
★ まんがでわかる編集者の仕事 編集実践教室

挫折を経て、猫は丸くなった。 天久　聖一
◎ 新聞力 斎藤　孝

世界天才紀行 エリック・ワイナー

Ｂ型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ

Ａ型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ

ＡＢ型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ

出口汪の「最強！」の論理的に考える技術 出口　汪
Ｏ型自分の説明書 Ｊａｍａｉｓ　Ｊａｍａｉｓ

あ、バシャールだ！ ダリル・アンカ

聞いてビックリ「あの世」の仕組み 松原　照子
こども菜根譚 斎藤　孝
最高の結果を引き出す質問力 茂木　健一郎

★ 人生の主導権を取り戻す「早起き」の技術 古川　武士
★ 集中力を磨くと、人生に何が起こるのか？ 千田　琢哉
働くことを考えはじめたとき読む本 有川　真由美

で、ほんとはどうしたいの？ 岡田　哲也
ダントツにすごい人になる 森川　亮
自分の時間を取り戻そう ちきりん

◎ サピエンス全史　上下巻 ユヴァル・ノア・ハラリ

★ 世界史ＭＡＰＳ ＤＫ社
平城京のごみ図鑑 奈良文化財研究所

忠臣蔵大全 藤田　洋
武士はホントに自分で切腹したか 歴史の謎を探る会

平安時代大全 山中　裕
おんな城主井伊直虎と井伊直政の真実

おばあちゃんはファッションモデル 森　千波
ワールド・イン・ザ・ラウンド動きだす世界地図 ニール・モリス
今がわかる時代がわかる日本地図　２０１７年版 成美堂出版編集部

限りなく完璧に近い人々 マイケル・ブース

アメリカを見れば世界がわかる 池上　彰

倉敷天城中学校・高等学校
図書館発行
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図書館からのお知らせ

2類　　歴史・伝記・地理など

3類　　社会・経済・教育・法律など

No.８

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

新しい本

約２００冊入荷

（12/1～12/26入荷分）

みなさん、本年も図書館を宜しくお願い致します。

今年も図書館をたくさん活用してくださいね。

早いもので、年が明けてから１月も半ばになりました。

１月といえば、高校１・２年生と中学生は百人一首大会があります

ね！もう百首覚えましたか？せっかくなのでただ歌を覚えるだけじゃ

なくて、意味や背景なども一緒に読み解くと、なかなか奥が深くて楽

しいですよ♪

図書館内に百人一首の本を集めて展示していますので、ぜひ手に取っ

てみてください☆

根性ではなく、技術で起きる。

アラームが鳴る５分前、自然と

起きる体に！充実した人生は、

早起きからつくられる―。誰で

も必ず、朝型の生活習慣を手に

入れられる！

『校閲ガール』のドラマを観て、

出版業界に興味を持った人も多

いのでは？本書は新人編集者が、

先輩に指導されながら一冊の本

をつくる物語。ときには周囲に

迷惑をかけて叱られながらも、

編集の楽しさを実感していく。

他人と競争すると散漫になり、

自分と競争すると集中できる。

２０代のカリスマ・千田琢哉が

大手損保勤務、経営コンサルタ

ント時代、ビジネスエリート３

３００人に学んだ「集中力」の

磨き方。

あの有名な７２の大事件を、超

大判の地図で再現。大人も楽し

める“世界史のエンタメ本”登

場！古代から２１世紀まで、世

界を変えた大事件をラインナッ

プ。ド迫力の見開きページに、

歴史好きも大満足の情報満載！



文芸春秋オピニオン２０１７年の論点１００ 臨床検査技師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

丘の上のバカ 高橋　源一郎 歯科医師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

★ １８歳からの選択 上木原　弘修 作業療法士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

現代社会ライブラリーへようこそ！　２０１７年版 助産師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

ドナルド・トランプ演説集 ドナルド・トランプ ＧＥＴ　ＵＰ！ ジェイムズ・Ａ．レヴィン

トランプ大統領とアメリカの真実 副島　隆彦 食品の科学知識
大学生、限界集落へ行く 専修大学経営学部森本ゼミナール 世界一やさしい！栄養素図鑑 牧野　直子
新しい日米外交を切り拓く 猿田　佐世 薬剤師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

★ 経済用語図鑑 花岡　幸子
新国富論 馬奈木　俊介

プレゼンは「目線」で決まる 西脇　資哲
ファシリテーション・ベーシックス 堀　公俊
２０ステップで学ぶ日本人だからこそできる英語プレゼンテーション 藤尾　美佐
日本の保険市場 小藤　康夫
統計学が日本を救う 西内　啓
データでみる県勢　２０１７ 矢野恒太記念会

★ がさつ力 千原　せいじ

貧困のハローワーク 増田　明利
老いる家崩れる街 野沢　千絵
職場体験完全ガイド　４８
ローカル仕事図鑑 ＤＥＣＯ
下流老人　続 藤田　孝典
いつかの夏 大崎　善生
子ども白書　２０１６ 日本子どもを守る会

１６歳の語り部 雁部　那由多

介護福祉士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

社会福祉士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

新しい学力 斎藤　孝
思考を深める探究学習 桑田　てるみ

保育士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

東大　２０１７ 東京大学新聞社

マンガで身につく超高速勉強法 椋木　修三
お菓子の由来物語 猫井　登
おまつり万歳！ たかぎ　なおこ

日本の昔話百科 石井　正己
こども孫子の兵法 斎藤　孝

理科年表　平成２９年度 国立天文台
時間を忘れるほど面白い理科系雑学 竹内　均
数学ガールの秘密ノート　やさしい統計 結城　浩
ガロア理論「超」入門 小林　吹代
面白くて眠れなくなる元素 左巻　健男

★ 夜空と星の物語　日本の伝説編 森山　晋平
ざんねんないきもの事典 今泉　忠明
パンダを自宅で飼う方法 白輪　剛史
ＬＩＦＥ 麻生　羽呂
昆虫たちの世渡り術 海野　和男
ペンギンの楽園 水口　博也
上手な脳の使いかた 岩田　誠

★ のほほん解剖生理学 玉先生
欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」 奥田　昌子
体の中の異物「毒」の科学 小城　勝相
今若者が危ない性感染症 石　和久
救急救命士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

管理栄養士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

理学療法士の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

保健師の一日 ＷＩＬＬこども知育研究所

◎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3類　　社会・経済・教育・法律など

4類　　数学・物理・化学・生物など

新聞やビジネス書に頻出する

「わかっているようで、実はわ

かっていない」用語や、難解な

経済の理論・概念を、２３７個

厳選。豊富なイラストと、やさ

しい言葉で解説した一冊。

空気を読み過ぎて疲弊しがちな現代

社会にこそ、「がさつ力」が必要

だ！「ズカズカ踏み込んでいったほ

うが、相手も本音で話すし、深いと

ころまでわかり合えるでしょ」と語

る著者は、言語や文化の違いを超越

した、圧倒的なコミュニケーション

術で数々の伝説を作ってきた。その

裏側には、生まれ持った合理性と、

意識的に育ててきた対応力がある！

ＬＧＢＴ、地域コミュニティ、高

齢化、いじめとストレス、ＳＮＳ、

結婚や子育て、テロと戦争、再生

医療、エネルギー問題、人工知能、

宇宙開発やお金のこと…全２０項

目！２０、３０、５０代の著者に

よる多様な論点と考え方。

浦島太郎と出会ったすばる、火

星にまで届いていた聖徳太子の

名声、怠け者を追いかけるオリ

オン座…本書では北海道から沖

縄まで、日本各地に伝わる星空

の伝説を、美しい星空の写真と

ともに紹介。

ＷＥＢ玉塾の解剖生理学のアニ

メ動画を書籍化。この１冊で解

剖生理学の基本がおさえられる

ように、誰でもイメージしやす

いイラストやたとえを盛り込ん

で解説。



★ ピタゴラ装置はこうして生まれる 佐藤　雅彦
環境破壊図鑑 藤原　幸一

　 あなたが世界を変える日 セヴァン・カリス＝スズキ

宇宙を仕事にしよう！ 村沢　譲
お母さん、その服なんとかしよ！ あっこたん
モノがなくても、大丈夫！ 麻生　夕貴
気を抜くと誰もが貧乏になる時代の「お金」の基礎力 岡崎　充輝
カレー語辞典 オカタオカ
おうちで極上チョコレート菓子 小山　進

★ 本当に美味しいフライドポテトの教科書 丸山　久美
片づけは「捨てない」ほうがうまくいく 伊藤　勇司
むすメモ！ つかさ　ちずる

会社四季報業界地図　２０１７年版 東洋経済新報社

古来種野菜を食べてください。 高橋　一也
★ 小さな癒しの世界を楽しむテラリウム 松　昭教

日本美術応援団 山下　裕二
モネのあしあと 原田　マハ
Ａさんの場合。 やまもと　りえ

◎ 火の鳥　２～１１ 手塚　治虫
◎ 火の鳥　少女クラブ版 手塚　治虫
◎ アドルフに告ぐ　全３巻 手塚　治虫
◎ ブッダ　全７巻 手塚　治虫
デザインのひきだし　２８ グラフィック社編集部

下村玉広　玉広画集・大典図案 下村　玉広
★ 宇宙を撮りたい、風船で。 岩谷　圭介
久石譲音楽する日乗 久石　譲
吹部ノート　２ オザワ部長
バンドマンが読むべきライブハウスの取扱説明書 足立　浩志
歌舞伎キャラクター絵図 辻村　章宏
１週間で腹を凹ます体幹力トレーニング 木場　克己

★ はじめてでも絶対うまくなる！スノーボード 出口　超
スキー初中級レッスン 松沢　聖佳

岡山から“ハロー” 岡山ローバル英語研究会

★ 「とりあえず」は英語でなんと言う？ ルーク・タニクリフ

少年少女のための文学全集があったころ 松村　由利子

作家のお菓子 コロナ・ブックス編集部

装いの王朝文化 川村　裕子
近江の芭蕉 いかい　ゆり子

◎ 「源氏」でわかる古典常識 富井　健二
比（なら）ぶ者なき 馳　星周
本バスめぐりん。 大崎　梢

◎ いまさら翼といわれても 米沢　穂信
イアリー 前川　裕
ＧＯＳＩＣＫ　ＧＲＥＥＮ 桜庭　一樹

★ きみといたい、朽ち果てるまで 坊木　椎哉
セイレーンの懺悔 中山　七里
紙の城 本城　雅人
相棒　ｓｅａｓｏｎ１４中・下 輿水　泰弘

◎ 都会（まち）のトム＆ソーヤ はやみね　かおる

★ 魔法使いと副店長 越谷　オサム

喧嘩（すてごろ） 黒川　博行
花咲小路三丁目のナイト 小路　幸也

◎ よるのばけもの 住野　よる

9類　　文学論・小説

6類　　農業・畜産・商業など

5類　　技術・環境問題など
◆図書室に掲示していた、映画『何者』のポスターが欲しい人は図書室まで来てください♪◆

7類　　芸術・スポーツ・音楽など

8類　　日本語・英語・その他言語

みんなが大好きなフライドポテ

ト。最高に美味しく作るコツ、

教えます！あなたは細めカリカ

リ派？それとも厚切りホクホク

派？お好みのフライドポテトを

誰でも思い通りに揚げられる秘

伝の一冊。

１９世紀、イギリスで生まれたテラ

リウム。イギリスでは敷居の高い趣

味だが、本書は低予算で誰でも楽し

めるように、好きな小説のワンシー

ンを自分なりにアレンジして表現す

る方法など、初心者でも気軽に楽し

める入門書！

ピタゴラ装置の最新ＤＶＤブック

が登場！映像＋書籍でまるわかり。

おもしろい装置を作ることができ

る理由。それは、「作り方を作

る」という方法論にあった。

ダイナミックな大技や、息をのむ

スピードで滑り降りる滑降や回転

系。基本的なテクニックをマス

ターしなければ、スノーボードは

できない。従来のスノーボード教

則本で見過ごされていた初歩的な

テクニックを、丁寧に解説。

これ、英語で言えますか？「憂

うつ」「切ない」「ハイテン

ション」「お疲れ様」「ごちそ

うさま」「頑張る」月間１５０

万ＰＶの超人気サイト“英語

ｗｉｔｈ Ｌｕｋｅ”が本に

なった！

何度失敗しても、純粋に夢を追い

かけている若者がいる。「出来る

か、出来ないか」ではなく「やる

か、やらないか」。１００円

ショップやホームセンターで手に

入るもので作る撮影装置を打ち上

げ、やがて宇宙に手が届くまでの

記録。



カムパネルラ 山田　正紀
三島由宇、当選確実！ まはら　三桃

◎ 僕らのごはんは明日で待ってる 瀬尾　まいこ

★ ｉ 西　加奈子
ストライク・ザ・ブラッド　１６ 三雲　岳斗
この世で最後のデートをきみと 坊木　椎哉
物語はいつも僕たちの隣に。 丸山　浮草

◎ ここはボツコニアン　４・５ 宮部　みゆき

★ 吾輩も猫である 赤川　次郎
Ｇｏｏｄ　ｏｌｄ　ｂｏｙｓ 本多　孝好

★ サバイバルファミリー 矢口　史靖
おんな城主直虎　１ 森下　佳子
増山超能力師事務所 誉田　哲也
美しい星 三島　由紀夫

ブラック企業に勤めております。 要　はる
『このミステリーがすごい！』大賞作家書き下ろしＢＯＯＫ　ｖｏｌ．１５ 『このミステリーがすごい！』編集部

笑って、泣いて、考えて。 永　六輔
本物のおとな論 外山　滋比古

星に願いを、いつでも夢を 村上　竜
スターバックスで普通のコーヒーを頼む人を尊敬する件 山本　ゆり
山猫珈琲　上巻 湊　かなえ
娘が不登校になりました。 小林　薫

★ 流れる星は生きている 藤原　てい
下剋上受験 桜井　信一
日本文学全集　９ 池沢　夏樹
ハリー・ポッターへの旅 ＭＯＥ編集部

クィディッチ今昔 Ｊ．Ｋ．ローリング

仕事は楽しいかね？ デイル・ドーテン

自閉症のぼくが「ありがとう」を言えるまで イド・ケダー
史上最高に面白いファウスト 中野　和朗
ゆきがふるまえに（絵本） かじり　みな子

☆予約＆リクエストは随時受付中☆
9類　　文学論・小説

が登場！映像＋書籍でまるわかり。

高校図書委員さ

んによる、

１２月の展示。

２０１６年

ベストセラー作品

ある日突然、電気が消滅！？超

絶不自由生活！家族はどう生き

るか。私たちはどれだけ電力に

依存してきたのだろう―。笑い

あり、涙あり。試練に挑む、家

族の物語。話題の映画原作本。

夏目漱石没後１００年＆生誕１５

０年記念出版！明治も現代も、猫

の目から見た人の世はいつだって

不可思議。猫好きの人気作家８名

が、漱石の「猫」に挑む！読めば

愛らしい魅力があふれ出す、究極

の猫アンソロジー。

今月の展示

『魔法使いと副店長』

越谷 オサム

『陽だまりの彼女』『いとみ

ち』が好調の著者によるねじく

れ家族小説！単身赴任中の四十

路の大手スーパーマーケット副

店長の元に押しかけてきた「魔

法少女の類」と「鵺」。叩き出

すわけにもいかず、渋々同居す

る羽目に。栄転間近だったはず

が…。

ラスト１０ページで号泣必至！

選考委員会の評価が真っ二つに

割れた、激しく切ない恋を描く、

第２３回日本ホラー小説大賞＜

優秀賞＞受賞作！絶望の世界で

出会ってしまった少年と少女が

紡ぐ究極の愛の形とは？

１９４５年、終戦。そのときを満

州（現中国東北部）でむかえた著

者は、３人の子をかかえ、日本ま

でのはるかな道のりを歩みだす。

かつて百万人が体験した満州引き

揚げをひとりの女性の目から描い

た戦後の大ベストセラー。新装版

にて待望の復刊！

高校１・２年生の読書会『本の木』

色んな本の木ができました♪

「この世界にアイは存在しませ

ん。」入学式の翌日、数学教師は

言った。ひとりだけ、え、と声を

出した。ワイルド曽田アイ。その

言葉は、アイに衝撃を与え、彼女

の胸に居座り続けることになる。

ある「奇跡」が起こるまでは―。


