
★◎ 学び続ける理由 戸田　智弘
学問のしくみ事典 日本実業出版社

朝日ジュニア学習年鑑　２０１６
新聞の正しい読み方 松林　薫
語りつぐ記憶　伝えていく平和の思い

色紙が伝える人間力 景山哲臣
大人のブラック心理クイズ 渋谷　昌三
自分の顔が好きですか？ 山口　真美

★ コワイの認知科学 川合　伸幸
解決したがる男共感がほしい女 内藤　誼人
フロイトの〈夢〉 秋吉　良人
本当の自分が見えてくる色えんぴつセラピー 内田　順子
夢を読む 石井　ゆかり

〈愛国心〉に気をつけろ！ 鈴木　邦男
ハーバードの人生を変える授業　２ タル・ベン・シャハー

引きずらないコツ 和田　秀樹
悩みどころと逃げどころ ちきりん
可愛いままでこう働く 宮本　佳実
感謝ではじまる幸せの習慣 小林　正観
ファーストクラスに乗る人が大切にする５１の習慣 毛利　仁美
くまのプーさん心がスッキリする幸せのヒント 枡野　俊明

歴史探訪北海道移民史を知る！ 北国　諒星
吉備の弥生時代 岡山大学埋蔵文化財調査研究センター

オリバー・ストーンの告発　語られなかったアメリカ史　１ オリバー・ストーン

無私の日本人 磯田　道史
消えた戦国武将と「その後」 歴史ＲＥＡＬ編集部

理系に学ぶ。 川村　元気 北海道修学旅行まるわかりガイド札幌・函館 カルチャーランド

蘇我大臣家 佐藤　長門 トリコガイド北海道　２０１６－２０１７

レイチェル＝カーソン 太田　哲男 持ち帰りたいインド 松岡　宏大
★ 医者のたまご、世界を転がる。 中島　侑子
るるぶ長崎　’１７ 文芸春秋オピニオン２０１６年の論点１００

るるぶ沖縄ベスト　’１７ 日本の論点　２０１６～１７ 大前　研一
データでみる岡山 岡山理科大学『岡山学』研究会 ニュース年鑑　２０１６ 池上　彰
よくわかる都道府県 日本博識研究所 分断社会・日本 井手　英策

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

2類　　歴史・伝記・地理など

１類　　哲学・宗教・心理学など

3類　　社会・経済・教育・法律など

2類　　歴史・伝記・地理など

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行
2016年7月8日
Ｎｏ．３

新しい本

約２５０冊入荷

（6/1～6/30入荷分）

定期考査も終わり、もうすぐ夏休み☆勉強に、部活にと忙しいとは思い

ますが、気分転換したくなったらぜひ図書館に来てくださいね。涼むだ

けでもいいですよ♪

７／１１（月）から夏休みの特別貸出期間です。図書館入口近くに、

『高校生に読んでほしい５０冊』の展示をしています。もちろん中学生

が読んでも面白い本がありますよ。ぜひこの機会に、たくさんの本を読

んでくださいね！

高校３年生のみなさんも、図書館入口横に小論文対策の本を置いてます。

また新聞からの出題も多いので、図書館の新聞も活用してくださいね。

あの生き物はなぜコワいのか。

コワい気持ちはどのように生ま

れるのか。コワさを克服する方

法はあるのか。できれば無くし

たい「コワさ」の謎を探求する。

「解るということは、それによっ

て自分が変わるということでしょ

う。――上原専禄（歴史学者）」

古今東西の名言とともに、「学ぶ

ことの意味」を今こそ考えよう！

「私、このまま世界を知らないま

ま医者になってもいいの？」駆け

出しドクターが体験した、エンタ

メ医療紀行！インドの奥地、ネ

パールの無医村、パキスタンのテ

ロリスト村…３年間５２カ国のひ

とり旅。

高校生に読んでほしい

５０冊



超速マスター！一般常識＆時事問題　２０１８年度版 就職対策研究会 ニュースが面白くなるエネルギーの読み方 堀　史郎
恥さらし 稲葉　圭昭 現用艦船模型倶楽部へようこそ　海上自衛隊編　 木本　敏文
憲法と政治 青井　未帆 もっと知りたいＰＭ２．５の科学 畠山　史郎
お金の流れで読む日本の歴史 大村　大次郎 ★ 美しい建築の写真集　喫茶編 沖本　明
超少子化 ＮＨＫスペシャル「私たちのこれから」取材班 誰も知らない東京スカイツリー 根岸　豊明

★ 図解とＱ＆Ａですっきりわかるマイナス金利 加藤　出 間取りの方程式 飯塚　豊
結婚を考えている二人のために 水野　健 ドローンの世紀 井上　孝司
熊本地震 電力自由化がわかる本 木舟　辰平
社会福祉法人立保育園２０２０年問題 和田　泰彦 ロケット・ササキ 大西　康之
ユーモアとしての教育論 三好　正彦 深海でサンドイッチ 平井　明日菜
アドラー心理学によるスクールカウンセリング入門 深沢　孝之 着かた、生きかた 地曳　いく子

◎ 使える脳の鍛え方 ピーター・ブラウン お気に入りを長く着る衣類のお手入れ 中村　安秀
教師の心が折れるとき 井上　麻紀 白崎茶会のかんたんパンレシピ 白崎　裕子
いまからはじめるアクティブラーニング導入＆実践ＢＯＯＫ 小林　昭文 津田陽子のパウンドケーキ 津田　陽子
学校と図書館でまなぶインターネット活用法 ジェームス・Ｅ．ヘリング 美味しい桜 平出　真
「主権者教育」を問う 新藤　宗幸
子どもが考え，議論する問題解決型の道徳授業事例集 柳沼　良太
大切なのは「つまずき寄り道回り道」 藤岡　克義
図解ひも＆ロープの結び方 羽根田　治
くさい食べもの大全 小泉　武夫
岡山の民話 稲田　浩二
ゆる妖怪カタログ 妖怪文化研究会

科学の本一〇〇冊 村上　陽一郎

文系の人にとんでもなく役立つ！理系の知識 日本博識研究所

おもしろ実験研究所 高見　寿
イベントで育つ科学の心 藤嶋　昭
数学が面白くなる東大のディープな数学 大竹　真一

◎ Ｅｘｃｅｌコンピュータシミュレーション 三井　和男
マンガ「解析学」超入門 ラリー・ゴニック

四色問題 一松　信
◎ 高校生が感動した物理の授業 為近　和彦
◎ よくわかる量子力学 前野　昌弘
◎ 物理数学の直観的方法 長沼　伸一郎

◎ よくわかる初等力学 前野　昌弘
◎ よくわかる解析力学 前野　昌弘
高校数学でわかる光とレンズ 竹内　淳

◎ よくわかる電磁気学 前野　昌弘
宇宙の誕生と終焉 松原　隆彦

★ へんな星たち 鳴沢　真也
せまりくる「天災」とどう向きあうか 鎌田　浩毅
南海トラフ地震 山岡　耕春
細胞の中の分子生物学 森　和俊
日本人はどこから来たのか？ 海部　陽介
季節を知らせる花 金田　初代
レッド・フォックス チャールズ・Ｇ．Ｄ．ロバーツ

プラナリア実験観察図鑑 宮崎　武史
ハトはなぜ首を振って歩くのか 藤田　祐樹
ハローマッチング 石黒　達昌
好きになる微生物学 渡辺　渡
きみの体の中 リチャード・ウォーカー

★ アレルギー医療革命 ＮＨＫスペシャル取材班

知っておきたい感染症 岡田　晴恵
腐女医の医者道！ さーたり
家族のもとへ、あなたを帰す 柳原　三佳
ライザップごはん ＲＩＺＡＰ株式会社

「健康食品」ウソ・ホント 高橋　久仁子

4類　　数学・物理・化学・生物など

◎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。
3類　　社会・経済・教育・法律など 5類　　技術・環境問題など

住宅ローン、預金、為替、株価、

国債利回り、不動産。経済、仕

事、家計への影響が６０分でわ

かる！

小論文対策におすすめ。

恒星には、私たちの「星」の概念を

ひっくり返すへんてこな星がたくさ

んある！星とは思えぬ異様な姿、奇

想天外なふるまい…はるか遠くの彼

らの想像を絶する「生きざま」が、

いま観測技術と天体物理学の進歩に

よって、少しずつ明らかになってき

ている。

２０世紀後半から、先進国で爆発

的に増加したアレルギー。一体、

アレルギーはなぜこれほどまでに

増加してしまったのか？このパン

デミックを果たして人類は食い止

めることはできるのか？

『美しい建築の写真集 喫茶編』

沖本 明

明治、大正時代に建てられた近代建

築や６０～７０年代のモダニズム建

築など、美しい建築の喫茶店やホテ

ルのラウンジを、北は札幌から南は

長崎まで、全国３１件紹介。岡山市

の『岡山禁酒會館珈琲屋ラヴィアン

カフヱ』、倉敷市の『喫茶エル・グ

レコ』も紹介されています♪



ほんとねこ　２ スズシロ
生き物と向き合う仕事 田向　健一

　 データサイエンティストが創る未来 スティーヴ・ロー

★ パリピ経済 原田　曜平

美花選 ピエール＝ジョゼフ・ルドゥーテ

水彩画これ一冊でぼかしとにじみがわかる！ 青木　美和
水彩画これ一冊でマスキングがわかる！ 入谷　清英
ねことじいちゃん　２ ねこまき
アグレッシブ烈子の毒り言 サンリオ
スヌーピーのひみつＡ　ｔｏ　Ｚ チャールズ・Ｍ．シュルツ

墨のれっすん　２ 『墨』編集部
撮り鉄 中井　精也
朝日新聞報道写真集　２０１６ 朝日新聞社

★ ＵＶレジンで作るビジューアクセサリー

たどりつく力 フジコ・ヘミング

怖いクラシック 中川　右介
初心者のためのギター基礎教本　２０１６ 自由現代社編集部

全国都道府県の歌・市の歌 中山　裕一郎

バレエの世界へようこそ！ リサ・マイルズ

★ Ｌｅｔ’ｓ　ｇｏ　ｆｏｒ　ｉｔ！ 今井　雅之
真田丸　後編
ハリー・ポッター魔法族大図鑑 ジョディ・レベンソン

図解カードマジック大事典 宮中　桂煥
どんなに体がかたい人でもベターッと開脚できるようになるすごい方法 Ｅｉｋｏ
ダウン・ザ・ライン錦織圭 錦織　圭
超攻撃型 大本　洋嗣

★ 翻訳できない世界のことば エラ・フランシス・サンダース

乱談のセレンディピティ 外山　滋比古

和製英語事典 亀田　尚己
朝日キーワード就職　２０１７ 朝日新聞出版

全国大学小論文入試　２０１６受験対策
ＴＯＥＩＣテストスピーキング／ライティング総合対策 浅場　真紀子

ＶＳ英文法 キャサリン・Ａ．クラフト

天声人語　２０１５冬・２０１６春 朝日新聞論説委員室

英語で読みたい日本の名作 松崎　博
Ｈａｒｒｙ　Ｐｏｔｔｅｒ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｏｒｄｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｈｏｅｎｉｘ Ｊ．Ｋ．　Ｒｏｗｌｉｎｇ

Ｈａｒｒｙ　Ｐｏｔｔｅｒ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｄｅａｔｈｌｙ　ｈａｌｌｏｗｓ Ｊ．Ｋ．　Ｒｏｗｌｉｎｇ

Ｈａｒｒｙ　Ｐｏｔｔｅｒ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｈａｌｆ‐ｂｌｏｏｄ　ｐｒｉｎｃｅ Ｊ．Ｋ．　Ｒｏｗｌｉｎｇ

Ｈａｒｒｙ　Ｐｏｔｔｅｒ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｐｒｉｓｏｎｅｒ　ｏｆ　Ａｚｋａｂａｎ Ｊ．Ｋ．　Ｒｏｗｌｉｎｇ

★ Ｈａｒｒｙ　Ｐｏｔｔｅｒ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｅｒ’ｓ　ｓｔｏｎｅ Ｊ．Ｋ．　Ｒｏｗｌｉｎｇ

Ｈａｒｒｙ　Ｐｏｔｔｅｒ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｃｈａｍｂｅｒ　ｏｆ　Ｓｅｃｒｅｔｓ Ｊ．Ｋ．　Ｒｏｗｌｉｎｇ

Ｈａｒｒｙ　Ｐｏｔｔｅｒ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｇｏｂｌｅｔ　ｏｆ　ｆｉｒｅ Ｊ．Ｋ．　Ｒｏｗｌｉｎｇ

ＮＨＫ出版これならわかるドイツ語文法 鷲巣　由美子

ＮＨＫ出版これならわかるイタリア語文法 武田　好
ＮＨＫ出版これならわかるロシア語文法 匹田　剛

「私」をつくる 安藤　宏
夜を乗り越える 又吉　直樹
宮沢賢治、山の人生 沢村　修治
ぼくの目君の目 田所　翠

◎ まんがで読む百人一首 吉海　直人
◎ まんがで読む万葉集・古今和歌集・新古今和歌集 吉野　朋美
夜空はいつでも最高密度の青色だ 最果　タヒ

◎ まんがで読む四谷怪談・雨月物語 板坂　則子
◎ まんがで読む古事記 竹田　恒泰

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

9類　　文学論・小説

6類　　農業・畜産・商業など

8類　　日本語・英語・その他言語

◇◆◇図書室は飲食禁止です！飲み物は必ず図書室の外に出て飲んで下さい！！◇◆◇

ＵＶレジンで型・台座などを使っ

て作る、ビジューのアクセサリー。

おしゃれなアクセサリーの作り方

が満載。イヤーアクセサリー、リ

ング、ネックレス、ヘアアクセサ

リー、ブローチなど８９作品掲載。

２０１５年５月に急逝した今井雅

之さん。最期まで役者でありつづ

けた男の、夢に賭けた情熱、ひた

むきな芝居への思い、挑戦し続け

る勇気を、写真に残された在りし

日の姿とともに届ける。

消費意欲がない今時の若者の間で、

バブルの再来めいた消費が生まれ

ている。ハロウィン、リムジン

パーティー、Ｉｎｓｔａｇｒａｍ

…。企業もひそかに注目するトレ

ンドセッターの正体とは？

『ＦＯＲＥＬＳＫＥＴフォレルス

ケット／ノルウェー語―語れない

ほど幸福な恋に落ちている。』

他の言語に訳すときに、一言では

言い表せない「翻訳できない言

葉」を世界中から集め、感性豊か

な解説と瀟洒なイラストを添えた。

蔵書検索についての案内

https://digioka.libnet.pref.okayama.jp/ISLL/
上のアドレスにアクセスして、ＩＤとパスワー

ドを入力すると、岡山県立図書館と天城中学・

高校図書館の蔵書が自宅からでも検索すること

が出来ます。ぜひ活用してくださいね♪

英語版ハリー・ポッターの新装

版。ハリー・ポッターシリーズ

のスピンオフ映画も制作され、

あとは公開日を待つのみ。この

機会に英語で読み返してみませ

んか？



◎ まんがで読む竹取物語・宇治拾遺物語 谷口　孝介 水鏡推理　３ 松岡　圭祐
◎ まんがで読む平家物語 山野井　健五 ファミレス　上下巻 重松　清
ストライク・ザ・ブラッド　１５ 三雲　岳斗 貞子ＶＳ伽椰子 白石　晃士
さんぽみち 深町　なか 時をかける少女 筒井　康隆
お面屋たまよし　３・４ 石川　宏千花 図書館の魔女　烏の伝言（つてこと） 高田　大介
ノッキンオン・ロックドドア 青崎　有吾 選ばれし壊れ屋たち 鹿島田　真希

人類最強の純愛 西尾　維新 ＫＵＨＡＮＡ！ 秦　建日子
ポイズンドーター・ホーリーマザー 湊　かなえ ◎ まんがで読む枕草子 中島　和歌子

孤独の果てで犬が教えてくれた大切なこと 滝森　古都 ◎ まんがで読む徒然草・おくのほそ道 島内　裕子
★ 白をつなぐ まはら　三桃 女の甲冑、着たり脱いだり毎日が戦なり。 ジェーン・スー

いなくなれ、群青 河野　裕 中原昌也の人生相談 中原　昌也
あのひとは蜘蛛を潰せない 彩瀬　まる 手のひらから広がる未来 荒　美有紀
ようこそ地球さん 星　新一 ★ 泣き虫ピエロの結婚式 望月　美由紀

荒仏師運慶 梓沢　要 読むことの歓び
本にだって雄と雌があります 小田　雅久仁 日本文学全集　１２ 池沢　夏樹
小説王 早見　和真 新釈漢文大系　７５ 向嶋　成美
ヒーロー！ 白岩　玄 クトゥルフ神話超入門 新紀元社
Ｆａｔｅ／ｓｔｒａｎｇｅ　Ｆａｋｅ　１～３ ＴＹＰＥ－ＭＯＯＮ ウソつきとスパイ レベッカ・ステッド

思い出のとき修理します　４ 谷　瑞恵 自負と偏見 ジェイン・オースティン

京都寺町三条のホームズ　４ 望月　麻衣 ＧＯＮＥ　上下巻 マイケル・グラント

さよならクリームソーダ 額賀　澪 戦火の三匹 ミーガン・リクス

砕け散るところを見せてあげる 竹宮　ゆゆこ ぼくのニセモノをつくるには（絵本） ヨシタケ　シンスケ

半席 青山　文平 ハリス・バーディックの謎（絵本） Ｃ．Ｖ．オールズバーグ

罪の終わり 東山　彰良
赤い刻印 長岡　弘樹
スイム！スイム！スイム！ 五十嵐　貴久

掟上今日子の婚姻届 西尾　維新
めだかボックス　上下巻 西尾　維新
ギケイキ 町田　康
代体 山田　宗樹

★ 総選挙ホテル 桂　望実
牛姫の嫁入り 大山　淳子
失われた過去と未来の犯罪 小林　泰三
記憶屋　２ 織守　きょうや

◎ 神様の御用人　１～５ 浅葉　なつ
クロスロード 吉岡　逸夫
怪物率 森　晶麿
もういっかい彼女 松久　淳

☆予約＆リクエストは随時受付中！図書館カウンターまで☆
9類　　文学論・小説9類　　文学論・小説

今月の展示

高校図書委員さん達による、

『６月といえば結婚』をテーマ

に、恋愛本を展示しています♪

高校３年生読書会による

『マイＢＯＯＫ Ｎｏ．

１』は、どの本も人気で貸

出中がほとんどです！

先生のおススメ本コーナー。

『図書館NEWS』で高校・理科

（物理）の益田先生が紹介し

てくれています☆

レコ』も紹介されています♪

いまいちやる気のない従業員で、売

り上げが落ちこむ中堅ホテル・フィ

デルホテル。フィデルホテルに着任

した新社長が打ち出した案は、“従

業員総選挙”。混乱を極めた人材

シャッフルで、ホテルの業績アップ

なるか！？痛快、お仕事小説。

１月、広島で開催される都道府県対

抗男子駅伝。福岡を代表して出場す

る中学生から社会人までの世代の違

う選手たちが、それぞれの思いを胸

に、たすきをつないで走る姿を描く

―。中学校の第６２回青少年読書感

想文岡山県コンクール指定図書。

結婚式からわずか５０日で隣からい

なくなったあなた。わたしたちの結

婚生活は狭いＩＣＵの中でした。残

された日が少ないことを知っても、

あなたの前では涙をこらえました。

あなたには最後の一瞬まで笑ってい

てほしかったから。だってわたし、

道化師だもの。今秋映画化される、

涙必至の感動実話。


