口　忠司 黄金の服 佐藤　泰志
『ジョジョの奇妙な冒険』で英語をもっと学ぶッ！！ 荒木　飛呂彦 ホーンテッド・キャンパス　１０ 櫛木　理宇
ディズニーの英語　コレクション１３ 石原　真弓 相棒　ｓｅａｓｏｎ１４上 輿水　泰弘

死神うどんカフェ１号店　別腹編☆ 石川　宏千花
脳が読みたくなるストーリーの書き方 リサ・クロン 一〇一教室 似鳥　鶏

◎ 感情化する社会 大塚　英志 五つ星をつけてよ 奥田　亜希子

文豪図鑑 開発社 校閲ガール　トルネード 宮木　あや子
このライトノベルがすごい！　２０１７ 『このライトノベルがすごい！』編集部 凶器は壊れた黒の叫び 河野　裕
松尾芭蕉と奥の細道 佐藤　勝明 恋のゴンドラ 東野　圭吾
いそっぷ詩 谷川　俊太郎 総司の夢 小松　エメル

「源氏」でわかる古典常識 富井　健二 私はいったい、何と闘っているのか つぶやきシロー

十返舎一九が記した岡山 十返舎　一九 いい人ランキング 吉野　万理子

坊ちゃんのそれから 芳川　泰久 ニーチェが京都にやってきて１７歳の私に哲学のこと教えてくれた。 原田　まりる

遠い唇 北村　薫 空への助走 壁井　ユカコ

白衣の嘘 長岡　弘樹 水鏡推理　４ 松岡　圭祐
あなたのいない記憶 辻堂　ゆめ 珈琲店タレーランの事件簿　５ 岡崎　琢磨
上流階級　１・２ 高殿　円 夜行 森見　登美彦

9類　　文学論・小説

9類　　文学論・小説

5類　　技術・環境問題など

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

缶コーヒージョージア「世界は誰

かの仕事でできている。」「この

国を、支える人を支えたい。」、

リクルートのタウンワーク「その

経験は味方だ。」など、トップコ

ピーライターが伝授する、言葉と

思考の強化書、遂に完成。

世界的万華鏡作家でもある著者が、

万華鏡のしくみや、映像の要とな

るミラーシステム、作り方まで詳

細に解説する画期的な１冊。万華

鏡の幻想的な映像には癒し効果も

期待され、今静かなブームとなっ

ている万華鏡。

いつも忙しいけれど、きれいな部

屋で暮らしたい。無理なく整った

家を維持している人たちの写真日

記。毎日の掃除ルーティーン、月

イチの丁寧掃除。シンプルな掃除

道具と収納方法、気持ちの持ち方。

なんだか掃除がしたくなる本。

海にいるときは一匹の魚が、釣り

上げられると一尾の魚。雲ひとつ

ない青空、一座の入道雲、一筋の

飛行機雲…。助数詞の成り立ち、

それは日本人の視点を知ること。

火鉢の数え方からメールの数え方

まで、２５８種類の助数詞を語る。



昔話法廷 ＮＨＫ　Ｅテレ「昔話法廷」制作班 本題 西尾　維新
僕は君を殺せない 長谷川　夕 ぐるぐる問答 森見　登美彦

★ これは経費で落ちません！ 青木　祐子 ◎ 消えるコトバ・消えないコトバ 外山　滋比古

江戸川乱歩傑作選　蟲 江戸川　乱歩 おくのほそ道 長谷川　櫂
とりつくしま 東　直子 芭蕉と旅する「奥の細道」 光田　和伸
わたしの隣の王国 七河　迦南 勇気は、一瞬　後悔は、一生 ０号室
名もなき風たち はらだ　みずき でも、生きてるし、今日も恋してる。 大橋　グレース愛喜恵

四月になれば彼女は 川村　元気 日本文学全集　７・１０ 池沢　夏樹
Ｄの殺人事件、まことに恐ろしきは 歌野　晶午 新釈漢文大系　１１９ 岡村　繁
ＶＳ．こち亀 秋本　治 図説英国ファンタジーの世界 奥田　実紀
メシマズ狂想曲 秋川　滝美 ハリー・ポッターと呪いの子 Ｊ．Ｋ．ローリング

掟上今日子の旅行記 西尾　維新 ハウルの動く城　３ ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

クローバーナイト 辻村　深月 クマのプー Ａ．Ａ．ミルン

★ 天使は奇跡を希う 七月　隆文 アルバート、故郷に帰る ホーマー・ヒッカム

ずうのめ人形 沢村　伊智 裏切小夜曲（セレナーデ） キーラ・キャス

コンテクスト・オブ・ザ・デッド 羽田　圭介 ★ プリズン・ブック・クラブ アン・ウォームズリー

ママの人生 和田　裕美 タイムボックス アンドリ・Ｓ．マグナソン

幻獣遁走曲 倉知　淳 天国に行きたかったヒットマン ヨナス・ヨナソン

パンゲアの零兆遊戯 上遠野　浩平 すきになったら（絵本） ヒグチ　ユウコ

利き蜜師物語　銀蜂の目覚め 小林　栗奈 チロルくんのりんごの木（絵本） 荒井　良二
Ａｎｄ　ｓｏ　ｔｈｉｓ　ｉｓ　Ｘｍａｓ 秦　建日子 わたし、お月さま（絵本） 青山　七恵
祐介 尾崎　世界観 中をそうぞうしてみよ（絵本） 佐藤　雅彦
サーモン・キャッチャーｔｈｅ　Ｎｏｖｅｌ 道尾　秀介 えんとつと北極のシロクマ（絵本） 藤原　幸一
Ｘ’ｍａｓ　Ｓｔｏｒｉｅｓ 朝井　リョウ かがみのサーカス（絵本） わたなべ　ちなつ

スープ屋しずくの謎解き朝ごはん　２友井　羊 ヨーレのクマー（絵本） 宮部　みゆき

お手がみください 高森　美由紀

私の恋人 上田　岳弘
渦森今日子は宇宙に期待しない。 最果　タヒ
ジョン・レノン対火星人 高橋　源一郎

雪煙チェイス 東野　圭吾

１１月の貸出冊数（１０月の貸出冊数）

9類　　文学論・小説 9類　　文学論・小説

高校図書委員さん

『クリスマス』

読書会運営に関わったカナダ

人ジャーナリストによる胸に

迫るノンフィクション！彼ら

が夢中になっているのは、も

はや麻薬ではなく書物なのだ。

囚人たちの読書会。

森若沙名子、２７歳、経理一筋５

年。きっちりと働き、適正な給料

は自分のために使う。完璧な生活、

のはずだった。だがその日、営業

部のエースが持ってきた領収書

「４８００円、たこ焼き代」が波

乱を呼び…！？

１年生 ２年生 ３年生

Ａ組 226(84) 122(53) 86(57)
Ｂ組 90(54) 134(79) 22(24)
Ｃ組 322(92) 62(62) 31(29)

１組 37(5) 43(24) 32(19)
２組 63(23) 35(12) 20(19)
３組 51(42) 32(21) 20(13)
４組 103(27) 33(22) 21(12)
５組 49(13) 52(31) 10(3)
Ｒ組 69(33) 56(13) 18(8)

中学生

高校生

黒板の前で微笑む転校生の女の子

には翼が！？正体を知った僕は幼

馴染みたちと、天使を天国に返そ

うとするが、彼女には真の目的が

あった。ミリオンセラー『ぼくは

明日、昨日のきみとデートする』

の著者が贈る、奇跡の恋物語。

高校図書委員さん

『11月生まれの作家』

『図書館ＮＥＷＳ』11月号よ

り、森見登美彦さんの本を集

めてみました♪

あなたの好きなジブリ作

品、教えてください☆

『Ｉ ♥ ジブリ』

今月の展示


